
土脉潤起
（つちのしょううるおいおこる）

【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]
・有機葉切り小かぶ：出荷検品時に傷みが見られたため少量・欠品となりました。
・有機ミニ白菜：とう立ちしたものが多くなってきたため今季まもなく終了となります。
・有機伊予柑：出荷選別時に傷みが多くなったため今季まもなく終了となります。
・有機キンカン：気温の低下により色づきに遅れが見られます。

＜ﾒｰｶｰからのご案内＞

[日配・加工品]
・ﾋﾟｯﾂｧ マルゲリータ：メーカー製造遅れのため欠品となりました。
・有機鍋スープしお味：季節商品につき、今期製造分終了のため欠品となりました。
・有機百姓もち（玄米・白・よもぎ・黒豆）：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。 ＜ご案内＞
・ﾌﾟﾁﾋﾞｽｹｯﾄ レモン：メーカー終売のため、在庫終了となり欠品となりました。
・ナチュラルチョコレート（抹茶）：季節商品につき、在庫がなくなり今季終了となりました。

有機 じゃが芋     約500ｇ 鹿児島 かごしま有機生産組合 有機 人参 　　　　約300ｇ 岡山 吉備路オーガニックワーク

有機 長芋          約200ｇ 青森 みちのく有機共同農場 有機 ブロッコリー　　 １個 和歌山 紀ノ川農業協同組合

有機 ごぼう        約200ｇ 青森 あおもり南部有機生産組合 有機 ほうれん草　　　１束 和歌山 ビオランド紀の川 　

有機 大根　　　　　 　 1本 滋賀 垣見農園 有機 小松菜            １束 和歌山 ビオランド紀の川

有機 ブロッコリー　　 １個 和歌山 紀ノ川農業協同組合 有機 いんげん　　　約80ｇ 鹿児島 池田農園

有機 ほうれん草　　　１束 和歌山 ビオランド・ビオランド紀の川 有機 きくらげ　　　 約40ｇ 岡山 浅野産業

有機 ベビーリーフ又はクレソン1パック
又はルッコラ約50ｇ

広島・宮崎
島根

寺岡有機農場・甦る大地の会
赤江・オーガニックファーム 有機 パール柑　　約500ｇ 熊本 肥後あゆみの会

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 大根　　　　　 　 1本 滋賀 垣見農園 有機 ごぼう        約200ｇ 岩手 みちのく有機生産組合

有機 ブロッコリー　　 １個 和歌山 紀ノ川農業協同組合 有機 れんこん　　約200ｇ 熊本 福島正明さん

有機 ほうれん草　　　１束 和歌山 ビオランド・ビオランド紀の川 有機 青葱　　　　 約100ｇ 和歌山 ビオランド

有機 ベビーリーフ又はクレソン1パック
又はルッコラ約50ｇ

広島・宮崎
島根

寺岡有機農場・甦る大地の会
赤江・オーガニックファーム 有機 大根　　　　　 1/2本 滋賀 垣見農園

えのき　　　 約100ｇ 長野 夜間瀬ASS 有機 ブロッコリー　　 １個 和歌山 紀ノ川農業協同組合

有機 バナナ　　　 約300ｇ エクアドル セリアマリア農園 有機 小松菜            １束 和歌山 ビオランド紀の川

有機 不知火　　　約500ｇ 広島 中原観光農園 有機 菊菜                1束 鹿児島 かごしま有機生産組合

有機 はるか　　　 約400ｇ 広島 中原観光農園 有機 クレソン　　　1パック 宮崎 甦る大地の会

有機 パール柑　　約500ｇ 熊本 肥後あゆみの会

◇おすすめコーナー◇

☆本日の野菜セットメニュー☆

　

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

2月23日（木） 冷たい雪が暖かい春の雨に代わり、大地に潤いをあたえる頃。寒さもゆるみ、眠っていた
動物も目覚めます。

・・・　今週の配布物　・・・

・DIONY WINE 新ｼﾘｰｽﾞ登場・ﾗｲﾌﾞｺｯﾄﾝ 快適天
然素材衣料 ・こだわり職人の逸品 HARIOｶﾞﾗｽ
食器類他

◎「今週、お届けのカタログ310号の見どころ
は・・・」  春の感謝祭 第２週 日頃の感謝の気
持ちを込めて 感謝祭を開催します！ 各ﾍﾟｰｼﾞ
にお買い得商品をたくさんご案内。この機会に
ぜひご利用ください。(^^♪

・ｶﾀﾛｸﾞ310号 ・bioweekly308 ・お届け情報（本
紙） ・ご注文用紙 ・日配品ご注文表 ・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 ※毎週お届け登録サービス商品(納豆)
の価格改定のお知らせ

●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）：有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ1ﾊﾟｯｸ（一部）
⇒有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ又は有機ｸﾚｿﾝ1ﾊﾟｯｸ ●いきいきｾｯﾄ：有機はっさく約500ｇ⇒有機ﾊﾟｰﾙ柑約500ｇ ●ゆうきだいすきｾｯﾄ：有機水菜⇒有機菊菜 有機
はっさく約500ｇ⇒有機ﾊﾟｰﾙ柑約500ｇ

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。

有機大根1本・有機ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・有機ほうれん草・有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ又は有機ｸﾚｿ
ﾝ1ﾊﾟｯｸ又は有機ﾙｯｺﾗ約50ｇ・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。

※セット変更のお知らせ：有機ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ（出荷検品時に傷みが見られたため数量が揃いませんでした。）有機はっさく（出荷選別時に傷みがみられるた
め出荷量が減少しております。）有機水菜（寒波の影響による葉の傷みと生育の遅れのため出荷量が減少しております。）

　今週のおすすめは、ボイルほたて貝（ベビーホタテ）：北海道で水揚げされたホタテをボイルしてすぐに急速冷凍しました。アスパラやブロッコリーとパ
スタに絡めたり炊き込みご飯、シチューなどにおすすめです。（ｶﾀﾛｸﾞ310号 P3 「ｽﾀｯﾌの推しｱｲﾃﾑ！」ご紹介 お買い得価格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☆



[多菜・フルーティーセット共通品目]　有機紅くるり・有機小松菜・有機いんげん約50ｇ・有機葉にんにく・有機きくらげ約40ｇ
（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・有機ほうれん草・有機水菜・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（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

カタログＮＯ．309　お届け期間　　2/27～3/3

多菜セット【9996】 有機紅くるり・有機小松菜・有機いんげん約50ｇ・有機葉にんにく・有機きくらげ約40ｇ・有機人参約400ｇ・有機長芋約200ｇ・
有機れんこん約200ｇ本体価格\2,759/税込￥2,980　

フルーティーセット【9997】
有機紅くるり・有機小松菜・有機いんげん約50ｇ・有機葉にんにく・有機きくらげ約40ｇ・ふじ2個・有機甘夏約800ｇ

本体価格\2,759/税込￥2,980　

いきいきセット【9998】 有機じゃが芋約400ｇ・有機れんこん約200ｇ・有機青葱約100ｇ・有機大根1/2本・有機小松菜・有機水菜・有機ﾊﾞﾅﾅ約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・有機じゃが芋約300ｇ・有機ﾘｰﾌﾚﾀｽ又は有機菊菜・有機ほうれん草・有機小松菜・有機ﾋﾟｰﾏﾝ約80ｇ・有機
いんげん約50ｇ・有機生椎茸(菌床)1ﾊﾟｯｸ・有機ﾈｰﾌﾞﾙ約500ｇ本体価格\2,306/税込￥2,490　

カタログＮＯ．310　お届け期間　　3/6～3/10

多菜セット【9996】 有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機水菜・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
500ｇ・有機新じゃが芋約500ｇ本体価格\2,759/税込￥2,980　

フルーティーセット【9997】 有機青葱約100ｇ・有機ほうれん草・有機水菜・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300ｇ・有機ﾊﾟｰﾙ柑1
個・有機不知火約500ｇ本体価格\2,759/税込￥2,980　

いきいきセット【9998】 有機人参約300ｇ・有機ごぼう約200ｇ・有機紅くるり・有機ほうれん草・有機いんげん約70ｇ・えのき約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・有機長芋約200ｇ・有機紅くるり・有機ほうれん草・有機水菜・有機菜の花又は有機ﾁﾝｹﾞﾝ菜・有機塩ﾐﾆﾄﾏﾄ
約80ｇ・えのき約100ｇ・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。

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。

　有機セロリ：英彦山の清流と緑豊かな山々に囲まれた、福岡県赤村にある鳥越農園。 副代表、鳥越耕輔さんは30代の農業後継者です。 「農業は
カッコいい仕事なんだ。」と感じて以来、 魅力ある仕事として農業が社会に広がっていくことをめざし栽培とともに仲間作りを続けています。  「新鮮で安
全な野菜を食べていただこう」と真心込めて育てた有機セロリは、甘みとコクがあり、やわらかい。「味と香りが違う！」と好評です。 サラダやスープ・炒
め物など幅広いお料理にどうぞ。


