
雷乃収声
（かみなりすなわちこえをおさむ）

【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。

[農産品]
・有機カリフラワー：例年よりも気温が高いため生育不良を起こしており出荷量が不安定な状況です。
・有機坊ちゃん南瓜：台風の影響で輸送便に遅れがでております。
・有機バジル：虫害と雨による傷みのため出荷量が不安定な状況です。
・有機パクチー：気温が高いため生育不良を起こしております。

[日配・加工品] ＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・ﾋﾟｯﾂｧ マルゲリータ:メーカー欠品中のため在庫不足となりました。
・ｵﾗｯﾁｪ お子様 ｶﾚｰﾙｩ：メーカーにて製造遅れが生じております。
・ｸｰﾙﾌﾙｰﾂｱｯﾌﾟﾙ：運送便の遅れで在庫不足となりました。 ＜ご案内＞
・有機ｱｰﾙｸﾞﾚｰﾃｨｰ無糖：季節商品につき在庫無くなり今季終了となりました。

有機 玉葱　　　　 約600ｇ 北海道 津田農園 有機 じゃが芋 　　約400ｇ 岩手 みちのく有機共同農場

有機 南瓜　　　　　 1/2個 北海道 小野寺淳二さん 有機 金時芋　　　約300ｇ 香川 さぬき有機 　

有機 じゃが芋 　　約500ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場

有機 山ほうれん草　 １束 島根 赤江・オーガニックファーム/やさか共同農場
転換期間中有

機

有機

オクラ１ﾊﾟｯｸ 又は
カラーピーマン約100ｇ

和歌山
宮崎

shimobo farm
アビオスファーム

有機 ピーマン　　　約80ｇ 大分 さんさん農園 有機 モロッコいんげん約150ｇ 長野 高坂農園
転換期間
中有機 オクラ　　　　1パック 和歌山 shimobo  farm 有機 生姜　　　　 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 にんにく　　 約100ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 キウイフルーツ　2個 ニュージーランド ゼスプリ

有機 きくらげ　　　 約40ｇ 岡山 浅野産業 平飼い卵　　  　 6個 岡山 永田康二さん

有機 山ほうれん草　 １束 島根 赤江・オーガニックファーム/やさか共同農場 有機 赤玉葱　　　約250ｇ 北海道 富良野 百・我

有機 ピーマン　　　約80ｇ 大分 さんさん農園 有機 金時芋　　　約300ｇ 香川 さぬき有機
転換期間
中有機 オクラ　　　　1パック 和歌山 shimobo  farm 有機 ごぼう        約200ｇ 宮崎 かごしま有機生産組合

有機 にんにく　　 約100ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場

有機 きくらげ　　　 約40ｇ 岡山 浅野産業 有機 カンコンサイ　　 1束 京都 すずめファーム

有機 キウイフルーツ　4個 ニュージーランド ゼスプリ 有機 ズッキーニ　　　１本 長野 吉沢文隆さん

つがる　　　　  　２個 青森 ナチュラル農究 防除　　16回
有機

転換期間中有

機

ししとう約50ｇ 又は
オクラ1パック

鹿児島
和歌山

かごしま有機生産組合
shimobo farm

有機 きくらげ　　　 約40ｇ 岡山 浅野産業

有機 バナナ　　　 約300g エクアドル セリアマリア農園

◇おすすめコーナー◇

フルーティーセット[9997] ゆうきだいすきセット[9994]

多菜・フルー
ティーセット
共通項目

[基本野菜セット]
も同一内容です。

[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)  ※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。

有機山ほうれん草・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・転換期間中有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機に
んにく約100ｇ・有機きくらげ約40ｇ

※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。

※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。）有機ﾆﾗ（暑さによる傷みが多く出荷量が減少しております。）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。）
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。）有機種なし柿（雨の影響で脱渋に遅れがでており出荷量が不安定な状況です。）しめじ（ボイ
ラーの故障により種菌に雑菌が混じったため生育不良を起こしております。）ししとう（台風の影響で出荷作業に遅れがでております。）

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：有機人参約500ｇ⇒有機南瓜1/2個） ●ﾌﾙｰﾃｨｰｾｯﾄ（ﾌﾙｰﾂｱｿｰﾄ：有機種なし柿約500ｇ⇒有機つがる2個） 共通項目（基本野
菜ｾｯﾄ）：有機ﾆﾗ約100ｇ⇒転換期間中有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ ●いきいきｾｯﾄ：有機水菜⇒有機ﾓﾛｯｺいんげん約150ｇ 有機ｶﾗｰﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ(一部)⇒転換期
間中有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ 有機種なし柿約300ｇ⇒有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ2個 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：しめじ約150ｇ⇒有機きくらげ約40ｇ 有機ししとう(一部）⇒転換期
間中有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ 有機種なし柿約300ｇ⇒有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

　今週のおすすめは、マヌカ・ロゼンジ（プロポリス入り）ＭＧ110+：抗菌力に優れた貴重なオーガニックマヌカはちみつを凝縮ドロップにしました。ス
ターチ、ゼラチン等の凝固剤は一切使用しておらず、甘味料、保存料、合成着色料、香料も一切不使用。高品質で純粋なマヌカはちみつで作られたこ
のドロップは、栄養成分もそのまま携帯できます。のど飴として、お出かけのお供などにお召し上がりください。（ｶﾀﾛｸﾞ241号 P25 今週から再開です。）

・・・　今週の配布物　・・・

☆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]

・ｶﾀﾛｸﾞ241号 ・bioweekly239 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表 ・ﾍﾞﾋﾞｰﾌｰ
ﾄﾞ・ｽﾑｰｼﾞｰ/・ｽｷﾝｹｱ・ｱﾚﾙｷﾞｰ対応食品ご注文
表 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注文表 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟ
ｷﾝご注文表 ・ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪの「ｻﾗﾀﾞﾁｷﾝ」ご紹介
◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】はじめてのアーユルヴェーダ
～基本のｽﾊﾟｲｽ７種類を使った有機野菜のお惣
菜

9月22日（木） 夏の間に鳴り響いた雷が収まる頃。空にはもこもことした鱗雲があらわれます。「暑さ寒さ
も彼岸まで」の言葉の通り、残暑も落ち着き、秋の気候へと変わっていきます。

多菜・フルー
ティーセット
共通項目

[基本野菜セット]
も同一内容です。

　

名古屋地区　お届け情報

株式会社　ビオ・マーケット
TEL:0120-16-0831

FAX:050-3737-2323
 http://www.biomarche.jp

・ﾐﾄｸ 「ﾓﾝﾃｱｸﾛ」 ｵｰｶﾞﾆｯｸﾜｲﾝ ・ふたごや ふと
ん丸洗い ・こだわり職人の逸品 料理器具他

◎「今週、お届けのカタログ241号の見どころ
は・・・」　ご飯がすすむ 新米と一緒に食べたい
おかず、新米のおとも をご案内します。つやつ
やとみずみずしい新米の美味しさを存分に味わ
いましょう(^^♪（P2・P3）とｲﾀﾘｱの大地から ｶｰ
ｻ・ﾓﾘﾐの厳選食材をお買い得価格でご案内し
ます。（裏表紙）



[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）

[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・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）

◇「野菜・果物」 産地からのご案内

　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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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。

フルーティーセット【9997】
有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ししとう約50ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・紅玉2個・有機種なし柿約500ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機れんこん約200ｇ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ2個・有機かぼす2個・平飼
い卵6個ﾊﾟｯｸ本体価格\2,600/税込￥2,808　

ゆうきだいすきセット【9994】有機赤玉葱約250ｇ・有機じゃが芋約300ｇ・有機ほうれん草・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機いんげん約50ｇ・有機生姜約70ｇ・
有機きくらげ約40ｇ・有機種なし柿約300ｇ本体価格\2,152/税込￥2,324　

※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。

　梨：出荷産地の一つである福澤梨園さんの畑は、大分県・日田市に広がります。山々に囲まれた盆地にあり、豊かな自然と良質な水によって甘くてみ
ずみずしい梨が育ちます。病害虫の被害で減農薬での栽培が難しいと言われている梨栽培。長年の経験・技術で防除のタイミングを見極めることで、
必要最小限の使用にに留め、畑に足しげく通い、1個ずつ丁寧に栽培されています。果汁たっぷりの甘くてみずみずしい梨を、ぜひ味わいください。

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
柚子2個・豊水梨1個本体価格\2,152/税込￥2,324　

カタログＮＯ．241　お届け期間　　10/3～10/7

多菜セット【9996】 有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機水菜・有機ｽﾞｯｷｰﾆ・有機ししとう約50ｇ・有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ・有機玉葱約600ｇ・有機じゃが芋約500ｇ・有機
金時芋約400ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

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
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】 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個ﾊﾟｯｸ本体価格\2,600/税込￥2,808　

多菜セット【9996】 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本体価格\2,600/税込￥2,808　

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．240　お届け期間　　9/26～9/30


