名古屋地区

8月31日（水）

天地始粛
（てんちはじめてさむし）

株式会社 ビオ・マーケット
TEL:0120-16-0831
FAX:050-3737-2323
http://www.biomarche.jp

お届け情報

天地の暑さがようやくおさまり始める頃。「粛」は縮む、しずまるという意味です。

・・・ 今週の配布物 ・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ238号 ・bioweekly236 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表/・ｽﾊﾟｲｽﾏﾙ
ｼｪご注文表 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ化粧品ご注文表 ・ﾛｺﾞﾅ
[農産品]
・有機ホワイトマッシュルーム：高温の日が続いたため菌の発生が減少しており出荷量が不安定な状 化粧品ご注文表 ・ｽﾀｯﾌ厳選！わが家のﾏｽﾄｱ
ｲﾃﾑ 「ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪ 有機万能酢」ご案内
況です。
＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・おもちゃ箱 ｵｰｶﾞﾆｯｸ ｲﾝｽﾀﾝﾄｽﾊﾟｲｽ他 ・ﾌﾟﾛｽ
ﾍﾟﾘﾃｨ 国産ごまひじきｾｰﾙ他 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞ
ﾆｯｸ 夏の疲れに自然のうるおいを ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｲｸ
[日配・加工品]
ﾘｰﾑ他 ・山繊 ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ寝具他 ・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽﾀ
・ 有機玄米甘酒ｷｬｯﾌﾟ付：メーカー欠品中のため入荷が遅れております。
「天然ｺﾞﾑ」100％の枕他 ・ｴｺﾜﾝ ｵｽｽﾒ防災用
・ ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞﾁｮｺ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾋﾞﾀｰ・ｱｰﾓﾝﾄﾞ：冬季限定の商品を誤って掲載しておりました。
品特集
【本日の野菜・加工品欠品情報とお知らせ他】
下記商品は、記載の理由により、お届けができませんでした。申し訳ございません。

＜お知らせ＞
ｶﾀﾛｸﾞ№239（次週配布）で「ゆめや（ﾊﾟﾝ）」はメーカー休業のため取扱いがございません。ご了承お
願いいたします。

＜ご案内＞
◎「今週、お届けのカタログ238号の見どころ
は・・・」 連休にあると助かる！まとめ買い
SALE ぜひご利用ください。(裏表紙) と 秋の実
り 旬な果物 今季初出荷 数量限定のぶどう お
見逃しなく！（P5）

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]
有機 じゃが芋

約400ｇ 宮崎

有機 長芋

約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 南瓜
有機 ニラ
有機 水菜
有機 ピーマン
有機 生姜
しめじ

いきいきセット[9998]

綾町農業協同組合

1/4個 秋田 正八

有機 さつま芋

約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 ごぼう

約200ｇ 宮崎 霧島オーガニック

有機 トマト(3S)

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 小松菜
多菜・フルー
1束 島根 赤江・オーガニックファーム
有機 きゅうり
ティーセット
約120ｇ 兵庫 タチワキゆとり農園
共通項目 有機 きくらげ

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

[基本野菜セット]
も同一内容です。

約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター

平飼い卵

温ふぁーむ

1束 島根 やさか共同農場
2本 長野

高坂農園

約40ｇ 岡山 浅野産業

有機 キウイフルーツ 2個

フルーティーセット[9997]
有機 ニラ

3個 長野

ニュージーランド

ゼスプリ

6個 和歌山 蒼生舎

ゆうきだいすきセット[9994]

有機 ピーマン

約300ｇ 香川 さぬき有機
多菜・フルー
1束 島根 赤江・オーガニックファーム
有機 れんこん 約200ｇ 熊本 福島正明さん
ティーセット
約120ｇ 兵庫 タチワキゆとり農園
1束 京都 すずめファーム
共通項目 有機 カンコンサイ

有機 生姜

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 水菜

しめじ

約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 キウイフルーツ 4個
有機 バナナ

エクアドル

約500g

[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 モロヘイヤ

1ﾊﾟｯｸ 滋賀

大中農友会

有機 オクラ

1ﾊﾟｯｸ 沖縄

沖縄畑人村

ゼスプリ

有機 ミニトマト

約80ｇ 長野

大北農業協同組合

セリアマリア農園

有機 ししとう

約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 生姜

約70ｇ 高知 大地と自然の恵み

約150ｇ 和歌山 日高きのこセンター
ニュージーランド

有機 金時芋

有機 キウイフルーツ 2個

ニュージーランド

ゼスプリ

※きのこ類は化学薬品による室内殺菌などは行っておりません。
[多菜・フルーティーセット共通品目］(基本野菜セット[9995]も同一内容)
有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機生姜約100ｇ・しめじ約 ※箱詰めの際に十分注意しておりますが、傷みや腐れ、また過度のしおれや虫食
い等ございましたら、どうぞご遠慮なくお電話等にてご連絡ください。
150ｇ
※セット変更のお知らせ：有機人参（雨が続いたことによる生育の遅れと傷みの発生、また畑に水が残ったことによる収穫作業の遅れのため出荷量が
減少しております。）有機ﾓﾛﾍｲﾔ（圃場の切り替わりに入ったため出荷量が減少しております。）有機ｽﾞｯｷｰﾆ（雨天が続いたため受粉不良で不稔果が
多く出荷量が減少しております。）

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機人参約400ｇ⇒有機南瓜1/4個） ○ﾌﾙｰﾃｨｰｾｯﾄ（ﾌﾙｰﾂｱｿｰﾄ：変更ございません。） 共通項目（基本野菜ｾｯﾄ）：変更ござい
ません。 ●いきいきｾｯﾄ：有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ⇒有機ﾄﾏﾄ(3S)3個 有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機きゅうり2本 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ｽﾞｯｷｰﾆ⇒有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ
◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、有機畑育ちのおみそ汁：有機小松菜のしゃきしゃきとした歯ごたえと、有機油揚げのおいしさがミックスされています。有機青ね
ぎ・わかめも加えて具だくさん。カップに開けてお湯を注ぐだけの簡単調理で、化学調味料無添加ならではのすっきりした後味のおみそ汁が楽しめま
す。（ｶﾀﾛｸﾞ238号裏表紙「まとめ買いｾｰﾙ」 でご案内しております。）

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．237 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

フルーティーセット【9997】

9/5～9/9

有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機ししとう約50ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機玉葱約400ｇ・有機じゃが芋約500ｇ・有
機ごぼう約200ｇ
有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機ししとう約50ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ4個・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機れんこん約200ｇ・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約120ｇ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約
300ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機玉葱約300ｇ・有機長芋約200ｇ・有機小松菜・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機枝豆約200ｇ・有機にんにく約50ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ又
本体価格\2,152/税込￥2,324

は有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機きくらげ約40ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ﾓﾛﾍｲﾔ1ﾊﾟｯｸ・有機ししとう約50ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

カタログＮＯ．238 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

フルーティーセット【9997】

9/12～9/16

有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・有機玉葱約400ｇ・有機さつま芋約500
ｇ・有機長芋約200ｇ
有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・豊水約600ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808

いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機人参約400ｇ・有機つるむらさき・有機ししとう約50ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機にんにく約100ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・豊水1個・平
飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機じゃが芋約300ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機生
本体価格\2,152/税込￥2,324

椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・豊水1個

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）
※天候や畑の状況で変更する事があります。翌週のセットメニューを確認されたい時は、注文週の金曜午後に確定しますので、お電話でお問い合わせ
ください。（防）は防除回数です。（防）表記のないものは有機農産物でお届けの予定です。
※上のメニューからご希望のセットをお選びいただけます。ご予約セットと異なる場合は、注文コードをご記入ください。セット不要の際には、「予約セット
＝０」とご記入ください。
◇「野菜・果物」 産地からのご案内
有機ピーマン：岡山県備前市北部の緑豊かな里山が広がる場所に永田ファームはあります。永田さんは。「自然にできるだけ負荷をかけない農業が
したい」と、有機農業に取り組んできました。おすすめの食べ方は、細切りにしたピーマンをごま油で炒め、ちりめんじゃこを加えて、醤油で味付けし、鰹
節をかけていただくこと。ぜひお試しください！

皆様からのお便りをお待ちしております。いただいたお便りは紙面でご紹介する他、今後の参考とさせていただきますので、
是非ご意見、ご要望等、なんでもお寄せください。

紙面への掲載に同意していただければ、【掲載OK】 に丸印をお願いいたします。 希望掲載名 ペンネーム：

コース番号（

曜日

コース） 会員番号（

） お名前（

）

