
2021冬
ギフトセレクション カタログ有効期間：2021年11月1日～12月28日

大切な方へのおいしい贈り物、心をこめてお届けします。

盛りつけ例

送料込み 産直便

●内容量：15粒（栗8粒、渋皮栗7粒）※1粒約20g　●賞味期間：製造から60日　●原材料：栗、
砂糖／クチナシ色素　●京都・中村屋　※宅配業者：佐川急便

栗納豆詰め合わせ4

税込3,996円 （税抜3,700円）

京都・中村屋の栗納豆は丁寧な手仕事で作られ、
甘すぎず品のある味わいで人気です。風味まろやか
なむき栗と、グラッセ風の渋皮栗の2種を詰め合わ
せました。日本茶にも紅茶、また洋酒にもよく合いま
す。がんばった自分へのごほうびにもどうぞ。

盛りつけ例

りんご、ラフランス、みかんを詰め合わせてお
届け。発送時期におすすめのものを選ぶた
め、産地はおまかせください。少量ずつ色々
と食べられるため、少人数のご家庭にもお
すすめです。

冬のフルーツ詰め合わせ

●内容量：りんご［サンふじ（長野・青森・岩手・秋田）］5玉、ラフラ
ンス（山形・青森）4玉、みかん［12/20頃まで早生系、12/20頃か
ら中生または晩生のみかん（静岡・他）］8～10玉　●愛知・FCC 
※宅配業者：ヤマト運輸

税込4,968円 （税抜4,600円） 短冊

短冊

産直便送料込み

ご注文とお届けについて

【ご注文締切】
12月19日(日)
※ハガキでのご注文は
12月11日(土)の消印まで有効
【お届け期間】
11月下旬～12月下旬まで

※天候等により、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。

津軽海峡の厳しい荒波の中で育った国産サーモン。身が引き締まり、
脂のりがほどよく、とろけるような舌ざわりと濃厚な味わいです。この
サーモンにだしを合わせ、１食分ずつの小分
けパックに。ごはんにのせて湯をかけると、煮
こごりが溶けてうま味がたっぷりです。

調理例

●内容量：だし入り茶漬け（きざみ昆布）70g×8個　●賞味期間：製造から180日　●原材料：サー
モントラウト（青森県津軽海峡）、ゼラチン加工品、しょうゆ（小麦・大豆を含む）、清酒、昆布、食塩、砂
糖、みりん、魚介粉末　●青森・北彩屋

海峡サーモンだし入り茶漬け3

税込3,672円 （税抜3,400円）

盛りつけ例

ハーブ入りの飼料で育てられた牛のもも肉で
作った、ジューシーなローストビーフ。塩、こしょう
だけのプレーンと、和風みそ味の2種をそれぞれ100gずつお届け
します。真空低温調理でじっくり引き出したおいしさをどうぞ。

プレーン

和風みそ

送料別 のし

大粒栗を丸ごと甘納豆に

厳選した3種の旬果実を少しずつ

こだわりサーモンのぜいたくなお茶漬け

赤身肉のうま味を味わうローストビーフ
食べ切り量をパック

税込5,616円 （税抜5,200円）
●内容量：ローストビーフ（プレーン）100g、ローストビーフ（和風みそ）100g（固形量各80g)　●賞
味期間：製造から冷凍1年　●原材料：［プレーン］牛肉、食塩、こしょう、パン粉、大豆油、（原材料の
一部に小麦、乳、大豆を含む） ［和風みそ］牛肉、みそ（米みそ、大豆（遺伝子組み換えでない）、米、食
塩）、麦みそ（大麦、大豆（遺伝子組み換えでない）、食塩）、かつお削りぶし、パン粉、大豆油、酒精、
（原材料の一部に小麦、乳、大豆を含む）　●北海道・ノベルズ食品　※宅配業者：ヤマト運輸
※包装不可（ギフト箱入り） ＊お歳暮のしのみご用意しております。

産直便送料込み
短冊 ＊冷凍

十勝ハーブ牛 プレミアムローストビーフセット1

2



盛りつけ例

33

盛りつけ例

職人が炭火でじっくりと焼いた、国産のうなぎです。電子
レンジで温めるだけの簡単調理。たれの香ばしさと共
に、うなぎを焼いた炭の香りが口の中に広がります。
ふっくらと仕上がったうなぎの柔らかさに感動!

手焼きうなぎ蒲焼（2尾入り）

●内容量：蒲焼約140g×2尾、タレ20g×4　●賞味期間：製造から冷凍3ヵ月　●原材料：うなぎ
（国産）／タレ：砂糖、醤油、水飴、本みりん、粉末発酵調味料、食塩、酵母エキス、（原材料の一部に
大豆、小麦を含む）　●福岡・うなぎの江口商店　※宅配業者：ヤマト運輸

31

税込8,640円 （税抜8,000円） 冷凍産直便送料込み

祇園・原了郭の黒七味を使った「黒七味あられ」、
「抹茶あられ」、「山椒あられ」、「柚子あられ」など、
京都らしい素材があふれる、見た目にも楽しい
詰合せ。昭和6年の創業以来、材料にも作り方に
も手を抜かない、こだわりが詰まった逸品です。

京華格子（あられ12袋セット）

●内容量：ミックス千枚25g×1、和三盆あられ15g×1、山椒あられ25g×1、京の柚子あられ5枚、黒
龍巻2枚、抹茶あられ25g×1、原了郭の黒七味あられ6本、しょうがあられ23g×1、梅小丹25g×1、柚
子みそ巻4枚、京の石25g×1、豆半月4枚　●賞味期間：製造から180日　●原材料：もち米(国内
産)、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、えび、ごま、柚子ペースト、食塩、のり、柚子果汁、抹茶、生姜粉
末、柚子みそ、乾燥梅干、黒大豆、青のり、山椒、七味唐辛子(ごまを含む)、昆布粉末、鰹だし／紅麹
色素　●京都・藤澤永正堂

税込3,240円 （税抜3,000円）

盛りつけ例

送料別 のし

ごまどうふ
税込4,189円 （税抜3,879円）
32

●内容量：黒ごま・白ごま各120g×各４、金ごま100g×４、みそだれ20g×12　●賞味期間：製造か
ら３ヵ月　●原材料：［白ごまどうふ］ごま（輸入）、でん粉、本葛／みそだれ:みそ（大豆を含む）、砂糖、み
りん、ねりごま  ［黒ごまどうふ］いりごま（国内製造）、でん粉、洗いごま、本葛／みそだれ:みそ（大豆を含
む）、砂糖、みりん、ねりごま  ［金ごまとうふ］いりごま（国内製造）、でん粉、洗いごま、本葛／みそだれ:
みそ（大豆を含む）、砂糖、みりん、ねりごま　●大阪・聖食品　※宅配業者：佐川急便

産直便送料込み

金ごま金ごま

白ごま 黒ごま

盛りつけ例

ごまと吉野葛を練って作ったごまどうふは、長年
のファンが多いベストセラーです。いつまでも健
康でいて欲しい、大切な方へのギフトにおすすめ。

盛りつけ例

ご注文とお届けについて

【ご注文受付期間】
11月15日(月)～
12月14日(火)
※ハガキでのご注文は
12月7日(火)の消印まで有効
【お届け期間】
12月24日(金)まで

甘い味、辛い味、
さまざまな味と食感を楽しめます

炭火の香ばしさが絶品！本格的な味

無塩せきロースは、肉を漬け込む工程で発色
剤・着色料を使わず作ったハム。特製ダレで煮
込んだチャーシューとセットでお届けします。

発色剤不使用、お肉本来の自然な色

おいしくてやさしい贈り物

無塩せきロース・
チャーシュー詰め合わせ

税込3,402円 （税抜3,150円）
●内容量：無塩せきロース350g×1、肩ロースチャーシュー
210g×1　●賞味期間：製造から冷蔵45日　●原材料：［無塩
せきロース］豚ロース肉輸入、糖類（粉末水あめ、砂糖）、食塩、乳た
ん白、酵母エキス、香辛料、（一部に乳成分・豚肉を含む） ［チャー
シュー（煮豚）］豚肩ロース肉輸入、しょうゆ、砂糖、みりん、でん粉、
清酒、食酢、（一部に小麦・豚肉・大豆を含む）　※豚ロース肉（輸
入）の原産国は、チリ・アメリカ・カナダ他、肩ロース肉（輸入）の原
産国は、メキシコ・スペイン・オランダ他です。　●長野・信州ハム　
※宅配業者：ヤマト運輸  ＊お歳暮のしのみご用意しております。

30

産直便送料込み 冷蔵
短冊 ＊

短冊

短冊
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お申込み方法 ※12月29日（水）～2022年1月3日（月）は、
　受付および問い合わせ業務をお休み
　させていただきます。

※　 フルーツ詰め合わせ、　 ロース・チャーシュー詰め合わせは各ページをご覧ください。
※上記以外の商品の年内お届けのご注文締切は12月27日（月）、ハガキでのご注
文は12月17日（金）消印有効です。

302

月～金 9：30～17：30［受付時間］

〒150-8363 渋谷区渋谷2-20-12
ベターホーム通信販売 係

　　　　　　　　　商品数に関わらず、お届け先1ヵ所につき662円で
す。同じお届け先で、商品代金が10,000円以上のときは、送料無料です。 
※沖縄県へは　　　 の商品は送料1,731円、   　　　 の商品は送料1,222円、
10,000円以上お買い上げのときは1,222円がかかります。

送料別 送料無料

　　　　　　　　　産地から直接お届けします。他の商品とは別送と
なり、お届けの日数がかかります。 ※沖縄県と一部離島にはお届けできません。

　　　　　　　　　　　　は短冊のし（名入れ不可）、簡易包装での
お届けとなります。お歳暮のしをご指定で、お届け指定のない場合は、12月
に入ってからお届けします。

のし・包装について 産直便

　　　  　　　　　　　　 締切日を過ぎてのご注文は、年明けにお
届けします。
年内お届けのご注文締切日

　　　　　　　　　振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込ください。振込手数料はベターホームが負担
いたします。インターネットからお申し込みの場合は、クレジット決済ができます。

1
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4

ローストビーフセット
栗納豆詰め合わせ
手焼きうなぎ蒲焼
ごまどうふ

12月23日（木）
12月21日（火）
12月23日（木）
12月21日（火）

12月16日（木）
12月14日（火）
12月16日（木）
12月14日（火）

ネット・電話商品名 ハガキ（消印有効）

おおげさではなくちょっとお礼をお渡ししたい、そんな気持ちに
こたえてくれるベターホームらしいギフト。お年賀としてもどうぞ。

年末年始のご挨拶、帰省の手土産に

送料別

国産の昆布、うるめいわし、
かつお節、大豆もろみを粉
末にしてパック。水にだし
パックを入れて５～６分煮だ
すと、濃いめの
おいしいだしが
とれます。

和風だしパック 5袋ギフトセット

●内容量：（8g×8袋）×5袋 　　●化粧箱入り

29

税込2,160円 （税抜2,000円）

送料別

和風だしパック

●内容量：８ｇ×８袋　●賞味期間：製造から８ヵ月　
※１袋ずつ、無地のし・お年賀のしなどもつけられます。

27

税込421円 （税抜390円）

和風だしパック まとめ買い １０袋28

●内容量：（8g×8袋）×10袋　●お届け先は1ヵ所

送料別税込4,210円→税込3,990円 （税抜3,700円）

静岡県安倍川上流の茶葉を7種
類使ったオリジナルの煎茶。平岡
商店の3代目で茶審査技術8段
の茶商・平岡佑太氏とお料理教
室の先生たちがブレンドを繰り
返し、理想のお茶を作りました。

1袋 税込1,058円 （税抜980円）
●内容量：１００ｇ　●賞味期間：製造から１年
※１袋ずつ、無地のし・お年賀のしなどもつけられます。

お料理教室の先生が作った煎茶24

煎茶 まとめ買い ３袋25

送料別

●内容量：100ｇ×3袋　●お届け先は1ヵ所　

煎茶 3袋ギフトセット26

●内容量：100ｇ×3袋　※ギフト箱入り

送料別税込3,251円 （税抜3,011円）

送料別税込3,174円→税込3,114円 （税抜2,886円）
まとめ買いがお得

まとめ買いがお得

皮が薄くて柔らかな完熟南高梅で作った梅干し。あら塩だけで
漬け込んだ昔ながらの「白干し」と、赤じそが香る塩分控えめな
「しそ漬け」の２種類です。

白干し梅干し
塩分約２０％

●内容量：各800g　●賞味期間：製造から1年　●原材料：白干し梅干：梅、漬け原材料（食
塩）／しそ漬け梅干：梅、しそ、漬け原材料（還元水飴、食塩、醸造酢、赤しそ濃縮液）　●和歌山・
マルヤマ食品

22 しそ漬け梅干し
塩分約9％

23

送料別税込3,996円 （税抜3,700円） 送料別税込4,536円 （税抜4,200円）

しそ漬け梅干し白干し梅干し

のし のし

のし

のし



毎日飲むジュース宅配便 不足しがちな野菜を１缶にぎゅっと凝縮。砂糖、食塩、保存料、着色料を使わず、
一番おいしいブレンドにこだわって作りました。

ジュース宅配便 1ケース（160g×30缶）

●賞味期間：製造から2年

ジュース宅配便 まとめ買い 3ケース商品番号
不要

※商品番号　 ～　  を3ケース自由に組み合わせてお届けします。
（お届け先は1ヵ所）

送料無料

にんじんジュース（30缶）9

トマトと野菜のジュース（30缶）10

赤い野菜のジュース（30缶）11

野菜ジュース3種 各10缶セット（30缶）
（にんじん、トマトと野菜、赤い野菜）×各10缶

12

▼商品は4種類からお選びください

9 12

まとめ買いがお得
送料別税込4,753円 （税抜4,401円）

税込14,259円→税込13,932円（税抜12,900円） 

アロニアミックスジュース
1ケース （160g×20缶）

13

税込4,104円 （税抜3,800円） 送料別
●賞味期間：製造から1年6ヵ月

送料無料

●内容量：（160g×20缶）×3ケース　●お届け先は1ヵ所

アロニアミックスジュース
まとめ買い 3ケース

14

税込12,312円→ 税込11,982円 （税抜11,097円）

まとめ買いがお得

ポリフェノールたっぷりの果実アロニアに、りんご、赤ぶどう、プルーンをバランス
よくブレンド。さわやかな甘さと程よい酸味、ほのかな渋みのジュースです。アロニアミックスジュース

おろしりんご 「ふじ」を中心に国産りんごをすりおろして、そのまま詰めました。
砂糖や香料を加えない自然のままのおいしさで、世代を問わず喜ばれます。
凍らせ、半解凍でシャーベットのように食べても（パックは袋ごと・缶は保存容器などに移して冷凍可）。

●賞味期間：製造から１年６ヵ月

毎日食べる おろしりんご
1ケース（100g×30袋）

5

送料無料

●内容量：（100g×30袋）×3ケース　●お届け先は1ヵ所

毎日食べる おろしりんご
まとめ買い 3ケース
6

送料別税込4,700円 （税抜4,352円）

税込14,100円→税込13,812円 （税抜12,789円）

まとめ買いがお得

パックタイプ
食べきりサイズ、100gパック

りんご柄のかわいい
ダンボールでお届け

健康や美容が気になる方に多く飲まれています

にんじんジュース トマトと野菜のジュース 赤い野菜のジュース
トマトをベースに9種類の野菜230g分
をバランスよくブレンド。中身が濃く、
たっぷりの野菜を食べたような満足感。

赤ピーマンやにんじん、トマトを中
心に緑黄色野菜をギュッと凝縮。
さらっと飲みやすく仕上げました。

レモンを少量加えて、にんじん独
特のクセを抑えました。甘くて飲
みやすい、定番の人気商品。

9種類の
野菜が230ｇ分
9種類の

野菜が230ｇ分
１缶に

国産にんじん
2.5本分

１缶に
国産にんじん
2.5本分

300ｇ以上の
緑黄色野菜を
パック

１缶に
ポリフェノール
600mg!

送料別

●内容量：200g×24缶　●ダンボール箱入り
●賞味期間：製造から3年6ヵ月

おろしりんご ２４缶7

税込7,257円 （税抜6,720円）

缶タイプ

●内容量：200g×9缶　●カラーダンボール箱入り

おろしりんご
９缶セット
8

送料別
税込2,800円
（税抜2,593円）

気軽に贈れる

たっぷりのお徳用200g缶

シーズンパック製法（年に1回、旬の時期に1年分を製造）
のため、本年製造分を12月以降にお届けします。

缶タイプは12月以降のお届けになります。

小さなお子様が
いる方や
お見舞いにも



肉も野菜も国産なので安心。もう１品ほしいときに喜ばれるレトルトのおかずです。
●賞味期間：製造から2年　※1袋からご注文できます。 送料別今日のおかず

肉厚でやわらか
味がしみてます
肉厚でやわらか
味がしみてます

豚ばら肉と根菜が
入って具だくさん
豚ばら肉と根菜が
入って具だくさん

かつおと昆布のだしで
煮込みました
かつおと昆布のだしで
煮込みました

※三つ葉は商品に含まれません

豚の角煮 180g 豚汁 210g 和風ポトフ 260g

※さやえんどうは商品に含まれません

野菜の歯ごたえが
残っています
野菜の歯ごたえが
残っています

筑前煮 190g

※木の芽は商品に含まれません

甘辛味でごはん
が進みます
甘辛味でごはん
が進みます たけのこと油揚げの

シンプルな味
たけのこと油揚げの
シンプルな味

すきやき風 180g たけのこごはんの素
190g（２合用）

誰もがホッとする
家庭的な味
誰もがホッとする
家庭的な味

ほろほろと箸でさける
やわらかさ
ほろほろと箸でさける
やわらかさ

※いんげんは商品に含まれません

肉じゃが 190g 鶏手羽と大根の煮物 210g

かあさんの味 ●賞味期間：製造から3年　●着色料、香料不使用　●カラーダンボール箱入り

だしを効かせた味に仕上げた和風のおそうざい缶。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。

かぼちゃいとこ煮 60gうの花炒り 65g 切り干しだいこん 65g きんぴらごぼう 45g ごもく豆 70g さといもいか風味 70g

たけのこかか煮 55g ひじき 65g まめこんぶ 60g むらさきはな豆 70g 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

15

●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

かあさんの味 
20缶セット

17 かあさんの味
24缶セット
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税込5,346円 （税抜4,950円）

かあさんの味
15缶セット
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税込4,050円  （税抜3,750円）

かあさんの味
12缶セット

税込3,272円 （税抜3,030円）
●セット内容：
全12種類×各1缶

●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

●セット内容：
全12種類×各2缶

税込6,382円 （税抜5,910円）送料別 送料別 送料別 送料別
のし のし のし のし

とり肉やにんじんなど
5種類の具入り
とり肉やにんじんなど
5種類の具入り

炊き込みごはんの素 
200g（２合用）

ベターホームのおそうざいは、どなたにも好まれる味に仕上げています。
いざというときにあると安心。もう一品として気軽にお使いいただけます。
大切な方へのギフトにどうぞ。

食卓が華やぐもう一品
ベターホームのおそうざいを贈りましょう。

●セット内容：（筑前煮、肉
じゃが、豚汁）×各２袋、（和
風ポトフ、鶏手羽と大根の煮
物、豚の角煮、すきやき風、
炊き込みごはんの素、たけの
こごはんの素）×各１袋　

送料別

今日のおかず
１２袋ギフトセット
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税込6,397円 （税抜5,924円）
のし

セット内容の変更は致しかねます。
ギフト箱不要の場合は単品でご注文
ください。

ギフト箱に
入れて

お届けします。

盛りつけ例

盛りつけ例

税込595円（税抜551円） 税込540円（税抜500円）
税込390円（税抜362円）

税込540円（税抜500円）
税込565円（税抜524円） 税込495円（税抜459円）

税込540円（税抜500円） 税込515円（税抜477円）
税込495円（税抜459円）



差出有効期間
令和 5 年 7 月
27日まで

渋谷局承認

通信販売 係

東京都渋谷区渋谷2-20-12

料金受取人払郵便

6773
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フリガナ
（　　　　　）

ベターホーム会員の方で、お名前・ご住所・お電話番号に変更がある場合は
下欄に変更前のお名前・お電話番号をご記入下さい。

お申し込みはお電話・ファクシミリ・
インターネットでもお受けいたします。

き
り
と
り
線

■受付　電話／月～金 9：30～17：3０

TEL FAX03-3407-0471　　 03-3407-9006

ホームページ  www.betterhome.jp

東 京

TEL 06-6376-2601大 阪

お電話

ギフト箱に
入れて

お届けします。

●内容量：140ｇ×10袋　
●賞味期間：製造から2年　

お料理教室の先生が作った
ミートソース 
ギフトセット 10袋
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送料別税込3,888円 （税抜3,600円）

国産のひき肉を使用し、赤ワインとバターでコクを
引き出しました。うまみと酸味のバランスがよく、
最後までおいしく召し上がれます。あたためるだけ
で気軽に食べられるミートソースです。

盛りつけ例盛りつけ例

お料理教室の先生がつくった 

ミートソース

お料理教室の先生がつくった 

本格ビーフカレー（中辛）
お料理教室の先生がつくった 

本格ハッシュドビーフ

ビーフカレーは大きめの国産牛肉が入ってい
てコクがあり、スパイスが効いた本格派。
ハッシュドビーフは風味豊かな無添加のデミグラ
スソースがおいしさのポイント。
どちらもレトルトとは思えない味です。

ビーフカレー・ハッシュドビーフ
10袋ギフトセット
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●内容量：ビーフカレー（180ｇ）×5袋、ハッシュドビーフ（180ｇ）×5袋　
●賞味期間：製造から２年

税込4,957円 （税抜4,590円）
ギフト箱に
入れて

お届けします。送料別

のし

のし

盛りつけ例

忙しいときでもかんたん調理で、おいしく、安心して食べられる、
「お料理教室の先生がつくった」レトルト食品。
先生たちが何度も試食をして、毎日食べても飽きず、家族みんなで楽しめる味に仕上げました。
自信をもって、大切な方にお贈りいただけます。

お料理教室の先生たちが
真摯に取り組んで完成させた味です。




