
雉始雊
（きじはじめてなく）

【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]
・有機キャベツ：寒波の影響で生育に遅れが見られます。
・ひらたけ：出荷検品時に品質不良が見られたため少量・欠品となりました。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

[日配・加工品]
・欠品はございません。

＜ご案内＞

転換期間
中有機 玉葱          約500ｇ 北海道 きたみらい農業協同組合 有機 人参          約400ｇ 岡山 吉備路オーガニックワーク

有機 里芋          約400ｇ 福岡 オーガニックパパ 有機 大根　　　　　　　1本 滋賀 垣見農園 　

有機 長芋          約200ｇ 青森 みちのく有機生産組合 有機 小かぶ(葉切り)約400ｇ 滋賀 垣見農園

有機 青葱　　　　 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 小かぶ            １束 大分 さんさん農園 有機 トマト(S)　　 　   2個 熊本 肥後あゆみの会

有機 サニーレタス    １個 宮崎 綾町農業協同組合 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 小松菜            １束 奈良 山口農園 有機 キウイフルーツ　2個 山梨 フルーツグロアー澤登

有機 生姜          約100ｇ 長崎 夢有民農場 平飼い卵　　  　 6個 山梨 黒富士農場

有機 青葱　　　　 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み 有機 じゃが芋     約300ｇ 北海道 富良野 百・我

有機 小かぶ            １束 大分 さんさん農園 有機 さつま芋     約300ｇ 宮崎 かごしま有機生産組合

有機 サニーレタス    １個 宮崎 綾町農業協同組合 有機 青葱　　　　 約100ｇ 高知 大地と自然の恵み

有機 小松菜            １束 奈良 山口農園 有機 大根　　           １本 滋賀 垣見農園

有機 生姜          約100ｇ 長崎 夢有民農場 有機 ミニ白菜          １個 熊本 モエ・アグリファーム

有機 キウイフルーツ　3個 山梨 フルーツグロアー澤登 有機 ほうれん草　　　１束 熊本 吉水農園

ふじ　　　　　　　 1個 山形 猪野惣一さん 防除　　18回 有機 小松菜            １束 奈良 山口農園

有機 はっさく       約600ｇ 和歌山 福田英友己さん 有機 いんげん       約50ｇ 鹿児島 池田農園

ふじ　　　　　　　1個 山形 猪野惣一さん 防除　　18回

◇おすすめコーナー◇

☆次週以降の野菜セット予想メニュー☆

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・有機小かぶ・有機ｻﾆｰﾚﾀｽ・有機小松菜・有機生姜約
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。

※セット変更のお知らせ：有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ（寒波の影響で生育に遅れがでており、また葉に傷みが見られるため出荷量が減少しております。）有機ほうれ
ん草・有機ﾆﾗ・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機水菜（寒波の影響で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）：有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ⇒有機ｻﾆｰﾚ
ﾀｽ ●いきいきｾｯﾄ：有機ほうれん草⇒有機ﾄﾏﾄ(S)3個 有機ﾆﾗ約100ｇ⇒有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜⇒有機小かぶ(葉切り)約400ｇ ●ゆうきだいすきｾｯ
ﾄ：有機水菜⇒有機小松菜

　今週のおすすめは、昔ながらのすっぱい『有機梅干し（徳用袋）』 クエン酸・リンゴ酸等の有機酸をはじめ、カルシウム・リン・鉄分が非常に豊富に含
まれています。毎日の健康維持にお役立てください。（ｶﾀﾛｸﾞ305号 P2「大根活用術 1本使い切りﾚｿﾋﾟ」 お買い得価格でご案内しております。 ）

☆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]

・・・　今週の配布物　・・・
・ｶﾀﾛｸﾞ305号 ・bioweekly303 ・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 ・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】はじめ
てのアーユルヴェーダ～基本のｽﾊﾟｲｽ７種類を
使った有機野菜のお惣菜

・おもちゃ箱 ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝ企画 ・ﾌﾟﾛｽﾍﾟﾘﾃｨ 国産か
りかり梅しそｾｰﾙ他 ・ﾘﾏﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾍｱｰﾄ
ﾆｯｸ他 ・ｿﾈｯﾄ 洗濯洗剤、食器用洗剤・ｱｰｸ＆ｴ
ｺ ｱｳﾛのお掃除特集他 ・ｸｱﾝﾄﾊﾞｽﾀ 木の実の
洗剤他 ・ｴｺﾜﾝ 厳選防災ｸﾞｯｽﾞ特集・ｾﾞﾝｹﾝ 安
心・安全な暖房機 ・ﾊｰﾄ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾀｵﾙ他

◎「今週、お届けのカタログ305号の見どころ
は・・・」Happy Valemtine's Day 今週だけのとっ
ておき！商品をご案内します。(^^♪（裏表紙）

　

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17日（火） 雉が鳴き始める頃。雄が雌への求愛のしるしとして「ケーンケーン」と甲高い声で鳴きま
す。足の裏で震動を敏感に察知することができ、数秒早く地震を知らせることができます。



[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）

[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機白菜1/2個・有機菜の花・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ｸﾚｿﾝ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）

◇「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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※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。

　有機いちご：京都府八幡市に広がる「かみかわ農園」の畑。肥料は山城地域の竹をチップ状にしたものや、おからや米ぬか油粕など植物性にこだ
わっています。いちごは病気や虫の発生が多く有機栽培ではとても栽培が難しいと言われている果物。それでも安心できるものをお届けしたいという想
いで手間暇かけて丁寧に栽培されています。

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。

いきいきセット【9998】 有機人参約400ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機九条葱約150ｇ・有機白菜1/2個・有機ほうれん草・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　

ゆうきだいすきセット【9994】有機じゃが芋約300ｇ・有機里芋約300ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機大根1本・有機白菜1/4個・有機小松菜・有機水菜・えのき
約100ｇ・有機ﾎﾟﾝｶﾝ約300ｇ本体価格\2,306/税込￥2,490　

カタログＮＯ．305　お届け期間　　1/30～2/3

多菜セット【9996】 有機白菜1/2個・有機菜の花・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機生椎茸（菌床）1ﾊﾟｯｸ・有機玉葱約500ｇ・有機人参約
600ｇ・有機長芋約200ｇ本体価格\2,759/税込￥2,980　

フルーティーセット【9997】 有機白菜1/2個・有機菜の花・有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ・有機生椎茸（菌床）1ﾊﾟｯｸ・有機ﾊﾞﾅﾅ約500ｇ・王林2個・有機甘
夏1個本体価格\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　

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　

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　

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　


