名古屋地区

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

鶺鴒の声が響きわたる頃。鶺鴒は水辺を好む鳥のため、川の上流域に行くほど多く見られ
ます。町なかでは、あまり見かけられないかもしれませんが、民家の軒下などにも巣を作り
ます。別名は「恋教え鳥」。
・・・ 今週の配布物 ・・・
【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。
・ｶﾀﾛｸﾞ240号 ・bioweekly238 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ
化粧品ご注文表 ◇お友だち紹介ｷｬﾝﾍﾟｰﾝご案
[農産品]
内
◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】veggit rabbit ｳﾞｨｰｶﾞﾝ･ｽｲｰ
・有機パセリ：高温と干ばつの影響で生育不良を起こしており出荷量が不安定な状況です。
ﾂﾚｼﾋﾟ ◇ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪの収穫祭「ｵｰｶﾞﾆｯｸﾗｲﾌﾞ
・あかね：天候不順のため例年よりも実成りが少なく今季早めの終了となりました。
2022」ﾗｲﾌﾞ配信 ご案内 ☆創業40周年ｷｬﾝﾍﾟｰ
・有機ブラックオリンピア：天候が不安定なため色づきに遅れがでており収穫量が少ない状況です。
ﾝご案内

9月15日（木）

鶺鴒鳴（せきれいなく）

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ ｽｷﾝｹｱ ｼﾘｰｽﾞ他 ・ｱﾑﾘﾀｰ
ﾗ ｴﾝｼﾞﾝｸﾞｹｱ ｼﾘｰｽﾞ他 ・ｿﾈｯﾄ 洗濯洗剤、食器
＜お知らせ＞
No.238のお届け産地につきまして、有機青唐辛子(病気が発生し出荷ができない状態のため)をカタ 用洗剤 ・ﾊｰﾄ 特別価格のﾗｽﾄﾁｬﾝｽ 寝具
ログ掲載の産地以外にてお届けをさせていただきます。勝手を申しますが、何卒宜しくお願い致しま ＜ご案内＞
す。（有機青唐辛子：熊本：吉水農園）
◎「今週、お届けのカタログ240号の見どころ
は・・・」 腸内環境を整える！菌活発酵食ﾚｼﾋﾟ
(P4)・手作りで楽しむ 発酵食(P5) 味噌や塩こう
[日配・加工品]
・有機玄米甘酒ｷｬｯﾌﾟ付：メーカー欠品のため入荷がなく、お届けが出来ませんでした。９月下旬まで じ、漬物などで「日本の発酵食品」を活用したﾚｼ
ﾋﾟをご紹介します。
は欠品となる見通しです。

☆本日の野菜セットメニュー☆
多菜セット[9996]

いきいきセット[9998]

有機 玉葱

約400ｇ 北海道 津田農園

有機 赤玉葱

有機 金時芋

約500ｇ 香川 さぬき有機

有機 つるむらさき

有機 長芋

約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 ししとう

有機 れんこん

約200ｇ 佐賀 マルハ園芸

有機 ほうれん草
有機 オクラ
有機 ミニトマト

１束 長野

塩尻有機栽培研究会

1パック 鹿児島 かごしま有機生産組合
約80ｇ 岐阜

Mt.Organic

有機 オクラ
多菜・フルー 有機 にんにく
ティーセット
共通項目 有機 ルッコラ
[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 生椎茸（菌床）１パック 岐阜 和良農園

有機

ほうれん草

有機 オクラ
有機 ミニトマト

約200ｇ 佐賀 マルハ園芸
１束 長野

塩尻有機栽培研究会

1パック 鹿児島 かごしま有機生産組合
約80ｇ 岐阜

Mt.Organic

約50ｇ 島根 やさか共同農場

防除

14回

防除

14回

黒富士農場

ゆうきだいすきセット[9994]
有機 玉葱
約300ｇ 北海道 野澤伸行さん
多菜・フルー 有機 じゃが芋
約300ｇ 宮崎 綾町農業協同組合
ティーセット
ブロッコリー
1個 北海道 リーフファーム
有機
共通項目
[基本野菜セット]
も同一内容です。

有機 山ほうれん草 １束 島根
有機 ミニトマト

セリアマリア農園

約600ｇ 大分 福澤梨園

1パック 鹿児島 かごしま有機生産組合
約100ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

6個 山梨

有機 バナナ
豊水梨

約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

平飼い卵

有機 長芋

エクアドル

原田ふぁーむ

1個 大分 福澤梨園

有機 生椎茸（菌床）１パック 岐阜 和良農園
約500g

１束 大阪

豊水梨

フルーティーセット[9997]
有機 れんこん

約300ｇ 北海道 富良野 百・我

防除

14回 有機 ピーマン

やさか共同農場・ぐり～んは～と

約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場
約80ｇ 長野

大北農業協同組合

約80ｇ 大分 さんさん農園

有機 生椎茸（菌床）１パック 岡山 浅野産業
豊水梨

1個 大分 福澤梨園

※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)
有機れんこん約200ｇ・有機ほうれん草・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・ ※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。
有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ
※セット変更のお知らせ：有機さつま芋（台風の影響で掘り取りに遅れが出ており出荷量が減少しております。）有機ﾚﾀｽ（生育初期の干ばつや生育期
の日照不足と過剰な雨の影響で傷みがでており出荷量が大幅に減少しております。）有機小松菜（出荷検品時に黄変や傷みが見られたため数量が
揃いませんでした。）有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ（台風の影響で傷みが多く見られます。）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。）有機ﾆﾗ（朝晩と日中の気温差が大きいため一時的に生育不良を起こしており
ます。）有機水菜（虫害の発生がみられるため出荷量が減少しております。）
●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機さつま芋約500ｇ⇒有機金時芋約500ｇ） ●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）：有
機ﾚﾀｽ⇒有機れんこん約200ｇ 有機小松菜⇒有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ 有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ⇒有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ ●いきいきｾｯﾄ：有機人参約400ｇ⇒有
機赤玉葱約300ｇ ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ﾚﾀｽ⇒有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 有機水菜⇒有機玉葱約300ｇ 有機ﾆﾗ約100g⇒有機長芋約200ｇ

◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、オーガニックチキン使用 サラダチキン：貴重なオーガニックチキンのむね肉にやさか共同農場の有機塩こうじを揉み込み、じっ
くり低温で蒸し上げました。麹の力でむね肉をしっとり柔らかく、ジューシーに仕上げています。優しい塩味がオーガニックチキンの旨みをき立てている
ので、冷めたいままでも、温めても美味しくお召し上がりいただけます。（ｶﾀﾛｸﾞ240号P3「秋の行楽・ﾋﾟｸﾆｯｸﾗﾝﾁに♪ 好きな具材で楽しむ手作りｻﾝﾄﾞ
ｲｯﾁ」お買い得価格 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．239 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

9/19～9/23

有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機にんにく約100ｇ・有機きくらげ約40ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人
参約500ｇ・有機じゃが芋約500ｇ

フルーティーセット【9997】 有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機にんにく約100ｇ・有機きくらげ約40ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ4個・有機種
本体価格\2,600/税込￥2,808 なし柿約500ｇ
いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機じゃが芋約400ｇ・有機金時芋約300ｇ・有機小松菜・有機水菜・有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・有機生姜約100ｇ・有機種なし柿
約300ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機赤玉葱約250ｇ・有機金時芋約300ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機小松菜・有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ししとう
本体価格\2,152/税込￥2,324

約50ｇ・しめじ約150ｇ・有機種なし柿約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機にんにく約100ｇ・有機きくらげ約40ｇ

（基本野菜セット[9995]も同一内容）

カタログＮＯ．240 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,600/税込￥2,808

9/26～9/30

有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機南瓜1/4個・有機枝豆約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機じゃが芋約
500ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機れんこん約200ｇ

フルーティーセット【9997】 有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機南瓜1/4個・有機枝豆約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ4
本体価格\2,600/税込￥2,808 個・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ
いきいきセット【9998】
本体価格\2,600/税込￥2,808

有機赤玉葱約250ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機山ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ1個・豊水梨1個・平飼い卵
6個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機玉葱約300ｇ・有機れんこん約200ｇ・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機南瓜1/4個・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・えのき約100ｇ・有機
本体価格\2,152/税込￥2,324

柚子2個・豊水梨1個

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機南瓜1/4個・有機枝豆約200ｇ・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ

（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
有機枝豆：長野県・塩尻有機研究会の畑は、長野県の中部標高600ｍ～1000ｍの高原地帯にあります。綺麗な空気や水、昼夜の温度差がある気候
のもと、おいしい有機枝豆を栽培しています。選び抜いた品種は「おつな姫」。独特の甘みと風味を持つ茶豆の美味しさと、ゆで上がりの莢の美しさを兼
ね備えています。

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（

）

