
盛りつけ例

使っていいものクラブ通信
ベターホーム

お届け指定日 2022年9月7日（水）まで2022年8月31日（水）までご注文締切

8月号
2022年

・ささみカツ甘酢かけ180g、つくねスティック200g、やわらかムネ肉の塩
唐揚げ180g、照り焼きチキン165g　・賞味期間：製造から冷凍1年
・徳島・イシイフーズ　※宅配業者：ヤマト運輸　※北海道にはお届け
できません。

税込 4,266円 （税抜3,950円）
阿波すだち鶏総菜セット

肉のおかずもしっかり食べて元気に

すだち鶏は徳島・吉野川流域の清らかな自然の中で育てた
特別飼育鶏。ささみを使ったカツ、ムネ肉を使ったつくね
スティックと塩唐揚げ、骨なし手羽元の照焼きチキンをセット
にしてお届けします。

・内容量:1枚（100g以上）×5枚セット　・賞味期間：製造から冷凍360日　
・北海道・タカハシ食品　・宅配業者：ヤマト運輸

税込 5,093円 （税抜4,716円）
北海道産 ホッケ魚醤漬けの塩焼き

北海道産のホッケを、ホッケで作った魚醤（魚を塩で漬けた
発酵調味料）に漬けてから焼きました。冷凍のまま5分湯せん
するだけでふっくらおいしく、凝縮されたホッケのうま味が味わ
えます。塩味は控えめで、半身ずつの食べきりパック。

函館から旬の味をお届けします

送料込 産直便 冷 凍

送料込 産直便 冷 凍

盛りつけ例

盛りつけ例

盛りつけ例

ネットショップ、郵便、FAXでの受注はお受けしておりますが、発送は8月16日(火)以降順次ご対応させていただきます。
発送が通常より遅れる場合がございます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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。
2022年8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。

夏季休暇のお知らせ ： 2022年８月11日から８月15日までお休みとなります。

ホッケを
さらにおいしく

盛りつけ例

・内容量［品種］：2.3kg（黒系［高尾・あづましずく・ピオーネなどのいずれか］・赤系［クインニーナ・紅環・
サニードルチェ・シナノスマイルなどのいずれか］・緑系［多摩ゆたか・黄玉などのいずれか］ 各1～2房、合
計4～5房） ・山形・やまがた物産振興機構 ※宅配業者：ヤマト運輸  ※お届け日の指定はできません。

税込 6,048円 （税抜5,600円）
山形県産・大粒種なしぶどう3種セット

香りや風味が異なる3種類の甘い大粒種なしぶどうを詰め合わせで
お届けします。果樹園がある場所は火山灰土壌で大粒ぶどうの栽培
に適しており、生産者の吉田さんは農薬を減らして、安心・安全な果物
作りにとり組んでいます。3種とも、品種はおまかせください。

黒・赤・緑、大粒のこだわりぶどうの詰め合わせ

送料込 産直便 冷 蔵

・内容量：〈やわらか煮魚サバ味噌煮、やわらか煮魚サンマみぞれ煮、やわらか煮魚サンマ生姜煮、
やわらか煮魚イワシ梅煮、やわらか煮魚イワシ生姜煮〉各40g×各3袋　・賞味期間：製造から冷凍
1年　・岩手・小野食品　※宅配業者：ヤマト運輸　

税込 4,536円 （税抜4,200円）
三陸おのや やわらか煮魚セット

国産の新鮮なサバ、サンマ、イワシを食べ
やすい大きさの切り身にし、骨までやわら
かく煮込みました。煮汁にとろみがあって
飲み込みやすく、塩分も控えめなので、どの
年代の方にもおすすめです。

骨までやわらかな5種の煮魚

送料込 産直便 冷 凍

たわわに実った
ジューシーな
大粒ぶどう

ご注文と
お届けに
ついて

●ご注文締切：2022年9月14日(水)

●お届け期間：2022年9月中旬～下旬
※ハガキでご注文の場合は2022年9月7日(水)の消印まで有効。

湯せん

※天候等により、お届け時期が変更になる場合があります。

湯せん

電子レンジ

サンマ生姜煮
イワシ梅煮

サバ味噌煮

ささみカツ甘酢かけ つくねスティック

照り焼きチキン

やわらかムネ肉の塩唐揚げ

サンマみぞれ煮 イワシ生姜煮



人気のSASAWASHI製品で紫外線対策
サ サ ワ シ

税込 3,080円 （税抜2,800円）

SASAWASHI
アームカバー （ブラック／グレー）

・材質：分類外繊維(ささ和紙)、レーヨン、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン  
・サイズ：長さ約52cm  ・重さ：約50g  ・日本製・SASAWASHI  
※洗濯機可（ネット使用）。

紫外線はもちろん、
冷房対策にも◎
ささ和紙独特のさらさらとした
肌触りが心地よく、通気性も抜
群。吸汗性にも優れているため、
蒸れやべたつきもなく、爽快です。
ささ和紙※素材が持つUVカット機
能を活かし、長めの丈で、手の甲
から二の腕までしっかりカバーし
ます。洗濯後も効果は落ちません。
※ささ和紙とは…和紙とくまざさの長所を融合さ
せた肌にやさしい素材。

税込 6,600円 （税抜6,000円）
・材質：［本体］分類外繊維(ささ和紙)100％  ［紐パーツ］色により仕様が異なります  
・サイズ：56～58cm（内側の紐でサイズ調整可）  ・重さ：約150g  ・インドネシア製  
・SASAWASHI  ※手洗い可。

SASAWASHI
手編み帽子 （キャメル／ブラウン）

ささ和紙の糸で編んだ、手編みのニット
帽子。UVカット機能のほか、断熱性、吸
湿性、抗菌防臭効果で、蒸れることなく
気持ちよくかぶれます。つば先には形態
安定のためのプラスチックワイヤーが
入っており、つばの上げ下げや形が整え
やすくなっています。カジュアルすぎず、上
品で落ち着いた印象なので秋口まで使
えて、幅広い年代におすすめです。

たたんでバッグに入れられるので、
携帯にも便利

サイズ
調整紐付き

バックにi
n!

断熱性
吸湿性UVカット 抗菌防臭

効果

通気性
抜群

UVカット 心地良い
肌触り

グレーに近い色味

ステンレスボール

・材質：18-8ステンレス  
・板厚：0.7㎜
※サイズは内径表示です。

税込 2,068円
（税抜1,880円）

24㎝ 税込2,200円→

税込1,760円
（税抜1,600円）

21㎝ 税込1,870円→

税込1,400円
（税抜1,273円）

18㎝ 税込1,485円→ ・材質：
18-8ステンレス
※サイズは
外径表示です。

税込 2,255円
（税抜2,050円）

25㎝ 税込2,420円→

ボールざる

税込 2,120円
（税抜1,928円）

22㎝ 税込2,255円→

税込1,815円
（税抜1,650円）

19㎝ 税込1,925円→

小さなボール
13㎝

10㎝

税込1,210円→

税込 1,145円
　　  （税抜1,041円） 

税込847円→

税込 800円
　　（税抜728円） 

・材質：18-8 ステンレス
・板厚：［10㎝］0.6㎜
［13㎝］0.5㎜

12㎝ 税込990円→

税込 925円
　　（税抜841円） 

10㎝ 税込891円→

税込 840円
　　（税抜764円） ・材質：18-8ステンレス

小さなボールざる

〒150-8363 東京都渋谷区渋谷2-20-12　
ベターホーム通信販売 係

03-3407-9006（24時間受付）

お近くのベターホームへお申し込みください。
 受付時間

（平日 9：30～17：30）
東　京：03-3407-0471　
大　阪：06-6376-2601

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。

●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。

●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、名入れ包丁、書籍　2.一度ご使用になられた商品】

※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。

商品数にかかわらず、お届け先1ヵ所につき送料662円です（沖縄県は1,731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（4月～10月）。お届け先1ヵ所につき、税込1万円以上お買い上げで　　　　です（沖縄県
は1,222円）。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

送料について

具体的な賞味期限の記載のないものは、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

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

お取替え・ご返品について

郵送の場合

お電話で

ファクシミリの場合

インターネットで

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

お申し込み方法

払込用紙をお送りいたしますので、お近くの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）。※郵便局でもお振り込みいただけますが、2022年1月17日に行われたサービス変更にともない、現金でお支払い
の場合、お客様負担で別途料金（110円）が加算されるようになりましたので、ご注意ください。通帳・キャッシュカードを
使ってゆうちょ口座からお支払いの場合は、加算料金はありません（窓口・ATMどちらでも、口座からのお支払いが可能）。

お支払い方法

たためるから
携帯に便利

ケフィアチーズ
手づくりポット
税込1,640円→ 税込925円 

（税抜841円） ケフィアチーズの
作り方動画はこちら

・サイズ：15.5×15.5×8.8cm  ・容量：1ℓ
（約400ｇのケフィア、ヴィーリが入ります）  
・材質：［ふた・容器］ポリプロピレン、［ざる］
ステンレス鋼  ※容器は電子レンジにも使
用できます。（ざるは除く）

I H
不可ゆきひら鍋

税込2,717円→税込2,442円
　　（税抜2,220円）

21cm

税込2,178円→税込1,958円
　　（税抜1,780円）

18cm

税込1,716円→税込1,540円
　　（税抜1,400円）

15cm

・材質：［本体］アルミニウム（アルマイト加工）、［柄］木製  ・厚さ：1.7㎜

税込1,375円→

税込 1,265円
（税抜1,150円） 

・材質：アルミダイキャスト
・サイズ：長さ15.5㎝
・重さ：110g

にんにく
しぼり

･材質：18-8ステンレス
・サイズ：長さ19㎝

税込754円→

税込704円
（税抜640円）

泡立て器
（ミニ）

税込1,446円→税込1,320円
　　（税抜1,200円）

税込1,283円→税込1,177円
　　（税抜1,070円）

大 21cm用

小 18･15cm
　 兼用

・材質：[本体]アルミニウム（アルマイト加工）、[つまみ]木製

ゆきひら鍋のふた

キャメル

グレー

ブラックブラウン

薬味の
水切りに

ヴィーリにも
使えます！

8 いいもの、お買得月の お買得価格への切替は2022年8月1日（月）お昼の12時となります。●インターネットでご注文の場合



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
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。
暑い時期は炭酸で割って飲む
のもおすすめ。

調理例

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

8月は
お買得 アロニアミックス
ジュース

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

税込29,800円 （税抜27,593円）税込32,280円▶ 送料無料

ニゲロオリゴ糖 1本（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 12本（490g×12本） ※お届け先は1ヵ所 まとめ買い 3ケース（100ｇ×30袋）×3ケース ※お届け先は1ヵ所

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）

税込14,100円▶税込13,812円 （税抜12,789円）送料無料

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
の一種です。

「ふじ」を中心に国産りん
ごをすりおろしてバランス
良くブレンドしました。

毎日食べる
おろしりんご
毎日食べる
おろしりんご

健康で丈夫な体づくりをサポート 

ニゲロオリゴ糖

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。

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9,725円）

税込4,104円▶税込 3,218円（税抜2,980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

下記❶～❹よりお選びください

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 4,482円 （税抜 4,150円）
1ケース（30缶）

・内容量：160ｇ×30缶 ・賞味期間：製造から2年

税込13,932円▶税込 13,116円 （税抜12,147円） 送料無料

税込4,753円▶

通常割引価格

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

8月は
お買得

健の夏真 慣習康
1ℓの牛乳に菌を入れて、1日おけばできあがり！

※暑い時期はなるべく涼しい部屋で発酵させて
　ください。

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。

ヴィーリ

とろとろ・
ツルツルした
食感が人気！

1缶に
ポリフェノール
600mg！

1日あたり
ティースプーン
2～4杯が目安

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11,982円▶ 税込9,327円 （税抜8,637円）通常割引価格

※賞味期限が2022年10月2日のものをお届けします。

箱内側のミシン目が

無くなります

包材メーカーの都合により、今後順次、箱内側の切り取り用の
ミシン目が無い箱へ切り替えさせていただきます。
（箱の見た目は変わりません）

段ボール箱仕様変更のお知らせ
毎日飲むジュース宅配便 アロニアミックスジュース❶❷❸

EPSは大腸まで届き、ビフィズス菌や酪酸
菌の栄養源となって、善玉菌を増やします。



かんたん

税込185円▶

まとめ買い 20袋 ※お届け先は1ヵ所

税込 3,132円 （税抜2,900円）

税込 169円 （税抜157円）
チキンスープストック 1袋

・内容量：100ｇ 　・賞味期間：製造から2年

税込３,400円▶

8月は
お買得

8月は
お買得

麻婆豆腐の素
切った豆腐と一緒に煮込むだけ。ピリッと
辛くておいしい、ごはんに合う麻婆豆腐
が手軽に作れます。

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
ハッシュドビーフ

お料理教室の先生がつくった
ミートソース

税込420円▶ 税込 400円
　（税抜371円）

麻婆豆腐の素 1袋

チキンのうまみをぎゅっと凝縮したスープ
ストック（洋風だし）。チャーハンや炒めもの
のかくし味として使うと、いつもの味がワン
ランクアップ！液体なのでさっとなじみます。
化学調味料・香料・着色料不使用。

※ねぎは商品に含まれません。 ※お届け先は1ヵ所

発売から大好評！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。
うま味と酸味のバランスが抜群の一品です。

税込1,900円▶税込 1,825円
　 （税抜1,690円）

税込 380円（税抜352円）
ミートソース 1袋

・内容量：140ｇ  ・賞味期間：製造から２年

まとめ買い 5袋（140g×5袋）

※お届け先は1ヵ所※お届け先は1ヵ所

（180ｇ×5袋）まとめ買い 5袋
税込2,420円▶ 税込 2,350円 

　  （税抜2,180円）
盛りつけ例

盛りつけ例

国産の牛肉、しめじ、玉ねぎを使用。トマト
の程よい酸味と無添加デミグラスソース
の豊かな風味とコクが味わえます。

本格ハッシュドビーフ 1袋
税込 484円 （税抜449円）
・内容量:180g 　・賞味期間：製造から２年

※お届け先は1ヵ所（180ｇ×5袋）まとめ買い 5袋
税込2,350円▶

税込484円▶

税込 2,180円 （税抜2,020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
税込 450円 （税抜417円）

通常割引価格

通常割引価格

大きめの国産牛肉入りで、玉ね
ぎをじっくり炒めた本格的な味。
スパイスのピリッとした辛さが
食欲を刺激します。

・内容量：180ｇ（2人前）　・賞味期間：製造から２年

通常割引価格
税込1,950円▶ 税込 1,855円

　　（税抜1,720円）

まとめ買い 5袋（180g×5袋）

❶きゅうりは細切りにする。
❷ねぎは小口切りにする。ミニトマトは縦4つ割りにする。
❸鍋にたっぷりの湯を沸かし、表示通りにめんをゆでる。
水で洗い、水気をきる。ごま油をまぶし、器に盛る。

❹別の鍋に麻婆豆腐の素と②を入れ、中火にかける。混ぜ
ながら、約３分加熱する。③にかけ、①をのせる。
※辛いのが好みなら、ラー油をかけても。

❶シーフードミックスは熱湯をかけ、
水気をきる。酒をもみ込む。

❷たまねぎは粗みじんに切る。
❸炊飯器に米、①と②、Ⓐを入れ、
バターを切って散らし、ふつうに
炊く。

❹器に盛り、パセリを散らす。
※残ったピラフは、ラップに包んで
保存袋に入れ、冷凍保存できる。

【材料】（２人分）

「麻婆豆腐の素」で

ジャージャーめん

麻婆豆腐の素………１袋
ねぎ…………………20ｇ
ミニトマト……6個（約80g）　

きゅうり………………½本
中華生めん……………２玉　
ごま油……………大さじ½

Bette
rhome R

eci p

e

【材料】 （４食分）

【作り方】「チキンスープストック」で

シーフードの炊き込みピラフ

米（洗ってしっかり水気をきる）
　…………米用カップ２（300g）
シーフードミックス（冷凍）…200g
　酒…………………大さじ1/2
たまねぎ…………1/2個（100g）

水……………………315ml
チキンスープストック…大さじ３
塩…………………小さじ1/3
こしょう…………………少々

バター………………………10g
パセリ（みじん切り）…………少々

Bette
rhome Re

cipe

粗挽きの
ひき肉入りで
食べごたえあり！

Ⓐ　

8月は
お買得

肉あんを
トロリとかけた
汁なし麺

炊飯器で
手軽に作れる！

ごはんかんたん

チキンスープストック

調理例

調理例

夏の



国産野菜と肉を使用し、保存料などは
加えずに作りました。やさしい味つけの
おかずが、手軽に味わえます。

かんたん、お湯を注ぐだけ

まとめ買い ５袋（10g×4包）×5袋

※お届け先は1ヵ所

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 ４80円 （税抜445円）

具だくさんおみそ汁 1箱（10袋）

・内容量：13.2ｇ×10袋  ・賞味期間：製造から9ヵ月  

税込 1,566円 （税抜1,450円）税込1,650円▶

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。

調理例

まとめ買い 2箱（13.2ｇ×10袋）×2箱
180ｇ×3袋190ｇ×3袋

※お届け先は1ヵ所
税込3,100円▶ 税込 2,932円 

　　（税抜2,716円）

通常割引価格

8月は
お買得

税込 2,300円 
　（税抜2,130円）

税込2,400円▶

●内容量：180g

税込565円▶税込 518円 （税抜 480円）
すきやき風●内容量：190g

税込540円▶税込 496円 （税抜 460円）
肉じゃが

8月は
お買得

8月は
お買得

まとめ買い 3袋

※お届け先は1ヵ所
税込 1,425円 
　（税抜1,320円）

税込1,620円▶

※賞味期限が2023年4月9日のものをお届けします。

まとめ買い 3袋

※お届け先は1ヵ所
税込 1,488円 
　（税抜1,380円）

税込1,695円▶

※賞味期限が2023年4月23日のものをお届けします。

誰もが
ほっとする
家庭の味

麺類やサラダの
トッピングに!

夏は冷やして
さっぱりと

麺類に
のせても

宮城の名産「白石温麺」。長さ9cmと一般的な麺に
比べて短いのでさっとゆでられます。油不使用で消
化がよいのも特徴です。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。

国産鶏の胸肉と塩だけで作ったサラダチ
キン。保存料や化学調味料不使用で、
あっさりとして締まった食感ですが、開封
前に袋の上からもみほぐすと、柔らかく
しっとりとなります。

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。食欲
が落ちがちな季節におすすめ！

・内容量：80g×6 ・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

うーめん

 

・内容量：100g×3袋 ・賞味期間：製造から
1年7ヵ月 ・兵庫・ウチノ

税込1,036円（税抜960円）
国産鶏サラダチキン 3袋

調理例

常温保存できるサラダチキン。備蓄にも◎

手軽にゆでやすい、
宮城県のご当地そうめん

水に溶くだけで、
とろろのできあがり!

朝食のパンに
さっとはさんで

粉
末
だ
か
ら

保
存
に
便
利

産直便送料込

・内容量：獲れたてサバの醤油漬け・活き締めブリの醤油漬け・活き締めタイの醤油漬け各60g×各2
袋 計6袋　・賞味期間：製造から冷凍120日　・高知・宇佐もん工房　※宅配業者：ヤマト運輸　

税込4,104円 （税抜3,800円）
サバ・ブリ・タイの漬け丼セット

冷 凍

獲れたてサバの醤油漬け 活き締めブリの醤油漬け 活き締めタイの醤油漬けお湯をそそぐだけで食べられます
中身を丼にあけて湯を注ぎ、ふたをして待つだけ。化学調味料不使用
なのであっさりとしたおいしさで、食べやすい。常備しておくと便利です。

カレーうどん 調理例 きつねうどん 調理例

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
定番の4種セットもあります

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）

人気です！

新鮮な魚介類の漬けを丼で堪能！
土佐市の漁師町で人気の漬けセット。5分ほど流水解凍して温かい
ごはんにのせるだけで絶品丼に。サバは濃厚なうま味が特徴で、ブ
リは上品な脂が美味。タイはごま入りのたれでひと味違う風味が楽
しめます。薬味や刻みのりをのせてどうぞ。

盛りつけ例

盛りつけ例
盛りつけ例

調理例

ベターホーム 
今日のおかずシリーズ



ほっとひと息、夏のおやつほっとひと息、夏のおやつほっとひと息、夏のおやつ
高品質な3種のコーヒーをブレンドし、ゼラ
チンを配合してドリップバックにしました。
コーヒーを淹れるように熱湯（100㎖）を
注ぎ、冷やせばできあがり！甘味はついて
いないので、お好みで熱いうちに大さじ1の
砂糖を溶かして固めるか、食べる時にニ
ゲロオリゴ糖などのシロップをかけても。

ドリップコーヒーのように作る本格コーヒーゼリー

調理例

スペシャルティドリップ
コーヒーゼリー 10袋
税込 1,728円 （税抜1,600円）
・内容量：10g×10袋　
・賞味期間：製造から365日　・大分・三洋産業
※パッケージは2種ありますが、中身は同じで選べません。

ドリップして
冷やすだけ！

甘さ控えめのさっぱりとした味わいで、冷蔵庫に
ストックしておきたい夏の人気商品。凍らせて
シャーベット状にするのもおすすめです。

米粉と米油を使用し、グルテンフリー・アレル
ゲンフリー・化学調味料フリーを実現した、安心
して食べられるスナック菓子。えびの風味が
楽しめる「えびせん風」、野菜由来のものだけ
で味つけした「野菜ブイヨン味」、青のりの中で
も最高品種といわれるすじ青のりを使用した
「のり塩味」をセットで。おやつやお酒のおつまみ
にぴったりな、手が止まらないおいしさです。

梅ゼリー4個セット
税込 810円（税抜750円）
・内容量：80g×4個
・賞味期間：製造から10ヵ月
・奈良・王隠堂農園

カリポリの食感がやみつきに！

お米スナック ポリフリー３種セット
税込 729円 （税抜675円）
・内容量：野菜ブイヨン味25g、えびせん風25g、のり塩味25g
・賞味期間：製造から180日　・原材料：［えびせん風］うるち米（岩
手県産）、食用こめ油、桜こあみパウダー（三陸産）、塩（石垣島産）  
［野菜ブイヨン味］うるち米（岩手県産）、ほうれん草、食用こめ油、
デキストリン、食塩、酵母エキスパウダー、ブドウ糖、植物油脂、オニ
オンパウダー、香辛料  ［のり塩味］うるち米（岩手県産）、食用こめ
油、塩（石垣島産）、アオノリ粉末　・岩手・ひころいちファーム

甘露梅が丸ごと1個入り！

新発売

煎茶 1袋

・原材料：緑茶（静岡県産）  ・内容量：100g 
・賞味期間：製造から1年  ・静岡・平岡商店  

税込 972円 （税抜900円）税込1,058円▶

まとめ買い 3袋 100ｇ×3袋

※お届け先は1ヵ所
税込3,114円▶ 税込 2,856円 

　　（税抜2,646円）

ほうじ茶 1袋

・原材料：緑茶（静岡県産）  ・内容量：150g
・賞味期間：製造から1年  ・静岡・平岡商店 

税込 940円 （税抜871円）税込993円▶

まとめ買い 3袋 150ｇ×3袋

※お届け先は1ヵ所
税込2,916円▶ 税込 2,757円 

　　（税抜2,553円）

Bette
rhome Re

cipe

夏の贅沢、水出し冷茶

容器に冷水500mlと「お料理教
室の先生がつくった煎茶」8～
10gを入れ、冷蔵庫に入れ3～6
時間ほどおく。茶こしなどでこし、
グラスに注ぐ。

【煎茶】

容器に冷水500mlと「お料理教室の先生がつ
くったほうじ茶」5gを入れ、冷蔵庫に入れ3～6
時間ほどおく。茶こしなどでこし、グラスに注ぐ。

【ほうじ茶】

容器に冷水500mlとティーバッグ2個（ひもを
切り除く）を入れ、冷蔵庫に入れ3～6時間ほど
おく（煎茶・ほうじ茶とも同様）。グラスに注ぐ。

【ティーバッグ】

8月は
お買得

8月は
お買得

通常割引価格 通常割引価格

お料理教室の先生がつくった

リーフタイプ
急須で淹れる

ティーバッグタイプ
手軽においしく飲める！

お好みで
調整OK！

濃く感じたら、飲む時に
冷水を足して調整しても。

新茶

新茶

新茶

青梅入り
爽やかゼリー

のり塩味

野菜ブイヨン味

えびせん風

煎茶ティーバッグ

・原材料：緑茶（静岡県産）  ・内容量：3ｇ×12個 ・賞味期間：製造
から1年  ・静岡・平岡商店  ※個別包装にはなっておりません。

税込 700円 （税抜649円）税込756円▶

まとめ買い 3袋（3ｇ×12個）×3袋

※お届け先は1ヵ所
税込2,163円▶ 税込 1,998円 

　　（税抜1,851円）

通常割引価格

ほうじ茶ティーバッグ

・原材料：緑茶（静岡県産）  ・内容量：2ｇ×12個 ・賞味期間：製造
から1年  ・静岡・平岡商店  ※個別包装にはなっておりません。

税込 500円 （税抜463円）税込540円▶

まとめ買い 3袋（2ｇ×12個）×3袋

※お届け先は1ヵ所
税込1,554円▶ 税込 1,434円 

　　（税抜1,329円）

通常割引価格

盛りつけ例

盛りつけ例
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