
・内容量：1kg（大玉2個、中玉3～6個、細長（加熱向け）3～6個、ミニトマト
15～25個）　・福島　※宅配業者：ヤマト運輸
※天候によりお届け時期が変更になる場合があります。
※お届け日の指定はできません。

税込3,456円 （税抜3,200円）
サンシャイントマト

「太陽の光がさんさんとふりそそぐ中、元気に育ったみずみず
しく新鮮なトマト」をイメージして名づけられた福島県浜通り
のブランドトマト。土を使わずに植物に必要な養分を液肥と
して与える「養液栽培」で、ほどよい甘みとクセのない酸味が
特徴です。大玉から色とりどりのミニトマトまで、詰め合わせで
お届けします。生食はもちろん、加熱調理にも。

産直便送料込

税込 4,860円 （税抜4,500円）
・内容量：甘夏2kg、ジューシーフルーツ（河内晩柑）2kg、南津海1kg  ・愛媛・無茶々園  ※宅配業者：佐川急便
（地域によってはゆうパックでお届けする場合があります。）　※天候によりお届け日が変更になる場合があります。

産直便送料込

無茶々園の4月柑橘セット

ご注文と
お届けに
ついて

●ご注文締切：2021年4月19日(月)

●お届け期間：2021年4月24日（土）～4月27日（火）
※ハガキでご注文の場合は2021年4月12日(月)の消印まで有効

ご注文と
お届けに
ついて

●ご注文締切：2021年5月16日(日)

●お届け期間：2021年5月下旬～6月中旬
※ハガキでご注文の場合は2021年5月8日(土)の消印まで有効

ご注文と
お届けに
ついて

●ご注文締切：2021年5月11日(火)

●お届け期間：2021年5月下旬～6月上旬
※ハガキでご注文の場合は2021年5月4日(火)の消印まで有効

恵まれた環境をいかし、
自然のままのおいしさに

愛媛県西予市明浜町は、宇和
海を南に臨み暖かな気候に恵
まれた柑橘の名産地。無茶々園では農薬の使用を最低限に抑えて
いるため、昆虫が果皮に付けた小さな傷などもそのまま、果実も大小
さまざまです。外観が重視される一般流通の柑橘とは異なりますが、
その分、生命力にあふれた柑橘本来の味をお楽しみいただけます。

みずみずしい果実は甘
酸っぱく、かすかにほろ
苦い。昔ながらの柑橘
のおいしさです

カラマンダリンとポンカン
の掛け合わせ。甘く濃厚
な味で、手で外皮をむい
て内皮ごと食べられます。

その名のとおり果汁たっぷり。文
旦系の品種らしい苦味と、さっぱ
りとした爽やかな酸味が人気。

甘夏 南津海（なつみ）ジューシーフルーツ
（河内晩柑）

新発売 む ちゃちゃえん

かわちばんかん

2種をサラダで食べ比べ！目玉焼きの黄身をソースに和風のメニューも◎

北海道の羊蹄山の裾野に位置する留寿都村で農業を営むサン
ファームから、露地もののアスパラガスセットをお届けします。昼夜の寒
暖差が大きいこの土地で育ったアスパラは味に定評があり、2008年
の洞爺湖サミットでは、ファーストレディーの昼食会で供されました。
生命力あふれるおいしさのグリーンアスパラ。育てるのに手間がかか
るため希少で、独特のほろ苦さと上品な甘さが特徴のジューシーなホ
ワイトアスパラ。1本1本手摘みしたものをその日のうちに発送し、ご自
宅にお届けします。初夏の短い期間だけに味わえる、フレッシュな季節
の味をお楽しみください。

２色のアスパラ、旬の味を食べ比べ

産直便送料込 冷 蔵 税込 5,184円 （税抜4,800円）
・内容量：グリーンアスパラ500g、ホワイトアスパラ500g  ・サイズ：M～2L
・北海道・サンファーム  ・宅配業者：佐川急便（冷蔵便でのお届け）
※天候によりお届け時期が変更になる場合があります。※お届け日の指定
はできません。　※お届け後は冷蔵庫で保存してください。

アスパラセット グリーン＆ホワイト
限定
200
セット

ようていざん る  す  つ  むら

ベターホームの
ミニレシピ付き

北の大地で育まれた
フレッシュな
季節の味!

ご注文締切

こだわって
栽培しています

さ
っ
と
炒
め
て

シンプルな
料理で
おいしい！

生
ハ
ム
を
添
え
て

太陽の光がふりそそぐハウスで育った
カラフルトマトの詰め合わせ!

使っていいものクラブ通信
ベターホーム

お届け指定日 2021年5月7日（金）まで2021年4月30日（金）まで

4月号
2021年

いつもベターホームの通信販売をご利用いただき、ありがとうございます。
2021年4月のお買得情報をお届けいたします。ぜひご利用ください。



❶大きめのボールに粉末やまいも1袋(10g)
を入れ、水大さじ2でといておく。別のボールに
調味料（だし大さじ3、砂糖大さじ1、うすくち
しょうゆ・みりん各小さじ1、塩少々）を合わせてよく混ぜる。
❷卵3個をボールに割り入れ、泡立てないようにとく。
　①の調味料を加えて混ぜる。
❸粉末やまいものボールに卵液を少しずつ加え、混ぜる。こし器でこす。
❹卵焼き器にサラダ油適量をひき、卵液をおたま1杯ずつ流して巻き重ねる。

【2人分】ふっくらだし巻き卵
アレンジメニュー

・内容量：ポーク600g（40個入）、ビーフ600g（40個入）
・賞味期間：製造から冷凍180日　・新潟・まきば　※宅配業者：ヤマト運輸

税込4,104円 （税抜3,800円）

ちょっとおかずが足りない！というときにも便利
新潟県魚沼の雪室貯蔵で熟成させ甘さを増したじゃがいも
を使ったミニコロッケ。衣はサクサク、ひき肉の旨味でソース
なしでも美味です。ジップ付き袋に入っているのでお好きな
数だけどうぞ。

産直便 冷 凍送料込 ・内容量：銀鮭味噌焼き70g×4、銀鱈味噌焼き70g×4 ・原材料：［銀鮭味噌焼き］
銀鮭（チリ産）、味噌、醗酵調味料、きび糖、酒、（一部に大豆を含む） ［銀鱈味噌焼き］
銀鱈（アメリカ産）、味噌、醗酵調味料、きび糖、酒（一部に大豆を含む） ・賞味期間：
製造から冷凍180日 ・新潟・ウエストフーズ　※宅配業者：ヤマト運輸

税込4,860円 （税抜4,500円）

素材の味を活かした
豊かな味わいの焼魚
越後味噌を使った自家製調
味液にじっくりと漬け込んだ
銀鮭と銀鱈。魚を漬ける味噌
は新潟県産大豆のみを使用
し、ふっくらジューシーに焼き
上げました。身はしっとりやわ
らか、ほどよい味つけでごは
んが進みます。解凍後、電子
レンジであたためるだけ。

産直便 冷 凍送料込

水を加えてかき混ぜるだけで
とろとろやまいもに
国産やまといもをフ
リーズドライ製法で乾
燥し、粉末にしました。

お弁当や少量のおかずを作るときには、調理器
具もミニサイズのものを揃えておくと、効率よく作
業でき、洗いものもラク！ベターホームのお料理
教室でも使っている、耐久性に
優れた日本製のフッ素樹脂
加工フライパンです。

粉末やまいも 1袋

・内容量：10g×4包  ・賞味期間：製造から1年

税込 ４30円 （税抜399円）税込480円▶調理例

調理例

万越屋 
銀鮭・銀鱈味噌焼魚セット一口コロッケポーク＆ビーフ

一口コロッケ
ポーク＆ビーフ

「朝さっと作るお弁当１２５」
に掲載の

アスパラガスのおかかまぶし

銀鮭味噌焼き

「かあさんの味」
 むらさきはな豆

電子レンジ

電子レンジ

オーブン
トースター

銀鱈味噌焼き  盛りつけ例

「材料少なめ」「トースターやレンジを活用」など、
知恵と工夫をこらした、作りやすくておいしいレシ
ピを125品掲載。肉、魚介、卵、野菜など素材別に
レシピを探せます。
お弁当向けの本ですが、さっと作れる手軽さで
「家飲みのおつまみ作りにも役立つ！」と好評です。

「朝さっと作る
お弁当１２５」
作りおきがなくても大丈夫。
忙しい朝のお弁当作りをサポート

・Ｂ6判変型（118mm×170mm）
・192ページ  ・ソフトカバー  ・オールカラー

税込995円（税抜905円）
・材質／[本体］アルミニウム合金、［外面］ミラー研磨仕上げ、［内面］
フッ素樹脂加工、［柄］木製 ・サイズ／内径・上部20cm、下部14cm、
深さ5.5cm ・重量／約450g

税込3,740円（税抜3,400円）
小さなフライパン（20cm）
税込4,023円▶

I H
不可

お弁当作りに便利なベターホームのフライパン

作りおき
ランチとしても！

お弁当作りの
サポート！

ばん えつ や

ぎん だら

盛りつけ例

銀鱈味噌焼き
70g×4袋

ビーフ
40個

ポーク
40個

銀鮭味噌焼き
70g×4袋新発売

まとめ買い ５袋（10ｇ×4包）×5袋 ※お届け先は1ヶ所

税込2,300円▶ 税込 2,050円 （税抜1,900円）通常割引価格

4月は
お買得

4月は
お買得

いつもの
だし巻き卵が
よりふんわり
仕上がります

「家飲み」
 

のおともに 

銀鮭味噌焼き  盛りつけ例



ベターホームのロングセラー

うす味に仕上げたおそうざい缶

かあさんの味

１～２人分なので、もう一品欲しい時のおかずやお弁当、非常食
用にも。温めずに、缶を開けてそのまま食べられます。

食感の良いたけのこと、だし
のしみた油揚げのシンプル
な組み合わせ。上品な味。

IH対応・フッ素樹脂加工
フライパン（24cm）

税込6,270円
　（税抜5,700円）
・材質／本体： 2層クラッド材（外側ス
テンレス鋼、内側アルミニウム合金）、
［外面］ミラー研磨仕上げ、［内面］フッ素樹脂加工、［柄］フェノール樹脂 ・サイズ／内径・上部
24cm、下部19cm 、深さ：4.5cm ・重さ：約715g　◎フッ素樹脂加工がはがれたり傷がついて使え
なくなった場合は、割引価格で新しい商品と交換できます。（24cmのみ。20cmは対象外です） 

税込6,820円▶

「たけのこごはんの素」を使って

「かあさんの味」
ひじき

「粉末やまいも」を使った
だし巻き卵

調理例

銀鱈味噌焼き  盛りつけ例

米２合と一緒に炊くだけ

・内容量：190g（2合用）

・賞味期間：製造から2年

税込495円▶税込 450円 （税抜417円）
たけのこごはんの素

※木の芽は商品に含まれません。

※1種類ずつ1缶単位でもお求めいただけます。

税込3,272円 （税抜3,030円）
12缶セット

税込4,050円 （税抜3,750円）
15缶セット

●セット内容：切り干しだいこん、ごもく豆、ひじき×
各2缶、その他9種類×各1缶

税込5,346円 （税抜4,950円）
20缶セット

●セット内容：さといもいか風味、たけのこかか煮、
むらさきはな豆、まめこんぶ×各1缶、その他8種類
×各2缶

税込6,382円 （税抜5,910円）
24缶セット

●セット内容：全12種類×各1缶

●セット内容：全12種類×各2缶

12缶セット

I H
対応 新発売

お弁当作りに便利なベターホームのフライパン

1人分や少量の
調理に便利

手間なく作れ、
充実の内容

かんたん、お湯を注ぐだけ

野菜をもっと積極的にとりましょう

6種類の具材が入った粉末タイプのみそ
汁。忙しいときやお弁当のおともに、おす
すめの一杯です。

具だくさんおみそ汁 1箱（10袋）

まとめ買い 2箱（13.2ｇ×10袋）×2箱 ※お届け先は1ヶ所

税込3,300円▶ 税込 3,100円 （税抜2,872円）

税込1,650円 （税抜1,528円）

いつもの調理には24cmサイズ

お弁当のお供に!おみそ汁や野菜ジュースでバランスをプラス

砂糖や食塩を加えず、野菜本来のおいしさを
引き出しています。しっかりした飲み口なのに
後味はすっきり。

❶ にんじんジュース30缶
❸ 赤い野菜のジュース30缶
❹ 野菜ジュース３種各１０缶セット
　 （にんじん、トマトと野菜、赤い野菜×各１０缶）30缶

❷ トマトと野菜のジュース30缶

◉ご注文時に下記❶～❹よりお好きな組み合わせで
　３ケースまとめて１ヶ所にお届けします

まとめ買い 3ケース
（１6０ｇ×3０缶）×3ケース ※お届け先は1ヶ所

税込 13,932円 （税抜12,900円）

税込 4,753円 （税抜4,401円）

送料無料

毎日飲む ジュース宅配便 1ケース（30缶）

・内容量：160ｇ×30缶 　・賞味期間：製造から2年

税込14,259円▶

調理例

・賞味期間：製造から3年

4月は
お買得

4月は
お買得

・内容量：13.2ｇ×10袋 
・賞味期間：製造から9ヶ月  

 「お弁当」
作りに

税込5,335円（税抜4,850円）
・材質／［本体］2層クラッド材（外側ステンレス鋼、内側アルミニウム合金）、
［外面］ミラー研磨仕上げ、［内面］フッ素樹脂加工、［柄］フェノール樹脂　
・サイズ／内径・上部20cm、下部15.5cm、深さ5cm ・重量／約680g

IH対応・小さなフライパン（20cm）
税込5,830円▶

I H
対応 新発売

4月は
お買得

かぼちゃいとこ煮 60g 切り干しだいこん 65gうの花炒り 65g

ごもく豆 70g さといもいか風味 70g

きんぴらごぼう 45g

ひじき 65g

まめこんぶ 60g

たけのこかか煮 55g

いわし梅煮
 内容総量／90g
 固形量／50g

さんま甘露煮
内容総量／90g 
固形量／50g

むらさきはな豆 70g

もう一品
ほしい時に
便利！



まとめ買い 5箱（1g×10袋）×5箱 ※お届け先は1ヶ所

税込6,530円▶税込6,370円 （税抜5,900円）

ヴィーリ菌 10袋
税込1,306円 （税抜1,210円）
・内容量：1g×10袋（1袋で1ℓのヴィーリが作れます）  
・賞味期間：製造から1年(お届け後要冷蔵)

品質維持の為、4月～10月の期間はクール便でお送りします。商品代金合計１万円未満のご注文の場合は、送料662円に加え、別途
クール便送料220円を申し受けます。ケフィア・ヴィーリと一緒に他の商品をご注文の場合は、一緒にクール便でお届けします。商品代
金1万円以上（ケフィア・ヴィーリ以外も含む）ご注文の場合は、送料・クール便送料はかかりません。

4月～10月はクール便でお届けいたします。
ケフィア・ヴィーリの
お届けについて

6種の乳酸菌と2種の酵母の複合発酵。酸味がおだやかで、
酵母の豊かな風味があります。

ベターホーム 手作りケフィア 

ヴィーリ
乳酸菌が作る食物繊
維（EPS）による粘り
が特徴。食物繊維
（EPS）は大腸まで届
きビフィズス菌や酪酸
菌の栄養となって、腸
内環境を整えます。

まとめ買い 5箱（1g×20袋）×5箱 ※お届け先は1ヶ所

送料無料

・内容量：1g×20袋 （1袋で1ℓのケフィアが作れます）  
・賞味期間：製造から１年（お届け後要冷蔵）

ケフィア菌 20袋
税込2,160円 （税抜2,000円）

税込10,800円▶ 税込10,500円 （税抜9,725円）

ニゲロオリゴ糖 490g

・賞味期間：製造から2年
税込 2,690円 （税抜2,491円）

※まとめ買いのお買い得は12本単位となります。

まとめ買い 12本（490g×12本） ※お届け先は1ヶ所

税込32,280円▶税込29,800円 （税抜27,593円）送料無料

ニゲロオリゴ糖
毎日食べる体内元気習慣

ニゲロオリゴ糖は、みりんやは
ちみつなどに微量に含まれる
糖類の一種。丈夫な体づくり
をサポート!

税込394円▶

まとめ買い 12缶 ※お届け先は1ヶ所

・内容量：295g  ・賞味期間：製造から3年

ドミグラスソース １缶
税込 360円 （税抜334円）

肉と野菜のうまみが凝縮された「ドミグラスソース」。
完熟トマトと野菜を煮込んだシンプルな味わいの「トマトソース」。
なめらかでコクのある「ホワイトソース」。手軽に使えて料理に大活躍です。

トマトソースのシンプルパスタビーフシチュー えびマカロニグラタン

ベターホーム 

調味ソース
調理例調理例 調理例

「ふじ」を中心に国産のりんごを
すりおろしてバランス良くブレ
ンド。砂糖や香料を加えず、
自然そのままの風味とおい
しさにこだわりました。

まとめ買い 3ケース（100ｇ×30袋）×3ケース ※お届け先は1ヶ所

税込14,100円▶税込13,812円 （税抜12,789円） 送料無料

毎日食べる
おろしりんご

おろしりんご 1ケース（30袋）

・内容量：100ｇ×30袋  ・賞味期間：製造から１年６ヶ月
税込 4,700円 （税抜4,352円）

4月は
お買得

税込4,644円▶ 税込 4,212円 
       （税抜3,900円） 

通常割引価格

税込394円▶

まとめ買い 12缶 ※お届け先は1ヶ所

・内容量：295g  ・賞味期間：製造から3年

トマトミックスソース １缶
税込 360円 （税抜334円）

税込4,644円▶ 税込 4,212円 
       （税抜3,900円） 

通常割引価格

税込394円▶

まとめ買い 12缶 ※お届け先は1ヶ所

・内容量：295g  ・賞味期間：製造から1年6ヶ月

ホワイトソース １缶 
税込 360円 （税抜334円）

税込4,644円▶ 税込 4,212円 
       （税抜3,900円） 

通常割引価格

祝！

発売開始

1周年



まとめ買い 10袋（8ｇ×8袋）×10袋 ※お届け先は1ヶ所

税込 3,990円 （税抜3,700円）

税込 421円 （税抜390円）
和風だしパック 1袋

・内容量：8ｇ×8袋 　・賞味期間：製造から8ヶ月

税込4,210円▶

鹿児島県枕崎産の鰹節、長崎近海のうるめ
いわし、知床沿岸の羅臼昆布、熊本県産大
豆熟成もろみを粉末にしてブレンド。

北海道産の特別栽培あずきを国産砂糖で柔らかくゆで上げました。
食塩不使用。糖液がないので、デザートのトッピングにも使いやすい。

・内容量:200g 
・賞味期間:製造から3年  ・香川・山清税込 453円 （税抜420円）

特別栽培小豆ゆであずき 1缶

4合
6合
・材質／木曽さわら、たが：銅　・サイズ／［4合］外径30cm、
内径27cm、高さ8.5cm ［6合］外径33cm、内径30cm、高さ9cm
※たががゆがんできたら修理できます。

税込 7,122円 （税抜6,475円）
税込 7,845円 （税抜7,132円）

すしおけ（直径30cm4合／直径33cm6合）

木肌が余分な水分を吸いとり、べたつかず、
おいしいすしめしに仕上がります。

（4人分）

❶鍋に水700㎖を入れて沸騰させ、和風だしパック1袋
を入れる。弱火で5～6分煮出し、パックを取り出す。

❷はんぺん60gは梅の抜き型で抜き、厚みを半分に
する。三つ葉4本は葉をつみ、茎は2㎝長さに切る。

❸①にはんぺんを加え、しょうゆ小さじ1、塩小さじ⅓で
調味する。三つ葉を加え、椀に盛る。

はんぺんと三つ葉のおすいもの

手軽に本格的なだしがとれます ふっくら柔らかでやさしい甘さ

【作りやすい分量】
❶バニラアイスクリーム200㎖は
室温に出し、少しやわらかくす
る。特別栽培小豆ゆであずき
100gとお好みでラム酒小さじ
½を混ぜる。

❷冷凍庫に入れ、1時間以上凍らせる。
❸アイスクリームを器に盛り、いちご適量を縦半分に切って飾る。

混ぜるだけあずきアイス

「お料理教室の先生がつくった」
  シリーズ（全6種） ちらしずしの素 ビーフカレー ハッシュドビーフ

ミートソース 煎茶 ほうじ茶

大きめに切った国産のにんじん、れんこん、かんぴょう、し
いたけを使用。炊きたてのごはんに混ぜてお好みのトッピ
ングをのせれば、本格的なちらしずしのできあがり。
家庭的でやさしい味わいです。

まとめ買い 5袋 220g×5袋 ※お届け先は1ヶ所

税込 2,130円 （税抜1,975円）

税込486円▶

お料理教室の先生がつくった
ちらしずしの素  1袋（2合用）

税込448円 （税抜415円）
・内容量：220g 　・賞味期間：製造から2年　
※トッピングはつきません。
※2～3人前（ボリュームのあるトッピングなら、3～4人前）

華
や
か
な

春
の
食
卓
を

　
手
軽
に
演
出

2合分の温かいごはんに混ぜるだけ！

おいしい
すしめし
作りに!

新発売
先生がつくった
シリーズ1

5月より、時短＆野菜がたっぷりとれる「20分で2品おかず」、さまざまな国の料理で
旅行気分が味わえる「くり返し作りたいごちそう料理」の2つの新コースがスタート！
月1回（全6回）・半年間の「コース制」と1回から受講できる「チケット制」があり、
受講スタイルも選べます。少人数制の「サテライト教室」も続 オ々ープン中！

春夏コース

お申込み
受付中！

くわしくは
こちらから

アレンジメニュー梅型の
はんぺんで
春らしく。

アレンジメニュー

税込2,320円▶
通常割引価格

4月は
お買得

（2合分／3～4人分）

❶鯛（刺身用さく）200gは薄切りに
し、トレーに並べて調味料（昆布
茶小さじ1/4、薄口しょうゆ小さじ
1）をふりかけ、10分ほどおく。

❷桜の花の塩漬け25gはさっと洗
い、水に10分ほどつけて塩気を
抜き、水気をしぼる。

❸皿にちらしずしを盛り、焼きのり適
量をちぎってのせ、①の鯛を並べ
る。②と木の芽適量を散らす。

鯛の桜ずし

調理例

アレンジメニュー

鯛は昆布茶で
かんたん
昆布締めに

抹茶アイスでも
（抹茶アイスなら
ラム酒は不要）

調理例

具は大きめなのに食べやすい
食感で、高齢の両親も残さずに
食べてくれました。

油揚げに詰めていなりずしに
アレンジ。「とってもおいしい！」と
家族にも大好評です。

調理例

調理例

 



ベターホームでは、製造から賞味期間の3
分の2までのものを出荷しています（例：賞
味期間3年なら、1年以上のもの）。備蓄目
的でご利用の場合などは、お問い合わせ
いただければ、お届けする商品の賞味期
限をお知らせします。

賞味期間について
産直便は産地から直接お届けしますので、
他の商品とは別送になります。また、お届け
にも日数がかかります。産直便のみをご注
文の場合、「代金引換」はご利用いただけ
ません。
※沖縄県と一部離島にはお届けできません。

産直便について

〒150-8363 東京都渋谷区渋谷2-20-12　
ベターホーム通信販売 係郵送の場合

03-3407-9006（24時間受付）ファクシミリの場合

お近くのベターホームへお申し込みください。お電話で

 受付時間（月～金 9：30～17：30）

東　京：03-3407-0471　
大　阪：06-6376-2601　
名古屋：052-973-1391

インターネットで トップページから「ネットショップ」へお入りください。

検索ワード ベターホーム 検 索 クレジットカードでお支払いの場合は
ネットショップでお申し込みください。

お取替え・
ご返品に
ついて ●下記の商品につきましては、お取替え・返品ができませんのでご容赦ください。 

　【1.食品、飲料品、洗剤、名入れ包丁　2.一度ご使用になられた商品】

●万が一、商品に破損、汚損があった場合は、お取替え、または返品を承ります。
※お客様要因の場合は、お取替え対応のみとさせていただきます。配送料はご負担ください。

札　幌：011-222-3078　　
仙　台：022-224-2228
福　岡：092-714-2411

払込用紙をお送りいたしますので、お近く
の郵便局かコンビニエンスストアからお振
り込みください。振込手数料はベターホー
ムが負担いたします。

お支払い方法
郵送でお申し込みの場合は、ご投函から
10日間ほどの余裕を見てお届け日をご指
定ください。お届け時間帯も指定できます。

お届け日時指定

送料について
商品数にかかわらず、お届け先1ヶ所につき送料662円です（沖縄県は1,731円）。
お届け先1ヶ所につき、税込1万円以上お買い上げで　　　　です（沖縄県は1,222円）。
ケフィア、ヴィーリは別途クール便送料220円がかかります。
代金引換は、ご利用ごとに手数料330円がかかります。

送料無料

「お料理教室の先生がつくった」シリーズは、ベターホームのお料理教室の先生たちが真摯に
取り組んで完成させたこだわりの味です。国産素材を使い、化学調味料、着色料、香料などは
使わず作りました。

「お料理教室の先生がつくった」
  シリーズ（全6種）

税込2,420円▶税込 2,350円 （税抜2,180円）

・内容量:180g 　・賞味期間：製造から２年

本格ビーフカレー
（中辛） 1袋

まとめ買い 5袋（180ｇ×5袋） ※お届け先は1ヶ所

税込 484円 （税抜449円）

調理例

税込1,900円▶
税込 1,825円 （税抜1,690円）

・内容量：140ｇ  ・賞味期間：製造から２年

ミートソース 1袋

まとめ買い 5袋（140g×5袋）

※お届け先は1ヶ所

税込 380円 （税抜352円）

税込2,420円▶税込 2,350円 （税抜2,180円）

・内容量:180g 　・賞味期間：製造から２年

本格ハッシュドビーフ 1袋

まとめ買い 5袋（180ｇ×5袋）※お届け先は1ヶ所

税込 484円 （税抜449円）

税込3,174円▶
税込 3,114円 （税抜2,886円）

・内容量:100g  ・賞味期間：製造から1年

煎茶 1袋

まとめ買い 3袋（100ｇ×3袋）
※お届け先は1ヶ所

税込 1,058円 （税抜980円）

・内容量:150g  ・賞味期間：製造から1年

ほうじ茶 1袋
税込 993円 （税抜920円）

税込2,979円▶
税込 2,916円 （税抜2,700円）

まとめ買い 3袋（150ｇ×3袋）
※お届け先は1ヶ所

先生がつくった
シリーズ2

先生がつくった
シリーズ3

先生がつくった
シリーズ5

先生がつくった
シリーズ6

先生がつくった
シリーズ4

無添加ドミ
グラスソースの
豊かな風味

ピリッと
スパイシーで
深みのある味

うまみと酸味の
バランスが抜群

食事によく合う
煎茶とほうじ茶

盛り付け例

盛り付け例

盛り付け例

税込715円→ 税込 649円 （税抜590円） 
うろことり

・材質／18-8ステンレス  ・サイズ／長さ19㎝

税込759円→ 税込 693円 （税抜630円） 
骨抜き

・材質／18ステンレス  ・サイズ／長さ12㎝

税込503円→

税込 470円 （税抜428円） 

穴あき木べら

・材質／ぶな  ・サイズ／長さ30㎝

税込418円→ 税込 385円 
    （税抜350円） 

税込2,750円→
税込 2,475円 
    （税抜2,250円） 

ラブリーマット

・材質／シリコンゴム ・サイズ／13.5㎝角
・厚さ2.8㎜ ・耐熱温度／200℃

・材質／［本体］ステンレス ・鉄・クロームメッキ、
［つまみ］スチロール樹脂  ・サイズ/20×11×8㎝

・材質／18-8ステンレス  
※脚がついていないので自立しません。

直径16cm 税込1,314円→税込1,177円
　　（税抜1,070円）

直径19cm 税込1,650円→税込1,474円
　　（税抜1,340円）

直径22cm 税込1,976円→税込1,782円
　　（税抜1,620円）

万能こし器フライパン用ふた

・材質／［本体］鉄（フッ素鋼板）、［ガラス］強化ガラス、 
［取手］フェノール樹脂
・サイズ／外径 27.7㎝、 重さ 355g

浅型

深型

税込5,225円→税込 4,895円
　　 （税抜4,450円） 

税込5,520円→税込 5,170円
　　 （税抜4,700円） 

フッ素樹脂加工
フライパン

税込770円→
税込 693円
　　  （税抜630円） 
・材質／鉄にすずメッキ  ・サイズ／18×8×6㎝

パウンド型(大) ダイヤモンドリナー
（チーズおろし）

・材質／［本体］アルミニウム合金（外側サテン仕上げ、
内側フッ素樹脂加工）［柄］木製
・サイズ／［浅型］直径・上部 24㎝、 下部 18㎝、
深さ 4.2㎝、 重さ 約615g ［深型］直径・上部 24㎝、 
下部 15㎝、深さ 6.2㎝、 重さ 約660g

税込1,981円→ 税込1,830円 
    （税抜1,664円） 

IH不可

4
いいもの、
お買得

月の

お申し込み方法




