
肌寒（はださむ）

【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]
・有機ラディッシュ：気温の低下により生育に遅れが見られます。
・有機ブロッコリー：気温の低下により生育に遅れが見られます。
・甲州：雨が多かった影響で腐敗が多く今季は終了となりました。

[日配・加工品]
・国産原料使用冷凍うどん：メーカー休業のためお届けができませんでした。 ＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

＜お知らせ＞
◇年末・お正月カタログ（№281）について

＜ご案内＞
◇年末年始の営業について

 2022年12月31日（土）~2023年1月4日（水）は配送・窓口ともお休みとなります。

有機 人参 　　　　約400ｇ 北海道 小野寺淳二さん 有機 玉葱　　　　 約300ｇ 北海道 野澤伸行さん

有機 じゃが芋 　　約600ｇ 北海道 一心生産組合 有機 れんこん　　約200ｇ 佐賀 マルハ園芸 　

有機 れんこん　　約200ｇ 佐賀 マルハ園芸 有機 ほうれん草　　　１束 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 白菜　　　　　 1/2個 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 ニラ　　　　　約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 ほうれん草　　　１束 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場 有機 きくらげ　　　 約60ｇ 岡山 浅野産業 豊作増量

有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場 有機 キウイフルーツ　3個 ニュージーランド ゼスプリ

有機 生椎茸（菌床）１パック 岡山 浅野産業 平飼い卵　　  　 6個 山梨 黒富士農場

有機 種なし柿　　約800ｇ 和歌山 かつらぎ町有機栽培実践グループ 豊作ｻｰﾋﾞｽ

有機 白菜　　　　　 1/2個 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 玉葱　　　　 約300ｇ 北海道 野澤伸行さん

有機 ほうれん草　　　１束 長野 塩尻有機栽培研究会 有機 さつま芋　　約300ｇ 宮崎 かごしま有機生産組合

有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場 有機 白葱　　　　 約300ｇ 長野 高坂農園

有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場 有機 大根(小)　　　　 1本 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 生椎茸（菌床）１パック 岡山 浅野産業 有機 サニーレタス     1個 長野 塩尻有機栽培研究会

王林　　　　　　　2個 長野 夜間瀬ASS 防除　　18回 有機 小松菜　　　　　 1束 島根 やさか共同農場

有機 みかん　　　 約700g 和歌山 九鬼オレンジファーム 有機 南瓜　　　　　 1/4個 北海道 ちいむれグロリア農園

有機 きくらげ　　　 約60ｇ 岡山 浅野産業 豊作増量

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 種なし柿　　約800ｇ 和歌山 かつらぎ町有機栽培実践グループ 豊作ｻｰﾋﾞｽ

◇おすすめコーナー◇

　

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

10月31日（月）

秋の半ばから末にかけての寒さを「漸寒（ややさむ）」といい、この「漸（やや）」は、次第にと
か徐々にという意味になります。また、何となく寒かったり、わけもなく寒いのが「そぞろ寒
（そぞろさむ）」。さらにどことなく寒いという風に、寒さを特定できない寒さを「うそ寒（うそさ
むといい、「うそ」は「薄」から転じた接頭語で「うすら寒い」という感じの言葉です。どれも深
まる秋の寒さを表しています。

・・・　今週の配布物　・・・

※セット変更のお知らせ：有機里芋（天候が不安定なため肥大が進まず生育に遅れが見られます。）有機水菜（気温の低下により生育に遅れが見られ
ます。）

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。

有機白菜1/2個・有機ほうれん草・有機小松菜・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。

☆本日の野菜セットメニュー☆

○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）：変更ございません。 ○いき
いきｾｯﾄ：変更ございません。 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機里芋約300ｇ⇒有機玉葱約300ｇ 有機水菜⇒有機大根(小)1本

　今週のおすすめは、国内産有機米、有機大豆を使用『有機やさか味噌甘口』麹作りから手間ひまかけ、天然醸造でじっくりと発酵させた味噌は、乳酸
菌や酵母菌が豊富に含まれており、お料理の味をより深みのある美味しさに仕上げてくれます。ぽかぽか生姜レシピにも是非ご活用ください♪（ｶﾀﾛｸﾞ
247号 P5「お味噌を使ったﾚｼﾋﾟ」  お買い得価格でご案内しております。 ）

◎「今週、お届けのカタログ247号の見どころ
は・・・」 11/24「和食の日」だしを取って和食を
楽しみましょう。(^^♪（P4）と冬のお菓子＆ﾎｯﾄﾄﾞ
ﾘﾝｸ（裏表紙）をご案内いたします。

・ｶﾀﾛｸﾞ247号 ・bioweekly244 ・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 ・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 ・ﾅﾄﾗｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸﾅﾌﾟｷ
ﾝご注文表 ・ﾛｺﾞﾅ化粧品ご注文表 ・国産天然さ
ばを基本の調味料のみで味付け ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪ 「さ
ば味噌煮」ご案内 ☆冬のｵｰｶﾞﾆｯｸｷﾞﾌﾄ 早期
5%OFF締切間近ご案内 ☆№281 お正月ｶﾀﾛｸﾞ

・おもちゃ箱 SONNENTOR ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ他 ・ｽ
ﾊﾟﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾞﾚｰﾄﾞ精油他
・ｿﾈｯﾄ 洗濯洗剤、食器用洗剤 ・山繊 ｷｬﾒﾙ＆
ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ寝具他 ・ﾊｰﾄ NEW 洗える枕 ﾘﾗｯ
ｸｽﾌｨｯﾄ他 ・ﾗｲﾌﾞｺｯﾄﾝ PRISTINE ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ
秋＆冬衣料 ・ｾﾞﾝｹﾝ 安心・安全な暖房機

 掲載商品は、12月26日(月)通常商品と一緒にお届けします。(一部直送商品を除きます)　締切は11
月29日(火)14時(ネットは13時)と大変早くなっております。お正月商品のほとんどが当カタログ限定で
すので、お忘れなくご注文をお願いします。また、今週配布の年末・お正月カタログ冊子は保存版で
す。今後の配布はございませんので、ご注意ください。



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機南瓜1/2個
（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]　有機小かぶ・有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機きくらげ約40ｇ
（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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．246　お届け期間　　11/7～11/11

多菜セット【9996】 有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機南瓜1/2個・有機玉葱約700ｇ・有機じゃが芋約600ｇ・有
機ごぼう約200ｇ本体価格\2,759/税込￥2,980　

フルーティーセット【9997】
有機大根1/2本・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機南瓜1/2個・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・富有柿約900ｇ

本体価格\2,759/税込￥2,980　

いきいきセット【9998】 有機白葱約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・紅玉2個・平飼い卵6個
ﾊﾟｯｸ本体価格\2,759/税込￥2,980　

ゆうきだいすきセット【9994】有機玉葱約300ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機白菜1/4個・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機生姜約70ｇ・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・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ本体価格\2,306/税込￥2,490　

カタログＮＯ．247　お届け期間　　11/14～11/18

多菜セット【9996】 有機小かぶ・有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機きくらげ約40ｇ・有機人参約400ｇ・有機さつま芋約400ｇ・有機里
芋約400ｇ本体価格\2,759/税込￥2,980　

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】
有機小かぶ・有機ﾚﾀｽ・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機きくらげ約40ｇ・ふじ2個・有機みかん約600ｇ

本体価格\2,759/税込￥2,980　

いきいきセット【9998】 有機じゃが芋約500ｇ・有機ﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜・有機南瓜1/4個・ぐんま名月1個・平飼い卵6
個ﾊﾟｯｸ本体価格\2,759/税込￥2,980　

ゆうきだいすきセット【9994】有機じゃが芋約300ｇ・有機大根1/2本・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機ほうれん草・有機小松菜・有機菊菜・えのき約100ｇ・ふじ1個・有機
柚子2個本体価格\2,306/税込￥2,490　

※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。

　有機ビーツ：長野：吉沢文隆さん　有機ビーツは「奇跡の野菜」と言われるほどに栄養価の高い野菜です。生産者の羽田さんは数ある野菜の中でも有
機ビーツが特に好きだそう。スライスしてベーコンとともにコンソメスープに入れたり、千切りにしてバターでサッと炒めて召し上がるそうです。ぜひお試し
ください。


