
有機 赤たまねぎ　約500g 北海道 野澤伸行 　 有機 じゃが芋　約400g 北海道 児玉修一 　

有機 にんじん 約600g 和歌山 井上農園 　 有機 里芋　　　約300g 福岡 オーガニックパパ 変更

有機 ごぼう　 　 約200g 青森 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 　

有機 長芋　　　約200ｇ 青森 みちのく有機共同組合 変更 有機 紅くるり　　　　1本 香川 さぬき有機生産組合 変更

有機 リーフレタス　１個 宮崎  健康農園はぎわら 　 有機 生姜　　　約 70g 長崎 夢有民農場 　

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

有機 水菜　　 　　　1束 和歌山  ビオランド 　 　 王林　　　　　1個 青森 ナチュラル農業研究会 (防除22回)

有機 いんげん 　約50g 鹿児島 池田農園  　 平飼い卵　  6個 山梨 黒富士農場 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

有機 長芋　　　約200ｇ 青森 みちのく有機共同組合 変更 有機 にんじん 約300g 和歌山 井上農園 　

有機 リーフレタス　１個 宮崎  健康農園はぎわら 　 有機 サニーレタス　1個 宮崎 綾町農業協同組合 変更

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド 　 有機 れんこん  約200g 熊本 福島  正明 　

有機 水菜　　 　　　1束 和歌山  ビオランド 　 有機 青葱　　　約100g 島根 ぐりーんはーと 　

有機 いんげん 　約50g 鹿児島 池田農園  有機 ほうれん草　　１束 大坂 原田ファーム 　

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 　

　 ふじ　　　　　２個 山形  猪野　総一 (防除18回) 有機 ベビーリーフ1パック 広島 寺岡有機農場 　

有機 パール柑　　1個 熊本 肥後あゆみの会 　 有機 生椎茸（菌床）１パック 岡山 浅野産業 　

　 　 　 　 　 　 ふじ　　　 　　1個 山形  猪野　総一 (防除18回)

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

有機 長芋　　　約200ｇ 青森 みちのく有機共同組合 変更

有機 リーフレタス　１個 宮崎  健康農園はぎわら 　

有機 小松菜　 　　1束 和歌山  ビオランド 　

有機 水菜　　 　　　1束 和歌山  ビオランド 　

有機 いんげん 　約50g 鹿児島 池田農園  
　 　 　 　 　

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

2月6日(月）
　　　　　　　　　　　【本日の野菜・加工品欠品情報】
・有機大根 ⇒　寒波の影響により大根が凍結したため出荷量が減少しております。
少量・欠品となります。
・有機リーフレタス ⇒　低温のため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。
・有機菜の花 ⇒　低温のため生育に遅れが見られます。 少量・欠品となります。
・有機ミニトマト ⇒　低温のため色づきに遅れが見られます。 少量・欠品となりま
す。
・有機ルッコラ ⇒　低温のため生育に遅れが見られます。 少量・欠品となります。
・有機パクチー ⇒　低温のため生育に遅れが見られます。 少量・欠品となります。
・有機いちご270ｇ ⇒　1番果と2番果の境目の収穫となっているため収穫量が不安
定な状況です。 欠品となります。
・有機むき栗 150g 欠品　メーカー欠品のため 。

・・・　今週の配布物　・・・

・カタログ　308号（D）
・お届け情報（本紙）
・ご注文用紙　308ｗ
・bioweekly　　306ｗ
・ロゴナ
・ベビー
・ナトラケア
・みそノート：B4サイズ
・RHS　　　　　　　ロータスホワイト
・おもちゃ箱　　　ソネット

・・・　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】
・有機九条葱150ｇ前後　⇒　有機長芋　（寒さにより生育が遅れているため。）
・有機さつま芋300ｇ前後　⇒　有機里芋300ｇ前後　（傷みがみられるため。）
・有機大根1本　⇒　有機紅くるり1本　（寒さによる凍結で収穫ができないため。）
・有機さつま芋300ｇ前後　⇒　有機サニーレタス1個　（傷みがみられるため。）



●●●野菜セット予想メニュー●●●
カタログＮＯ．307ｗお届け期間　2/13～2/17

多菜セット 有機たまねぎ約500g　・　有機にんじん約600g　・　有機じゃが芋約600g　・　有機れんこん　・　有
機青葱　・　有機セロリ　・　有機ほうれん草　・　有機塩ミニトマト【9996】\2,980（冷蔵）

フルーティーセット 有機れんこん　・　有機青葱　・　有機セロリ　・　有機ほうれん草　・　有機塩ミニトマト　・　ふじ２個
・　有機はっさく約1㎏【9997】\2,980（冷蔵）

基本野菜
有機れんこん　・　有機青葱　・　有機セロリ　・　有機ほうれん草　・　有機塩ミニトマト

　

いきいきセット 有機長芋　・　有機青葱　・　有機サニーレタス　・　有機ほうれん草　・　有機水菜　・　しめじ　・
有機甘夏１個　・　平飼い卵6個【9998】\2,980（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機にんじん約300g　・　有機長芋　・　有機紅くるり　・　有機ほうれん草　・　有機ターサイ　・　有
機塩ミニトマト　・　有機いんげん　・　有機生姜　・　有機バナナ約300g【9994】\2,490（冷蔵）

カタログＮＯ．308ｗお届け期間　2/20～2/24
多菜セット 有機じゃが芋約500g　・　有機長芋約200g　・　有機ごぼう約200g　・　有機大根　・　有機ブロッコ

リー　・　有機ほうれん草　・　有機ベビーリーフ　・　えのき【9996】\2,980（冷蔵）

フルーティーセット 有機大根　・　有機ブロッコリー　・　有機ほうれん草　・　有機ベビーリーフ　・　えのき　・　有機バ
ナナ約300g　・　有機不知火約500g　・　有機はるか約400g【9997】\2,980（冷蔵）

基本野菜
有機大根　・　有機ブロッコリー　・　有機ほうれん草　・　有機ベビーリーフ　・　えのき

　

いきいきセット 有機にんじん約300g　・　有機ブロッコリー　・　有機ほうれん草　・　有機小松菜　・　有機いんげん
・　有機きくらげ　・　有機はっさく約500g　・　平飼い卵6個【9998】\2,980（冷蔵）

ゆうきだいすきセット 有機ごぼう約200g　・　有機れんこん約200g　・　有機青葱　・　有機大根1/2　・　有機ブロッコリー
・　有機小松菜　・　有機水菜　・　有機クレソン　・　有機はっさく約500g【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。

【ドライカレー】
　ヘルシー簡単 余り野菜でドライカレー♪

【材料】（2人分）

人参1本　・　玉ねぎ1/2~1玉　・　冷凍ブロッコリー(なくても◎)お好み
油小さじ1　・　ひき肉100g　・　水100ml　・　カレー粉大さじ2
★1　ケチャップ　・　大さじ2~3　・　醤油小さじ1　・　顆粒コンソメ大さじ1
☆仕上げ用
塩(仕上げ調整用)少々粉チーズ適量

⓵　根菜や玉ねぎ類は全てみじん切りに。　冷凍ブロッコリーなどがあれば解凍して準備しておく

②　フライパンに油を引き、みじん切りにした野菜を炒める※冷凍野菜を解凍無しで使う場合はここ
で一緒に炒める

③　しんなりしてきたらブロッコリーを入れる(カルフラワーや他の余り野菜でok)

④　次にひき肉を全て入れ、半分焼けたら★1を全ていれる。全体がまんべんなく馴染んだらカレー
粉(大さじ2)と100mlお水を入れて混ぜる

⑤　簡単バターライスは別投稿します。そちらをご覧下さい

※　野菜はみじん切りに出来るだけすることで簡単に仕上がります。


