
冬枯れ（ふゆがれ）

【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]
・欠品はございません。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞
[日配・加工品] ・配布はございません。
・おでん種ｾｯﾄ：メーカー出荷トラブルで入荷がありませんでした。
・鰹節屋の合わせだし：メーカー在庫が不足しているため欠品となりました。 ＜ご案内＞
・切干大根（惣菜）：運送便遅延のため欠品となりました。

＜お知らせ＞
・有機バナナについて

有機 玉葱　　　　 約600ｇ 北海道 野澤伸行さん 有機 れんこん　　約200ｇ 熊本 福島正明さん

有機 長芋          約200ｇ 青森 みちのく有機共同農場 有機 大根　　　　　　　1本 長崎 吾妻旬菜 　

有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機共同農場 有機 小松菜　　　　　 1束 和歌山 ビオランド

有機 青葱　　　　 約100ｇ 和歌山 ビオランド 有機 ニラ　　　　　約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 白菜　　　　　 1/2個 宮崎 野口オーガニックファーム 有機 菊菜                1束 和歌山 勝谷 進さん

有機 オレンジカリフラワー1個 和歌山 shimobo farm/あゆみ農園 有機 南瓜　　　　　 1/4個 北海道 ソラナファーム

有機 ほうれん草　　　１束 和歌山 ビオランド紀の川 王林　　　　　　　1個 青森 ナチュラル農究 防除　　22回

有機 水菜                1束 島根
赤江・オーガニックファーム
やさか共同農場 平飼い卵　　  　 6個 山梨 黒富士農場

有機 トマト(M)　　　　 ２個 熊本 肥後あゆみの会 豊作ｻｰﾋﾞｽ

有機 青葱　　　　 約100ｇ 和歌山 ビオランド 有機 赤玉葱　　　約500ｇ 北海道 富良野 百・我

有機 白菜　　　　　 1/2個 宮崎 野口オーガニックファーム 有機 人参 　　　　約400ｇ 岡山 吉備路オーガニックワーク 豊作増量

有機 オレンジカリフラワー1個 和歌山 shimobo farm/あゆみ農園 有機 サニーレタス　　1個 兵庫 うずしお

有機 ほうれん草　　　１束 和歌山 ビオランド紀の川 有機 小松菜　　　　　 1束 和歌山 ビオランド

有機 水菜                1束 島根
赤江・オーガニックファーム
やさか共同農場 有機 ニラ　　　　　約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 キウイフルーツ約200ｇ 山梨 フルーツグロアー澤登 量目変更 有機 菊菜                1束 和歌山 勝谷 進さん

有機 バナナ　　　 約300g フィリピン シブランオーガニックファーム 有機 南瓜　　　　　 1/4個 北海道 ソラナファーム

有機 みかん　　　 約700g 和歌山 松弥園 量目変更、価格補填 えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

有機 みかん　　　 約300g 和歌山 松弥園

◇おすすめコーナー◇

・・・　今週の配布物　・・・

 現在お届けしているエクアドルからの原料入荷が遅れているため、一時的に追加産地として、カタロ
グに未掲載のフィリピン産(シブランオーガニックファーム)のバナナをお届けします。勝手申しますがご
確認お願いします。※予約登録でのお届けも産地を変更してお届け致します。

　

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

12月14日（水） 冬になり寒くなって草木の葉が枯れてわびしくなるさまを言います。また、商売でも冬にお
客が少なくなることにも使います。

・ｶﾀﾛｸﾞ253号 ・bioweekly251 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表 ・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  ◇【ｵﾝﾗｲﾝ講座】第4回 冬の養生 四季のお
うち薬膳と養生のおはなし

◎「今週、お届けのカタログ253号の見どころ
は・・・」 手作り逸品で迎える お正月(P2・P3)年
忘れ ごちそうメニュー(Ｐ4・P5)をご紹介します。
と年末年始の準備におすすめ商品をご案内し
ます。(裏表紙)

※セット変更のお知らせ：有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ（気温の低下により生育不良を起こしており出荷量が不安定な状況です。）有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機小かぶ（虫害が
発生しており出荷量が減少しております。）有機いんげん（曇天や雨天が続いたため生育不良を起こしております。）

☆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。

有機青葱約100ｇ・有機白菜1/2個・有機ｵﾚﾝｼﾞｶﾘﾌﾗﾜｰ・有機ほうれん草・
有機水菜

※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。

●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：有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ約400ｇ⇒約200ｇ） 共通項目（基本野菜ｾｯﾄ）：有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
⇒有機ｵﾚﾝｼﾞｶﾘﾌﾗﾜｰ ●いきいきｾｯﾄ：有機いんげん約70ｇ⇒有機菊菜 ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機小かぶ⇒有機ｻﾆｰﾚﾀｽ

　今週のおすすめは、豚ロースしゃぶしゃぶ用：北海道希望農場の放牧豚を使用。広い範囲の料理にお使いいただける豚ロースはきめが細かく適度
に脂肪があり、くせのない風味です。しゃぶしゃぶ用に薄くスライスした季節にぴったりの商品です。（ｶﾀﾛｸﾞ253号 P4 「年忘れ ごちそうﾒﾆｭｰ」 お買い
得価格でご案内しております。 ）



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機大根1本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｵﾚﾝｼﾞｶﾘﾌﾗﾜｰ・有機小松菜・有機南瓜1/4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]　有機青葱約100ｇ・有機白菜1/2個・有機小松菜・有機水菜・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）

[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機里芋約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機南瓜1/4個・有機いんげん約50ｇ
（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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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・有機大根1/2本・有機白菜1/4個・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機小松菜・有機ﾆﾗ約100ｇ・
えのき約100ｇ・有機みかん約300ｇ本体価格\2,306/税込￥2,490　

フルーティーセット【9997】
有機里芋約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機南瓜1/4個・有機いんげん約50ｇ・王林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】 有機人参約300ｇ・有機さつま芋約300ｇ・有機赤かぶ約500ｇ・有機白菜1/4個・有機南瓜1/2個・有機いんげん約70ｇ・有機ﾊﾞ
ﾅﾅ約300ｇ・平飼い卵6個ﾊﾟｯｸ本体価格\2,759/税込￥2,980　

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

カタログＮＯ．252　お届け期間　　12/19～12/23

多菜セット【9996】 有機大根1本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｵﾚﾝｼﾞｶﾘﾌﾗﾜｰ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・有機玉葱約600ｇ・有機人参約500ｇ・
有機さつま芋約500ｇ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本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ｵﾚﾝｼﾞｶﾘﾌﾗﾜｰ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・王林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】 有機人参約400ｇ・有機青葱約100ｇ・有機小かぶ・有機ﾐﾆ白菜・有機ｵﾚﾝｼﾞｶﾘﾌﾗﾜｰ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・ふじ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】有機玉葱約300ｇ・有機さつま芋約300ｇ・有機長芋約200ｇ・有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機水菜・有機いんげん約50
ｇ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・ふじ1個本体価格\2,306/税込￥2,490　

カタログＮＯ．253　お届け期間　　12/26～12/30

多菜セット【9996】 有機青葱約100ｇ・有機白菜1/2個・有機小松菜・有機水菜・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機人参約500ｇ・有機じゃが芋約
600ｇ・有機れんこん約200ｇ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】 有機青葱約100ｇ・有機白菜1/2個・有機小松菜・有機水菜・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ2個・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ・
ふじ2個本体価格\2,759/税込￥2,980　

いきいきセット【9998】 有機安納芋約600ｇ・有機里芋約300ｇ・有機大根1本・有機ｷｬﾍﾞﾂ1/2個・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機水菜・有機みかん約500ｇ・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】有機人参約300ｇ・有機安納芋約600ｇ又は有機金時芋約600ｇ・有機里芋約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機白菜1/4個・有機ｵ
ﾚﾝｼﾞｶﾘﾌﾗﾜｰ・有機小松菜・有機南瓜1/4個・王林1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。

　有機大根：大中農友会の畑は滋賀県・琵琶湖の東部にあります。琵琶湖の内湖を干拓して農地開拓をした地域なので琵琶湖の豊富な水と肥沃な土
地に恵まています。また冬は積雪もあるほど寒さが厳しいのも特徴。この寒さがあるからこそ大根は凍らないように自らの糖度を上げるので甘みのある
大根に育ちます。ぜひご賞味ください。

カタログＮＯ．301　お届け期間　　1/5・1/6 （木・金コース）

多菜セット【9996】 有機里芋約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機南瓜1/4個・有機いんげん約50ｇ・有機玉葱約600ｇ・有機人参約
500ｇ・有機長芋約200ｇ本体価格\2,759/税込￥2,980　


