名古屋地区

11月24日（木）

虹蔵不見
（にじかくれてみえず）

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

曇り空が多くなる頃。陽射しが弱まり、虹を見ることが少なくなります。見ることができても、
夏の空のようなくっきりとした虹ではなく、ぼんやりとすぐに消えてしまいます。

・・・ 今週の配布物 ・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ249・250号(共通ｶﾀﾛｸﾞ) ・bioweekly248 ・
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
[農産品]
ご注文表 ・5%OFF 毎週お届け登録ｻｰﾋﾞｽご注
・有機ビーツ：気温の低下により生育に遅れが見られます。
文表
◇冬ｷﾞﾌﾄおすすめ商品「かごしま森の黒
・どんこ椎茸（原木）：例年よりも気温が高く雨も少なかったため笠が開いて丸くならず規格外のものが
豚ﾐﾙﾌｨｰﾕｽﾃｰｷｾｯﾄ」「有機ばうむﾌﾟﾚｰﾝ＆ｼｮｺ
多くなっております。
ﾗ」ご紹介
[日配・加工品]
・国産 しば漬け：在庫限りの商品でしたが、完売となりました。
＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
・VANAGAビターチョコ：在庫限りの商品でしたが、完売となりました。
・ｵｰｶﾞﾆｯｸの先駆者 ｱﾙﾁｪﾈﾛ 有機ﾊﾟｽﾀ他 ・
DIONY WINE ｸﾘｽﾏｽ・年末年始におすすめﾜｲﾝ
・弓削多有機だしつゆ：メーカーからの入荷が遅れており在庫不足となりました。
他 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙ ﾙｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ他 ・ｽﾊﾟﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨｰﾓ
・ﾃﾙｳﾞｭｽ 有機レモン果汁：メーカーからの入荷が遅れており在庫不足となりました。
・有機干し柿：原料、製造都合で年内入荷分が完売となりました。次回入荷は1月中旬の予定となって ﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾞﾚｰﾄﾞ精油他 ・ｳｨﾙﾏｯｸｽ ｴﾝ
ﾊﾞﾗﾝｽ 鮮度・栄養素保持容器・ｱｰｸ＆ｴｺ ﾗﾝﾄﾞｸ
おります。
ﾘｰﾅｰ他他 ・ﾗｲﾌﾞｺｯﾄﾝ PRISTINE ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｯﾄﾝ
＜ご案内＞
秋＆冬衣料 ・ｾﾞﾝｹﾝ 安心・安全な暖房機 ・ｸｱﾝ
◎「今週、お届けのカタログ249・250号の見どころは・・・」 12/8は有機農業の日 ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪの宅配は ﾄﾊﾞｽﾀ 月の恵み、永く使える「まな板」他・こだ
「創業40周年」を迎えました。特別ｾｰﾙ 有機の畑が見える ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪのｵﾘｼﾞﾅﾙ商品をご案内しま
わり職人の逸品 浅草ｱｰﾄﾌﾞﾗｼ社製品他
す。（P4・P5）と人気商品 合併号特別ｾｰﾙ ぜひこの機会にご利用ください。(^^♪（裏表紙）
【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。

☆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 野澤伸行さん

有機 玉葱

約400ｇ 北海道 ちいむれグロリア農園

有機 じゃが芋

約600ｇ 北海道 オホーツク青空市場

有機 さつま芋

約400ｇ 宮崎 かごしま有機生産組合

有機 れんこん

約200ｇ 熊本 マルハ園芸

有機 大根(小さめ)

有機 青葱

約100ｇ 和歌山 ビオランド

有機

大根(小さめ)

有機 ミニ白菜

1本 滋賀

垣見農園

1個 熊本 モエ・アグリファーム

有機 菊菜

1/2個 宮崎 野口オーガニックファーム も同一内容です。
1束 大阪 原田ふぁーむ

有機 いんげん

約70ｇ 鹿児島 池田農園

有機 パセリ

価格補填

1束 長野 塩尻有機栽培研究会

豊作ｻｰﾋﾞｽ

ふじ

1個 長野 夜間瀬ASS

平飼い卵

6個 山梨

有機 いんげん
有機 パセリ

フルーティーセット[9997]
有機 青葱

約100ｇ 和歌山 ビオランド

有機 大根(小さめ)

1本 滋賀

有機 ミニ白菜

1個 熊本 モエ・アグリファーム

有機 キャベツ
有機 菊菜
ぐんま名月

有機 みかん
有機 いんげん
有機 パセリ

1/2個 宮崎

垣見農園

有機 玉葱
多菜・フルー 有機 里芋
ティーセット
共通項目 有機 れんこん

1束 大阪 原田ふぁーむ

約700g 熊本

防除

1束 長野 塩尻有機栽培研究会

18回

黒富士農場

約70ｇ 鹿児島 池田農園

1束 長野 塩尻有機栽培研究会

価格補填
豊作ｻｰﾋﾞｽ

約300ｇ 北海道 きたみらい農業協同組合
約300ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合
約200ｇ 熊本 マルハ園芸

有機 小かぶ

1束 滋賀 垣見農園

有機 小松菜

1束 和歌山 ビオランド紀の川

18回 有機 水菜

さかもとふるーつ

約70ｇ 鹿児島 池田農園

防除

ゆうきだいすきセット[9994]

[基本野菜セット]
野口オーガニックファーム も同一内容です。

2個 長野 夜間瀬ASS

垣見農園

1/4個 長野 塩尻有機栽培研究会
有機 白菜
多菜・フルー 有機 サニーレタス 1個 長野 塩尻有機栽培研究会
ティーセット
1袋 和歌山 ビオランド
共通項目 有機 チンゲン菜
[基本野菜セット]

有機 キャベツ

1本 滋賀

有機 南瓜

1束 和歌山 ビオランド

1/4個 北海道 ソラナファーム

価格補填

有機 クレソン

1パック 宮崎

甦る大地の会

豊作ｻｰﾋﾞｽ

有機 みかん

約300g 熊本

肥後あゆみの会

シナノスイート1個（防22回）

青森 ナチュラル農究

豊作ｻｰﾋﾞｽ

※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)
有機青葱約100ｇ・有機大根(小さめ)1本・有機ﾐﾆ白菜・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・ ※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。
有機菊菜・(有機いんげん約70ｇ：価格補填・有機ﾊﾟｾﾘ：豊作ｻｰﾋﾞｽ)
※セット変更のお知らせ：有機ﾐﾆﾄﾏﾄ（気温の低下により色づきに遅れがでております。）有機ｷｬﾍﾞﾂ（生育期に雨が少なかったため肥大に遅れがでて
おります。）有機白葱（気温の低下により生育に遅れが見られます。）
●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）：有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ⇒有機ﾐ
ﾆ白菜 ●いきいきｾｯﾄ：有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個⇒有機白菜1/4個 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機白葱約300ｇ⇒有機小かぶ

◇おすすめコーナー◇
今週のおすすめは、「ハーブソーセージ」です。お弁当にもおつまみにもおすすめのノンスモークのソーセージです。鶏肉と豚肉の旨味にバジルとパ
セリの爽やかな風味、チーズのコクがマッチしています。2ｐセットはお買い得です。（ｶﾀﾛｸﾞ249・250号 裏表紙「人気商品 合併号特別ｾｰﾙ」まとめ買い
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．249 お届け期間
多菜セット【9996】
本体価格\2,759/税込￥2,980

11/28～12/2

有機小松菜・有機南瓜1/2個・有機いんげん約50ｇ・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・有機玉葱約600ｇ・有機
じゃが芋約500ｇ・有機さつま芋約500ｇ

フルーティーセット【9997】 有機小松菜・有機南瓜1/2個・有機いんげん約50ｇ・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・王林2
本体価格\2,759/税込￥2,980 個・ふじ1個
いきいきセット【9998】
本体価格\2,759/税込￥2,980

有機人参約300ｇ・有機じゃが芋約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・ﾗ･ﾌﾗﾝｽ1
個・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ

ゆうきだいすきセット【9994】 有機人参約300ｇ・有機さつま芋約300ｇ・有機大根1/2本・有機ﾐﾆ白菜・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ほうれん草・有機菊菜・有機
本体価格\2,306/税込￥2,490

ﾋﾟｰﾏﾝ約100ｇ・有機きくらげ約40ｇ・王林1個

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機小松菜・有機南瓜1/2個・有機いんげん約50ｇ・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）

カタログＮＯ．250 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】

12/5～12/9

有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約150ｇ・有機人参約400ｇ・有機里芋約400ｇ・有
機れんこん約200ｇ
有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約150ｇ・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

有機ごぼう約200ｇ・有機白葱約300ｇ・有機小松菜・有機水菜・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ・えのき約100ｇ・有機みかん約500ｇ・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・有機ごぼう約200ｇ・有機青葱約100ｇ・有機白菜1/4個・有機小松菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機いんげん約70
本体価格\2,306/税込￥2,490

ｇ・有機生姜約70ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ

[多菜・フルーティーセット共通品目] 有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約150ｇ

（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
有機安納芋：鹿児島：かごしま有機生産組合：安納芋は種子島の西之表市・安納地区が発祥の地。とても甘みが強く、ねっとりとした食感が特徴で
す。普通のさつま芋に比べて柔らかくペースト状の肉質。そのため調理するときは蒸すよりも焼くほうがおすすめ。オーブンで30～40ほどじっくりゆっくり
加熱することで、さらに濃厚な甘みを充分に味わうことができます。

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（

）

