


有機アロニア100％果汁 1本

・内容量：300㎖　・賞味期間：製造から２年６ヵ月
税込 1,185円（税抜1,098円）

まとめ買い 6本  （300㎖×6本） ※お届け先は1ヵ所

税込7,110円▶ 税込 6,540円（税抜6,060円）

税込 2,690円 （税抜2,491円）
ニゲロオリゴ糖 1本（490g）

・内容量：490g　・賞味期間：製造から2年

まとめ買い 12本（490g×12本） ※お届け先は1ヵ所
税込 29,800円（税抜27,593円） 送料無料税込32,280円▶

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）計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ヵ所にお届けします

アロニアミックスジュース
1ケース（20缶）

・内容量：160g×20缶  ・賞味期間：製造から1年6ヵ月

まとめ買い 3ケース （160g×20缶）×3ケース

※お届け先は1ヵ所
税込 9,327円 （税抜8,367円）税込11,982円▶

通常割引価格

税込 3,218円（税抜2,980円）
税込4,104円▶

アロニアミックスジュース
りんご、赤ぶどう、プ
ルーンをバランスよ
くブレンドして、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。

有機アロニア
100％果汁生えごま油
アロニアだけで作った濃厚果汁。
１瓶にポリフェノール3000mg。

無農薬で低温圧搾した品質の良
いえごま油。血圧を下げる機能が
あるα-リノレン酸を多く含みます。
加熱せず、生のままでどうぞ。

まとめ買い 3ケース（１6０ｇ×3０缶）×3ケース ※お届け先は1ヵ所
税込 13,116円 （税抜12,147円） 送料無料税込13,932円▶

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。

毎日飲む ジュース宅配便

※賞味期限が2022年10月2日の
　ものをお届けします。 5月は

お買得

生えごま油
税込 1,490円 （税抜1,380円）
・内容量：110g   
・賞味期間：製造から1年6ヵ月（開封後は要冷蔵）

機能性表示食品
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下記❶～❹よりお選びください1ケース（30缶）

・内容量：160ｇ×30缶　・賞味期間：製造から2年
税込 4,482円（税抜4,150円）税込4,753円▶

通常割引価格

5月は
お買得

1日ティースプーン
2～4杯が目安 

ケフィアや
ヴィーリに
かけて

一日小さじ1杯を
目安に

1日30㎖を
目安にどうぞ

血圧が
高めの方に

※アロニアミックスジュースのみ３ケースの割引価格です。

６本
お買い上げで

ニゲロオリゴ糖 

12本
お買い上げで

ニゲロオリゴ糖 

かあさんの味 ２缶プレゼント！
（きんぴらごぼう・ごもく豆）

かあさんの味 4缶プレゼント！
（きんぴらごぼう・ごもく豆・切り干しだいこん・いわし梅煮）

「かあさんの味」はヘルシーな和風そうざい缶詰
不足しがちなミネラルや食物
繊維を豊富に含んでいます。

ロングセラー
人気商品

備蓄にも
おすすめ

毎日食べる体内元気習慣

ニゲロオリゴ糖
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
をサポートする働きが
あります。

  プレゼントキャンペ
ーン

5月限定

税込 3,272円（税抜3,030円）
かあさんの味12缶セット

・全12 種類× 各１缶　・賞味期間：製造から３年

今から始めよう！夏に備えて

盛りつけ例盛りつけ例



リックさんのメープルシロップ
税込1,350円（税抜1,250円）
・内容量：330g（250㎖）
・賞味期間：製造から3年　・カナダ・ケベック州産

とろけるきな粉プレミアム ２袋
税込540円（税抜500円）
・内容量：55g×２袋　・賞味期間：製造から300日　・愛知・タクセイ

発酵ジャムブルーベリー
税込780円（税抜723円）
・内容量：205ｇ　・賞味期間：製造から1年 

フルーティな
味わいと自然
なとろみで、
素材本来の
おいしさが生
きています。

「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。

毎日食べる

おろしりんご

おろしりんご 1袋

・内容量：100ｇ
・賞味期間：製造から１年６ヵ月

税込 165円 （税抜153円）

ケフィア・ヴィーリに しておいしさアップ！!

おろしりんご活用アイディア

★朝食の１品に。
　ケフィアやヴィーリにも◎

ベターホームの先生たちから、「ワクチン接種の副反応が出た
時に買っておいてよかった」という声が多数届いています！

★体調のすぐれないときや
　病後の回復食に

パックごと冷凍し、お弁当箱に添
えれば保冷剤代わりに。お昼に
はほどよく解凍され、うれしいデ
ザートに！

★お弁当の保冷剤代わりにおろしりんご 1ケース（30袋）

・内容量：100ｇ×30袋 
・賞味期間：製造から１年６ヵ月

税込 4,700円 （税抜4,352円）

まとめ買い 3ケース（100ｇ×30袋）×3ケース ※お届け先は1ヵ所

税込14,100円▶税込13,812円 （税抜12,789円） 送料無料

品質保持の為、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

まとめ買い 5箱（1g×10袋）×5箱 ※お届け先は1ヵ所

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)

税込 2,160円 （税抜 2,000円）

乳酸菌と酵母の複合発酵で、まろや
かなおいしさ。酸味がおだやかで、酵
母の豊かな風味があります。

ヴィーリ
ベターホーム  

手作りケフィア  

まとめ買い 5箱（1g×20袋）×5箱 ※お届け先は1ヵ所

・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

送料無料税込10,800円▶税込 10,500円 （税抜9,723円）

今から始めよう！

植物性乳酸菌発酵ジャム

GoodTopping!

GoodTopping!

GoodTop
ping!

使用例 カナダ・ケベック
州にあるリックさ
んのメープル林
で採れた樹液
のみを使用。

繊細な味わいで上品な甘さ

GoodTopping!

使用例 ふつうのきな粉より粒
が細かく、口に入れる
とふわっと溶けるので、
むせにくい。国産大豆
を使用し、和三盆、黒
糖、麦芽糖を混ぜた、
やさしい甘さ。

ふわっととろける極上のきな粉

GoodTopping!

使用例

乳酸菌が作る食物繊維（EPS）
による粘りが特徴。酸味をほと
んど感じず、くせのない味です。

さらりとした
なめらかな食感

トロリとした
食感

1ℓの牛乳に菌を入れて、1日おけばできあがり！

健 康 習 慣

トッピング



忙しいときに！ お手軽　　特集

まとめ買い 10袋（8ｇ×8袋）×10袋

※お届け先は1ヵ所
税込 3,720円 
　　（税抜3,450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ヵ月

手軽に本格的な
だしがとれます

丼に麺を入れてお湯をそそぐだけ
国産小麦の即席麺に、かつおだしがきいた和風カレー味の
スープがマッチ。さらっとした口当たりとほどよい辛さが特徴
です。きつねうどんとのセットでお届けします。

カレーうどん 調理例

◀五島名物「地獄炊き」

きつねうどん 調理例

税込 1,320円 （税抜1,223円）
・内容量：カレーうどん86.8g、きつねうどん78g×各4/計8食  
・賞味期間：製造から6ヵ月  ・岐阜・トーエー食品

ノンカップ麺うどんセット（カレー・きつね）

・内容量：80g×6束　・賞味期間：製造から720日
・宮城・きちみ製麺

税込1,080円（税抜1,000円）
手延白石温麺6束

うーめん

手軽にゆでやすい
宮城県のご当地そうめん
宮城の名産「白石
温麺」。長さ9cmと
短いのでさっとゆ
でられます。油不
使用で消化がよく、
子どもやお年寄り
にも食べやすいと
評判。手延べなら
ではの抜群のコシ
とつや、つるんとしたのどごしをどうぞ。

便利な即席麺。定番の4種セット
中身をどんぶりに
あけて湯を注ぎ、
ふたをして待つ
だけ。４種類の味
で大人気。化学調
味料不使用なの
であっさりとした
おいしさ。常備して
おくと便利。

税込 3,024円 （税抜2,800円）
・内容量:ねぎ入りそば77.8g、きつねうどん78g、ねぎ入り
しょうゆ味75.8g、しおやさい味78.5g×各5／計20食
・賞味期間:製造から6ヵ月  ・岐阜・トーエー食品

ノンカップ麺4種セット

長崎・五島列島で300年以上も
昔から伝わる希少なうどん
「五島手延うどん」は島にふく自然乾燥に適した「風」
やキレイな海から採れる「自然塩」、島に自生する椿
から加工される良質の
「椿油」など自然の恵み
に育まれています。コシ
が強く、ぷるんとなめらか
な食感が特徴。化学調
味料・保存料不使用の
「あごだしスープ」付き。

税込 1,188円 （税抜1,100円）
・内容量：〈麺80ｇ×３（３人前）・スープ10g×３〉×２袋　・賞味期間：製造から常温
365日　・原材料：【麺】小麦粉（国内製造）、食塩、食用植物油(椿油)【あごだし
スープ】食塩(国内製造)、粉末醤油、砂糖、焼きあご、たん白加水分解物、酵母エキス、
かつお節、いりこ、ねぎ、食用植物油、(一部に小麦・大豆を含む)　・長崎・マルマス

五島手延うどん 2袋（あごだしスープ付き）

ねぎ入りしょうゆ味しおやさい味

ねぎ入りそば
きつねうどん

調理例

新発売

ベターホ
ームレシ

ピ

鍋にそれぞれの材料を入れ、火にかける。沸騰したら弱火
にし、５～６分煮出す。（めんつゆは冷めてから）だしパック
を取り出す。

だしをとった後の袋の中身を鍋にあけ、しょうゆ大さじ
1/2、砂糖小さじ1/2、酒小さじ１を混ぜる。汁気がなくな
るまで炒め、いりごま・青のり各小さじ１を混ぜる。

水 ………………800㎖
和風だしパック…２袋
砂糖 ……………大さじ１
しょうゆ …………大さじ４
みりん …………大さじ１

水 ………………400㎖
和風だしパック…1袋
砂糖 ……………大さじ１
しょうゆ …………大さじ４
みりん …………大さじ１・½

かけつゆ めんつゆ【４人分】

ふりかけ【だしパック１袋分】

【作り方】※かけつゆもめんつゆも作り方は同じです。

【４人分】

手延白石温麺  調理例

調理例

つゆはぜひ手作りで！

調理例

麺が短く、
食べやすい！

調理例

たっぷりの湯でゆ
でたら、火を止めて
ふたをして２～３分
蒸らし、鍋のまま
食卓へ。ふんわり
した食感が楽しめ
ます。あごだしスープ
やしょうゆで、生卵
や薬味を添えて
食べます。

調理例冷やし
うどんも◎

税込 394円 （税抜365円）
税込421円▶

5月は
お買得

だしをとり終わった中身もおいしく食べられます！

ごとう

人気です！

うどんの

和風だしパックで

かけつゆ
めんつゆを手作り！

めん

税込3,990円▶
通常割引価格






