名古屋地区

株式会社 ビオ・マーケット
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お届け情報

11月の初冬は寒くなり冷たい北風が吹きますが、穏やかでまるで春のように暖かい晴天の
日が訪れます。この日を小春日和と言います。秋の柔らかな日差しが心地良く感じられ、
紅葉を見ながらの散歩やハイキングにはお勧めの天候です。同じ季語で北米ではインデ
（こはるびより）
アン・サマ－があります。
・・・ 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248号 ・bioweekly246 ・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 ・ｸﾘｽﾏｽｹｰｷ事前予約申込ご
[農産品]
注文表 ◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】veggit rabbit ｳﾞｨｰｶﾞﾝ･
・有機ビーツ：気温の低下により生育に遅れが見られます。
・有機いんげん：奈良県の産地では傷みが多くみられるため早めの終了となり現在出荷量が少ない ｽｲｰﾂﾚｼﾋﾟ☆Winter Gift 2022 ｶﾗﾛｸﾞ※年末・お
正月ｶﾀﾛｸﾞと年末年始のお届けについて ※木
状況です。
次乳業「ﾉﾝﾎﾓ牛乳」の取扱い終了について

11月11日（金）

小春日和

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・ﾐﾄｸ VITBIO ｵｰｶﾞﾆｯｸﾌﾙｰﾂｽﾑｰｼﾞｰ他 ・日本ｵ
ﾘｰﾌﾞ 一期一会ｴｷｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ ｲｪｸﾗ
産 ・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 国産ゆず茶ｾｰﾙ他 ・ﾏｽﾀﾞ 南ｱﾌ
ﾘｶ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾜｲﾝ ・ｱﾑﾘﾀｰﾗ ｵｰｶﾞﾆｯｸｻﾌﾟﾘ ・ﾘﾏﾅ
ﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ ｽｷﾝｹｱｼﾘｰｽﾞ ・ｱﾑﾘﾀｰﾗ ｴｲｼﾞﾝ
ｸﾞｹｱｼﾘｰｽﾞ ・ｱｰｸ＆ｴｺ 2022年の朝摘みばら水
＜ご案内＞
他 ・ｴｺﾜﾝ ｴｺなｸﾘｰﾝ用品特集 ・ｱｰﾙ･ｴｯﾁ･ｴｽ
◎「今週、お届けのカタログ248号の見どころは・・・」 冬を乗り切るｱｲﾃﾑ 栄養補給、冷え対策などお 浄水器ﾊｰﾚｰⅡJE・こだわり職人の逸品 南部鉄
すすめ商品をご案内します。（P3）と米国ｵｰｶﾞﾆｯｸ・ﾄﾚｰﾄﾞ協会 ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙなｱﾒﾘｶ産ｵｰｶﾞﾆｯｸ商品をご 器のｽｸﾞﾚもの！他
紹介します。（Ｐ5）
[日配・加工品]
・VANAGAいちご：在庫限りの商品でしたが、完売となりました。

☆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700ｇ 北海道 富良野 百・我

有機 白葱

約300ｇ 長野 高坂農園

有機 じゃが芋

約600ｇ 北海道 オホーツク青空市場

有機 大根

1/2本 長野 高坂農園

有機 ごぼう

約200ｇ 宮崎 綾町農業協同組合

有機 白菜

1/4個 長野 塩尻有機栽培研究会

有機 大根

1/2本 長野 高坂農園

有機 サニーレタス

1個 大阪

有機 小松菜

1束 愛知

有機

サラダ菊菜又は菊菜1束

有機 南瓜

島根

原田ふぁーむ
野菜の城
やさか共同農場
赤江・オーガニックファーム

1個 長野 高坂農園
有機 リーフレタス
多菜・フルー 有機 小松菜
１束 島根 赤江・オーガニックファーム
ティーセット
1パック 宮崎 甦る大地の会
共通項目 有機 クレソン
[基本野菜セット]
も同一内容です。

1/2個 北海道 ソラナファーム
１個 大阪

有機 パプリカ

原田ふぁーむ

豊作ｻｰﾋﾞｽ

紅玉

2個 青森 ナチュラル農究

平飼い卵

6個 山梨

黒富士農場

１個 大阪

原田ふぁーむ

有機 パプリカ

フルーティーセット[9997]
有機 大根

1/2本 長野 高坂農園

有機 サニーレタス

1個 大阪

有機 小松菜

1束 愛知

有機

サラダ菊菜又は菊菜1束

有機 南瓜
有機 バナナ
富有柿

有機 パプリカ

島根

原田ふぁーむ
野菜の城
やさか共同農場
赤江・オーガニックファーム

エクアドル

有機 玉葱
多菜・フルー 有機 ごぼう
ティーセット
共通項目 有機 白菜
[基本野菜セット]
も同一内容です。

１個 大阪

有機 ほうれん草
有機 生姜

防除

原田ふぁーむ

豊作ｻｰﾋﾞｽ

約300ｇ 北海道 富良野 百・我
約200ｇ 宮崎 綾町農業協同組合
1/4個 長野 塩尻有機栽培研究会
１束 島根

やさか共同農場

有機 きゅうり(小さめ) ３本 熊本 肥後あゆみの会

プリエイト農園

約900ｇ 奈良 王隠堂農園

23回

ゆうきだいすきセット[9994]

1/2個 北海道 ソラナファーム
約500g

防除

8回

豊作ｻｰﾋﾞｽ

約70ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 ベビーリーフ 1パック 広島 寺岡有機農場
有機 生椎茸（菌床）１パック 岐阜 太洋社
有機 バナナ

約300g

エクアドル

プリエイト農園

千秋 1個(豊作ｻｰﾋﾞｽ) 青森 ナチュラル農究
防除 23回
※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・有機ｻﾗﾀﾞ菊菜又は有機菊
※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。
菜・有機南瓜1/2個・（有機ﾊﾟﾌﾟﾘｶ1個：豊作ｻｰﾋﾞｽ）
※セット変更のお知らせ：有機ｻﾗﾀﾞ菊菜（傷みが見られたため数量が揃いませんでした。）有機青葱・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜（気温の低下により生育に遅れが見
られます。）有機ﾚﾀｽ（気温の低下により生育に遅れが見られます。また畑で黄変も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：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）：有機ｻﾗﾀﾞ菊菜（一部）⇒有
機菊菜 ●いきいきｾｯﾄ：有機青葱約100ｇ⇒有機白菜1/4個 有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜⇒有機小松菜 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機ﾚﾀｽ⇒有機きゅうり3本
◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、ハイネリー丸型：石けんを練り状に加工して、汚れと混ざりやすくし、汚れを包んで洗い流す「包含洗浄法」を採用。頑固なお鍋の
コゲ・ステンレスのシンク・ガスレンジの油汚れ・ガラストップコンロ・IHコンロ・お風呂の黒カビ・食器の茶シブ・自転車のサビなどあらゆる汚れをやっつ
けます。年末の大掃除にぜひ一度お試しください。（ｶﾀﾛｸﾞ248号 裏表紙「お掃除ｱｲﾃﾑ」のご紹介 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．247 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,759/税込￥2,980

フルーティーセット【9997】

11/14～11/18

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
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】
本体価格\2,759/税込￥2,980

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

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
本体価格\2,306/税込￥2,490

柚子2個

[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）

カタログＮＯ．248 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,759/税込￥2,980

フルーティーセット【9997】

11/21～11/25

有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機菊菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・有機玉葱約700ｇ・有機じゃが芋約600ｇ・
有機れんこん約200ｇ
有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機菊菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・ぐんま名月2個・有機みかん約700ｇ

本体価格\2,759/税込￥2,980

いきいきセット【9998】
本体価格\2,759/税込￥2,980

有機玉葱約400ｇ・有機さつま芋約400ｇ・有機大根1本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・ふじ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・有機里芋約300ｇ・有機れんこん約200ｇ・有機白葱約300ｇ・有機小松菜・有機水菜・有機南瓜1/4個・有機ｸ
本体価格\2,306/税込￥2,490

ﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機みかん約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機菊菜・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約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
有機ごぼう：生産者の東原さんは、微生物の力を活かした農業が出来ないかと試行錯誤されていた時、化学肥料や農薬に頼らず、微生物の力を引き
出すことでおいしい野菜が栽培できることを知り、有機栽培を始めました。ごぼうの深みある香りと旨みは皮の部分に多いので、包丁でざっとこそげ落と
す程度で調理するのがおすすめです。

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（

）

