
芹乃栄    　　　（せ
りすなわちさかう）

＜ごあいさつ＞

【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]
・有機サニーレタス：運送便の遅延のため少量・欠品となりました。
・有機菜の花：寒波の影響で生育に遅れが見られます。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

[日配・加工品] ＜ご案内＞
・有機百姓もち（甘えび）：数量限定品につき、予定より早く完売となりました。

有機 玉葱　　　　 約600ｇ 北海道 きたみらい農業協同組合 有機 じゃが芋 　　約300ｇ 北海道 ちいむれグロリア農園

有機 じゃが芋 　　約700ｇ 北海道 一心生産組合 有機 長芋          約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合

有機 ごぼう        約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合 有機 青葱　　　　 約100ｇ 和歌山 ビオランド 　

有機 小かぶ(葉切り)約400ｇ 滋賀 垣見農園 有機 ブロッコリー　　 １個 宮崎 綾町農業協同組合

有機 ミニ白菜　　　　 1個 鹿児島 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 ほうれん草　　　１束 熊本 吉水農園 えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS

有機 トマト(M)　　　 　 2個 熊本 肥後あゆみの会 有機 はっさく　　　　　２個 和歌山 福田英友己さん

えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS 平飼い卵　　  　 6個 山梨 黒富士農場

有機 トマト(S)　　　 　 2個 熊本 肥後あゆみの会 豊作サービス

有機 小かぶ(葉切り)約400ｇ 滋賀 垣見農園 有機 玉葱　　　　 約300ｇ 北海道 きたみらい農業協同組合

有機 ミニ白菜　　　　 1個 鹿児島 かごしま有機生産組合 有機 人参 　　　　約300ｇ 熊本 吉水農園

有機 ほうれん草　　　１束 熊本 吉水農園 有機 里芋　　　　 約300ｇ 宮崎 霧島オーガニック

有機 トマト(M)　　　 　 2個 熊本 肥後あゆみの会 有機 九条葱　　　約150ｇ 京都 長澤有機農業塾

えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS 有機 ブロッコリー　　 １個 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 バナナ　　　 約500g エクアドル プリエイト農園 有機 セロリ　　　　1パック 大分 さんさん農園

ふじ　　　　　　　1個 山形 狩野惣一さん 防除　　18回 有機 生姜　　　　　 約70ｇ 高知 大地と自然の恵み
転換期
間
中有機

スイートスプリング約500ｇ 熊本 肥後あゆみの会 有機 生椎茸（菌床）1ﾊﾟｯｸ 岐阜 ハルカインターナショナル

有機 バナナ　　　 約300g エクアドル プリエイト農園

◇おすすめコーナー◇

●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）：有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜⇒有機小か
ぶ(葉切り)約400ｇ 有機ミニトマト約100ｇ⇒有機トマト（M）2個 ○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：有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜⇒有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯ
ｸ

　今週のおすすめは、プロボローネ・チーズ（ﾋﾟｯｺﾛ：お試しｻｲｽﾞ）：奥出雲の牛の良質な生乳から作った身体に優しい手作りチーズです。じっくりと燻製
していますが、くせのないミルキーな味わいが楽しめます。もちもちとした食感で、熱をかけるととろけて風味がアップするのでピザやグラタンにもおす
すめです。（ｶﾀﾛｸﾞ304号 P2 「節分ﾚｼﾋﾟ」ご紹介 お買い得価格でご案内しております。 ）

※セット変更のお知らせ：有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜（寒波の影響で生育に遅れが見られます。）有機ミニトマト（寒波の影響で色づきに遅れがでております。）

☆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。

有機小かぶ(葉切り)約400ｇ・有機ﾐﾆ白菜・有機ほうれん草・有機ﾄﾏ（M)2
個・えのき約100ｇ

※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。

・・・　今週の配布物　・・・

　

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

1月10日（火） 芹が生え始める頃。芹は春の七草のひとつで、冷たい水辺で育ちます。一箇所から競り
合って生えていることから、芹（セリ）という名前になりました。

・ｱｰｸ＆ｴｺ 2022年の朝摘みばら水他 ・ｴｺﾜﾝ ｴ
ｺなｸﾘｰﾝｱｲﾃﾑ特集

・ｶﾀﾛｸﾞ304号 ・bioweekly302 ・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 ・5%OFF 毎週お届け登録ｻｰﾋﾞｽご
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 ・かんたんみそｾｯ
ﾄご注文表 ・一から手づくり味噌ﾉｰﾄ ◇【ｵﾝﾗｲﾝ
講座】ｷﾑﾁ作り教室

◎「今週、お届けのカタログ304号の見どころ
は・・・」 おすすめの一品！ ﾋﾞｵ･ﾏﾙｼｪのお総菜
をお買い得価格でご案内します。(裏表紙）と期
間限 旬の果物めじろおし 初出荷の有機キンカ
ン この時期におすすめです。

　あけましておめでとうございます。旧年中は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございました。本年も
皆様のオーガニックな暮らしに寄り添えるよう努めて参ります。よろしくお願い申し上げます。



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機青葱約100ｇ・有機小かぶ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機生姜約100ｇ
（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]　有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機いんげん約80ｇ
（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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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。

　有機九条葱：九条葱は、柔らかく、風味、甘みが格別の青葱。なかでも、秋から冬にかけて盛りを迎えたものは内部に独特のぬめりがあり、より美味
しいといわれています。肥料・堆肥など土づくりにこだわった、生態系豊かな「生きた土」のもと丹精込めて育てた長澤農園さんの有機九条葱をどうぞ。

ゆうきだいすきセット【9994】有機玉葱約300ｇ・有機人参約300ｇ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機ｾﾛﾘ1ﾊﾟｯｸ・有機ほうれん草・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約80ｇ・有機にんにく約50ｇ・
有機きくらげ約40ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約300ｇ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。

フルーティーセット【9997】
有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機いんげん約80ｇ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・有機ﾎﾟﾝｶﾝ約800ｇ

本体価格\2,759/税込￥2,980　

いきいきセット【9998】 有機さつま芋約300ｇ・有機里芋約300ｇ・有機紅くるり・有機水菜・有機菜の花・有機ﾐﾆﾄﾏﾄ約100ｇ・ふじ1個・平飼い卵6個ﾊﾟｯ
ｸ本体価格\2,759/税込￥2,980　

カタログＮＯ．304　お届け期間　　1/23～1/27

多菜セット【9996】 有機大根1/2本・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機水菜・有機いんげん約80ｇ・有機人参約500ｇ・有機じゃが芋約500
ｇ・有機さつま芋約500ｇ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・有機さつま芋約300ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1本・有機ﾐﾆ白菜・有機ほうれん草・有機水菜・有機
いんげん約50ｇ・ふじ1個本体価格\2,306/税込￥2,490　

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機小かぶ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機生姜約100ｇ・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ3個・ふじ1個・有機はっさく約
600ｇ本体価格\2,759/税込￥2,980　

いきいきセット【9998】 有機人参約400ｇ・有機大根1本・有機白菜1/2個・有機ほうれん草・有機ﾆﾗ約100ｇ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ｷｳｲﾌﾙｰﾂ2個・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．303　お届け期間　　1/16～1/20

多菜セット【9996】 有機青葱約100ｇ・有機小かぶ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ・有機小松菜・有機生姜約100ｇ・有機玉葱約500ｇ・有機里芋約400ｇ・有機長
芋約200ｇ本体価格\2,759/税込￥2,980　


