
あきのこえ

【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]
・有機ズッキーニ：台風の影響で花が散ってしまい木も倒伏したため出荷量が減少しております。
・有機いんげん：生育期の暑さと雨不足により生育が遅れております。
・ひさまつ農園の有機青じそ：出荷検品時に変色等の傷みが見られたため少量・欠品となりました。
・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。
・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。 ＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

[日配・加工品]
・欠品はございません。

＜お知らせ＞
＜ご案内＞

＜ご案内＞

有機 じゃが芋 　　約500ｇ 北海道 ちいむれグロリア農園 有機 赤玉葱　　　約250ｇ 北海道 富良野 百・我

有機 ごぼう        約200ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合 有機 ごぼう        約200ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 れんこん　　約200ｇ 佐賀 マルハ園芸 有機 レタス　　　　　　1個 長野 塩尻有機栽培研究会 　

有機 レタス(小さめ)　 1個 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 山ほうれん草　 １束 島根 やさか共同農場

有機 カンコンサイ　　 1束 京都 すずめファーム 有機 カンコンサイ　　 1束 京都 すずめファーム

有機 南瓜 1/2個（量目変更、価格補填） 北海道 小野寺淳二さん 有機 南瓜　　　　　 1/2個 北海道 小野寺淳二さん

有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場 あきづき梨　　　１個 大分 福澤梨園 防除　　14回

有機 生椎茸（菌床）１パック 岐阜 和良農園 平飼い卵　　  　 6個 山梨 黒富士農場

有機 レタス(小さめ)　 1個 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 玉葱　　　　 約300ｇ 北海道 ちいむれグロリア農園

有機 カンコンサイ　　 1束 京都 すずめファーム 有機 れんこん　　約200ｇ 佐賀 マルハ園芸

有機 南瓜 1/2個（量目変更、価格補填） 北海道 小野寺淳二さん 有機 小松菜　　　　　 1束 島根 赤江・オーガニックファーム

有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場 有機 ほうれん草　　　１束 島根 やさか共同農場

有機 生椎茸（菌床）１パック 岐阜 和良農園 有機 南瓜　　　　　 1/4個 北海道 小野寺淳二さん

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 ししとう　　　　約50ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 バナナ　　　 約500g エクアドル セリアマリア農園 えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

有機 柚子　　　　　　　2個 高知 大地と自然の恵み

あきづき梨　　　１個 大分 福澤梨園 防除　　14回

◇おすすめコーナー◇

 ｶﾀﾛｸﾞ№241(P10) ｸﾛﾜｯｻﾝ 3個入り(ゆめや）はメーカー都合により欠品となります。たいへん申し訳
ございません。

 本日の野菜ｾｯﾄの「あかづき梨」のご紹介：「新高×豊水」×「幸水」をかけあわせて誕生した赤梨。
秋頃に収穫されること、形がお月様のように丸いことから、「あきづき（秋月）」と名付けられました。代
表的な梨の良いとこ取りの梨で、酸味は少な目で甘みたっぷり。果肉は緻密で果汁が多く、シャキ
シャキとした食感です。

●多菜ｾｯﾄ（根菜ｱｿｰﾄ：変更ございません。） ●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）：有機枝豆約200ｇ⇒有機ﾚﾀ
ｽ ●いきいきｾｯﾄ：有機ﾆﾗ約100ｇ⇒有機ｶﾝｺﾝｻｲ 有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ1個⇒有機南瓜1/2個 豊水梨1個⇒あきづき梨1個 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ﾆﾗ約100ｇ
⇒有機ほうれん草 有機ｵｸﾗ1ﾊﾟｯｸ⇒有機ししとう約50ｇ 豊水梨1個⇒あきづき梨1個

　今週のおすすめは、古式製法醤油（三年熟成）：温度調節を一切せず蔵人の五感と、江戸時代より蔵に住みつく良質の醸造菌で醤油を育みます。
気候に合わせ、杉樽を櫂棒で丹念にかき回しながら発酵させるため納得のいく風味や旨みを出すには3年近い時間を要するこだわりの醤油です。（ｶﾀ
ﾛｸﾞ242号P4「秋野菜ﾚｼﾋﾟ」お買い得価格 でご案内しております。）

※セット変更のお知らせ：有機枝豆（生育期に雨が不足したため実の肥大が遅れております。）有機ﾆﾗ（先日の台風の影響で倒伏したものが多く出荷
量が減少しております。）有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ（台風の影響で傷みが多くなっております。）豊水梨（出荷検品時に傷みが見られるため出荷量が減少しておりま
す。）有機ｵｸﾗ（台風の影響で木が倒伏したため出荷量が減少しております。）

☆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]

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。

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。

有機ﾚﾀｽ(小さめ)・有機ｶﾝｺﾝｻｲ・有機南瓜1/2個・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

※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。

　

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

9月27日（火）
類似語に『秋の音』や『秋声（しゅうせい）』もあります。秋になると気温も下がり、空気も澄
んで、日常の物音が夏よりもいっそうよく聞こえてきます。ですが過ぎ去る季節のもの寂し
さや詩情、情緒を感じさせる音です。鳥や虫の鳴き声など、秋ならではの声は夜遅くまで響
きます。

・ｶﾀﾛｸﾞ242号 ・bioweekly240 ・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 ◇お
友だち紹介ｷｬﾝﾍﾟｰﾝご案内  ◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】
四季のおうち薬膳と養生のおはなし ※野菜セッ
トの価格改定についてお知らせ

・・・　今週の配布物　・・・

・DIONY WINE 秋の夜長に美味しいﾜｲﾝ ・ﾏｽﾀﾞ
南ｱﾌﾘｶ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾜｲﾝ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ 椿油
ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾍｱｽﾌﾟﾚｰ他 ・ｱｰｸ＆ｴｺ 2022年の朝摘
みばら水他 ・ﾗｲﾌﾞｺｯﾄﾝ 快適天然素材衣料他

◎「今週、お届けのカタログ242号の見どころ
は・・・」　秋の感謝セール(^^♪ 日頃の感謝の
気持ちを込めて２週間連続で開催いたします！
表紙、裏表紙他各ページにお買い得商品をご
案内しております。この機会にぜひご利用くださ
い。



[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）

[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機いんげん約100ｇ・えのき約100ｇ
（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】
有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機いんげん約100ｇ・えのき約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ4個・有機みかん約600ｇ

本体価格\2,600/税込￥2,808　

いきいきセット【9998】 有機玉葱約500ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機ﾓﾛｯｺいんげん約100ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・えのき約100ｇ・有機みか
ん約600ｇ・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】有機金時芋約400ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機ﾚﾀｽ又は有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜又は有機ｶﾝｺﾝｻｲ(空心菜)・有機ししとう
約50ｇ・有機ﾓﾛｯｺいんげん約100ｇ・有機にんにく約50ｇ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約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。

　有機金時芋：松浦さんの畑は香川県坂出市に広がります。ここは昔、塩田があった場所。ミネラル豊富な砂地は、水はけがよく、日中と夜の地温の差
も大きいため、甘みのある美味しい野菜が育ちます。野菜を栽培する上で大事なことは「まごころ」と生産者の松浦さん。丁寧に除草をしながら、まごこ
ろ込めて育てた有機金時芋をどうぞご賞味ください。

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　

カタログＮＯ．242　お届け期間　　10/10～10/14

多菜セット【9996】 有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機いんげん約100ｇ・えのき約100ｇ・有機赤玉葱約300ｇ・有機人参約500
ｇ・有機じゃが芋約500ｇ本体価格\2,600/税込￥2,808　

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　

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

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　


