
有機 たまねぎ　約700g 北海道 渡辺農場 　 有機 白ねぎ　約300g 長野 高坂農園 　

有機 じゃが芋　約600g 北海道 一心生産組合  有機 白菜　　　　1/4個 長野 塩尻有機研究会 変更

有機 ごぼう　 　 約200g 岩手 みちのく有機共同組合 　 有機 大根　　　　1/2個 長野 塩尻有機研究会 　

有機 大根　　　　1/2本 長野 塩尻有機研究会  有機 リーフレタス　1個 長野 高坂農園 　

有機 サニーレタス　1個 大坂 原田ファーム 　 有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド紀の川 変更

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド紀の川 　 有機 クレソン　1パック 宮崎 甦る大地の会 　

有機 サラダ菊菜　1束 島根 やさか共同農場 　 紅玉　　　　　２個 青森 ナチュラル農業研究会 (防除23回)

有機 南瓜　    　1/2個 北海道 ソラナファーム  　 平飼い卵　  6個 山梨 黒富士農場 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

有機 大根　　　　1/2本 長野 塩尻有機研究会  有機 たまねぎ　約300g 北海道 渡辺農場 　

有機 サニーレタス　1個 大坂 原田ファーム 　 有機 ごぼう　 　 約200g 岩手 みちのく有機共同組合 　

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド紀の川 　 有機 白菜　　　　1/4個 長野 塩尻有機研究会 　

有機 サラダ菊菜　1束 島根 やさか共同農場 有機 きゅうり　　　　2本 熊本 肥後あゆみの会 変更

有機 南瓜　    　1/2個 北海道 ソラナファーム  有機 ほうれん草　　１束 島根 やさか共同農場 　

有機 バナナ　　約500g エクアドル プリエイト農園 　 有機 生姜　　　約 70g 高知 大地と自然の恵み 　

　 富有柿　 約900g 奈良 王隠堂農園 (防除8回) 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 岡山 浅野産業 　

　 　 　 　 　 有機 バナナ　　約300g エクアドル プリエイト農園 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

有機 大根　　　　1/2本 長野 塩尻有機研究会  

有機 サニーレタス　1個 大坂 原田ファーム 　

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド紀の川 　

有機 サラダ菊菜　1束 島根 やさか共同農場

有機 南瓜　    　1/2個 北海道 ソラナファーム  

　 　 　 　 　

有機野菜の宅配 ビオ・マルシェ

お届け情報

株式会社ﾋﾞｵ・マーケット
TEL:0120-66-1183
FAX:092-611-5462

http://www.biomarche.jp

11月8日(火）
【本日の野菜・加工品欠品情報】
・有機ブロッコリー ⇒　９月の雨で各産地とも植え付けが遅れたため現在出荷数が
少ない状況です。
・有機ルッコラ ⇒　気温の低下により生育に遅れが見られます。入荷状況により少
量・欠品となります。
・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状況です。　入荷状況により少量・欠品となります。
・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。
・有機青葱 ⇒　気温の低下により生育に遅れが見られます。
・有機チンゲン菜 ⇒　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。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ　248号（D）
・お届け情報（本紙）
・ご注文用紙　248ｗ
・bioweekly　　246ｗ
・アールエッチエス　ハーレ
・リマナチュラル　　化粧品
・プロスペリティ　　 食品
・アーク＆エコ　　  ナイアード
・エコワン　　　  　  雑貨
・ミトク食品　　　  　オートミール
・安間産業　　　　　ほっといてシリーズ
・マスダ　　　　     　ワイン
・アムリターラ　　  　コスメ・アプリメント
・日本オリーブ　　　オリーブオイル

・・・　本日の野菜セット　・・・
多菜セット いきいきセット

フルーティーセット ゆうきだいすきセット

　基本野菜　セット  
※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。
※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。

【本日の野菜セット変更】
・有機青葱100ｇ前後　⇒　有機白菜1/4個 (気温の低下により、生育が遅れているため。)
・有機チンゲン菜1袋　⇒　有機小松菜　（気温の低下により、生育が遅れているため。）
・有機レタス1個　⇒　有機きゅうり2本　（気温の低下により、生育が遅れているため。また、畑で黄変がみられるため。）



●●●野菜セット予想メニュー●●●
カタログＮＯ．247ｗお届け期間　11/14～11/18

多菜セット 有機にんじん約400g　・　有機さつま芋約400g　・　有機里芋約400g　・　有機小かぶ１束　・　有機
レタス１個　・　有機ニラ100g　・　有機チンゲン菜1束　・　有機きくらげ40g【9996】\2,980（冷蔵）

フルーティーセット 有機小かぶ1束　・　有機レタス1個　・　有機ニラ100g　・　有機チンゲン菜1束　・　有機きくらげ40g
・　ふじ2個　・　有機みかん約600g【9997】\2,980（冷蔵）

基本野菜
有機小かぶ1束　・　有機レタス1個　・　有機ニラ100g　・　有機チンゲン菜1束　・　有機きくらげ40g

　

いきいきセット 有機じゃが芋約500g　・　有機レタス1個　・　有機ほうれん草1束　・　有機小松菜1束　・　有機サラ
ダ菊菜1束　・　有機南瓜1/4個　・　ぐんま名月1個　・　平飼い卵6個【9998】\2,980（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機じゃが芋約300g　・　有機大根1/2本　・　有機リーフレタス1個　・　有機ほうれん草1束　・　有
機小松菜1束　・　有機菊菜1束　・　えのき100g　・　ふじ1個　・　有機柚子2個【9994】\2,490（冷蔵）

カタログＮＯ．248ｗお届け期間　11/21～11/25
多菜セット 有機たまねぎ約700g　・　有機じゃが芋約600g　・　有機れんこん約200g　・　有機青葱　・　有機大

根　・　有機キャベツ　・　有機ほうれん草　・　有機菊菜【9996】\2,980（冷蔵）

フルーティーセット 有機青葱　・　有機大根　・　有機キャベツ　・　有機ほうれん草　・　有機菊菜　・　ぐんま名月（りん
ご）（防除18回）２個　・　有機みかん約700g【9997】\2,980（冷蔵）

基本野菜
有機青葱　・　有機大根　・　有機キャベツ　・　有機ほうれん草　・　有機菊菜

　

いきいきセット 有機たまねぎ約400g　・　有機さつま芋約400g　・　有機大根　・　有機キャベツ1/2　・　有機サ
ニーレタス　・　有機チンゲン菜　・　ふじ(防除18回）1個　・　平飼い卵6個【9998】\2,980（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機たまねぎ約300g　・　有機里芋約300g　・　有機れんこん　・　有機白ねぎ　・　有機小松菜　・
有機水菜　・　有機南瓜1/4　・　有機クレソン　・　有機みかん約300g【9994】\2,490（冷蔵）

※天候や畑の状況で変更する事があります。ご注文前にセットメニューを確認されたい時は、お手数ですが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。

福岡地区 BIO WEEKLY
(2022.11/7〜11/11のお届け情報)

◆年末・お正月カタログ（№281）について
　　掲載商品は、12月29日（木）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）
　　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、先週配布の年末・お正月カタログ冊子（No.281）は保存版です。
    尚、通常よりも締め切りが早くなっておりますので併せてご注意ください。
　　【締め切り】注文書回収：12月1日（木）、インターネット注文：12月2日（金）13時
　　尚、上記以外のお電話やFAXなどでのご注文は最終12月2日（金）まで承っております。
 

◆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。


