
ベターホームの

福袋
セット
150
先着

くわしくは中面をご覧ください。

ベターホーム協会
創立60周年スペシャル版

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。

1
ベターホーム 検 索
ベターホームのネットショップでお買い物

下記クーポンコードを入力後、
「このクーポンを使う」ボタンを押す
2

NWJBXYEN0366

［ネットショップでご利用の場合］

［ハガキの場合］
同封の「500円お楽しみ券付きハガキ」を
ご利用ください。

1月限定お年玉クーポン クーポンご 利 用 方 法

500円OFF!!
5,000円以上のご注文で商品

代金

有効期限：2022年12月27日～2023年1月31日

※2023年2月7日（火）までの商品お届け分に限り有効となります。
※ハガキまたはネットショップどちらかのご利用で、お一人様1回限りとさせて頂きます。
※他のキャンペーンとの併用はできません。
※福袋のみのご注文の場合、ご利用いただけません。

肉厚な豚肉を甘めの味噌味で

・内容量：13０g（肉約90ｇ・味噌40g）×6パック　・原材料：豚ロース肉（新潟県産）、調味味噌（味噌、酒粕）、
梨、発酵調味料、砂糖（一部に豚肉、大豆を含む）　・賞味期間：製造から冷凍360日　・新潟・栄デリカ

税込 4,536円 （税抜4,200円）
梨でやわらか 新潟県産豚ロース味噌漬け

送料込 産直便 冷 凍

新潟県産豚ロース肉を越後味噌と酒粕をブレンドした特製味噌
だれに漬け込みました。しっとりやわらかな秘密は、味噌だれに
加えた「梨のすりおろし」。梨のたんぱく質分解酵素の働きにより、
肉の食感が残るやわらかい仕上がりに。冷蔵庫で解凍後、たれ
ごとフライパンに入れ、弱火でじっくり焼いてどうぞ。

新発売

水揚げ量の少ない希少なカレイ

新発売

手間暇かけて育てた旬の柑橘を食べ比べ
愛媛県のみかん農家「無茶々園」から3種類の柑橘
をセットでお届けします。化学肥料は使わず有機物で
育て、除草剤もいっさい使わず雑草対策はもっぱら
人の手で。自然のままをいかした栽培方針で、素朴な
見た目ですが味はバツグンです。

果汁たっぷり、弾ける
ような果肉の食感。
とってもいい香りが
特徴的。

すっきりとした甘みで
香りも爽やか。特に
酸味が苦手な方に
おすすめです。

みかんのように手軽
に食べることができ、
甘みが強いのが特徴
です。

伊予柑 スイートスプリングポンカン

ご注文と
お届けに
ついて

●ご注文締切：2023年1月18日（水）

●お届け期間：2023年1月26日（木）～29日（日）
※ハガキでご注文の場合は2023年1月11日（水）の消印まで有効

税込 4,860円 （税抜 4,500円） 産直便送料込

無茶々園の1月柑橘セット

・内容量：伊予柑2kg、ポンカン2kg、スイートスプリング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。）
※天候によりお届け時期が変更になる場合があります。

ヒレはこんがり焼くと
カリカリ食感に

梨農家から
「傷がついた梨を
活用してほしい」と

相談を受けて誕生！

・内容量：180g（２枚）×3パック　・原材料：ヤナギムシカレイ（ササカレイ）
（山陰沖産）、食塩   ・賞味期間：製造から冷凍120日　・島根・渡邉水産

税込 4,590円 （税抜4,250円）
山陰産 笹カレイ一夜干し

送料込 産直便 冷 凍

ふんわりやわらかい繊細な身質と上品な脂が特徴の笹カレイ
（和名ヤナギムシカレイ）。その味わいと焼いたときに放つ芳香
は、「カレイの王様」と評されるほどです。フライパンでも手軽に
焼けて、骨離れがよく食べやすいのもうれしい。

調理例

調理例

見た目よりも、
中身（味）で勝負！

使っていいものクラブ通信
ベターホーム

お届け指定日 2023年2月7日（火）まで2023年1月31日（火）までご注文締切

1月号
2023年

いつもご愛顧いただき、ありがとうございます。
2023年1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。

新春特別号

年始の営業は2023年1月4日（水）からです。本年もよろしくお願いいたします。



約6,000円分
相当の商品

（1月通販価格 税込6,026円）

2,023円分※の
お買い物券つきハガキ

おすすめの商品とお買い物券を新色（ネイビー）の
オリジナル保冷バッグに詰め合わせました。

税込 5,000円 （税抜4,630円）

●他の商品と同様に、10,000円未満のご注文の場合は送料がかかります。
●保冷バッグに商品を詰め、箱に入れた状態でお届けします。

ベターホームの

福袋
セット
150
先着

お一人様
1個まで

創立60周年
スペシャル版

※このお買い物券つきハガキを使用してのご注文に限り、2,023円分のお買い物に
ご利用いただけます。【有効期間：2023年1月4日～6月30日】

お料理教室の先生がつくった
ちらしずしの素×1袋

アロニアミックスジュース×1缶

[今日のおかず]
炊き込みごはんの素×1袋
たけのこごはんの素×1袋

お料理教室の先生がつくった
ほうじ茶ティーバッグ×1袋

お料理教室の先生がつくった
ミートソース×1袋

お料理教室の先生がつくった
煎茶ティーバッグ×1袋

和風だしパック×1袋

お料理教室の先生がつくった
本格ハッシュドビーフ×1袋

お料理教室の先生がつくった
本格ビーフカレー（中辛）×1袋

2,023円分お買い物券つきハガキ オリジナル保冷バッグ（ネイビー）
・ 保冷バッグのサイズ：25×25×18cm

毎日しょうが×1個

税込 745円 （税抜690円）
有機ミルクチョコレート

税込 840円 （税抜778円）
有機ヘーゼルナッツチョコレート

しっとり濃厚、軽い食感の米粉のブラウニー

新発売

福井県産のこしひかり、大麦、大豆をポン菓子にして、
クーベルチュールチョコをコーティング

・内容量：こしひかりチョコ40ｇ、六条大麦チョコ40g、大豆チョコ50g  ・原材料［こしひかり
チョコ］チョコレート（国内製造（砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、バニラ））、米（こしひかり
（福井県産））/乳化剤、（一部に乳成分・大豆を含む）［六条大麦チョコ］チョコレート（国内製造
（砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、バニラ））、六条大麦（福井県産）／乳化剤、（一部に
乳成分・大豆を含む）［大豆チョコ］チョコレート（国内製造（砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス、
バニラ））、大豆（福井県産）／乳化剤、（一部に乳成分・大豆を含む）  ・賞味期間：製造から
270日  ・福井・横井チョコレート

税込 842円 （税抜780円）
福井の恵みチョコ菓子３種セット

新発売

・内容量：ダークチョコ（約29g）×２個、ココナッツ（約29g）×２個、ほうじ茶（約29g）×２個、塩キャラメル（約29g）×２個  
・原材料：［ダークチョコ］粗製糖（国産）、鶏卵、ココナッツオイル、カカオパウダー、米粉、玄米粉、カカオニブ、カカオマス、
塩、（一部に卵を含む）［ココナッツ］粗製糖（国産）、鶏卵、ココナッツオイル、カカオパウダー、米粉、ホワイトチョコ
レート（砂糖、ココアバター、全粉乳）、ココナッツ、玄米粉、塩/乳化剤、香料、（一部に卵、大豆、乳成分を含む）
［ほうじ茶］粗製糖（国産）、鶏卵、ココナッツオイル、米粉、ほうじ茶パウダー、玄米粉、ポピーシード、塩、（一部に卵を含む）
［塩キャラメル］粗製糖（国産）、鶏卵、ココナッツオイル、カカオバウダー、米粉、玄米粉、落花生、塩、（一部に卵・落花生
を含む）  ・賞味期間：製造から75日  ・岡山・ホトトギスファーム

税込 3,348円 （税抜3,100円）
米粉のブラウニー8個セット

送料込 産直便

小麦粉をまったく使わないグルテンフリーの焼菓子。
「ダークチョコ」はカカオの香り豊かで、王道のおいしさ。
「ココナッツ」はミルキーなホワイトチョコチップが美味。
「ほうじ茶」はカカオの代わりに岡山県美作産ほうじ茶を
使った、香ばしいブラウニー。「塩キャラメル」は濃厚な
キャラメル感とほどよい塩気があとをひきます。

福井県生まれのブランド米こしひかりを使用した「こしひかり
チョコ」、福井県が生産量日本一を誇る六条大麦を使用した
香ばしい「六条大麦チョコ」、カリッと食感で食べ応えのある
「大豆チョコ」。ポン菓子の食感と香ばしさ、チョコレートの
なめらかな口溶けが味わえます。光沢剤は使用せず、独自の
製法でツヤを出しています。

盛付例

厳選した有機栽培の原材料にこだわり、ドミニカ
共和国のカカオマスなどを使用。じっくり練り上げる
こだわりの製法により、乳化剤を使わずになめらかな
口溶けに。「有機ミルクチョコレート」はコクのある
ミルキーな味わい（カカオ分約38％）。「有機ヘーゼル
ナッツチョコレート」はナッツが丸ごとゴロッと入って
食べ応えがあります（カカオ分約38％）。

原料生産者から適正価格で購入して継続的に取引
する「フェアトレード（公正な貿易）」を行って生産した
チョコレートのこと。このチョコレートを買うことで、
途上国の小規模農家の生活向上を応援できます。

●2/14（火）までにお届け希望の場合は、1月31日（火）までにご注文ください。
※ハガキは1月31日（火）必着

・内容量：100g  ・原材料：有機全粉乳、有機粗糖、
有機ココアバター、有機カカオマス、有機黒糖、有機
ヘーゼルナッツ粉、有機バニラ  ・賞味期間：製造から14ヵ月 
・原産国：スイス  ・東京・プレス・オールターナティブ

・内容量：100g  ・原材料：有機ヘーゼルナッツ、
有機全粉乳、有機粗糖、有機ココアバター、有機
カカオマス、有機黒糖、有機バニラ  ・賞味期間：製造から
12ヵ月  ・原産国：スイス  ・東京・プレス・オールターナティブ

有機JAS認証取得、フェアトレードチョコレート新発売 新発売盛付例 盛付例

自社製造の
チョコレート専門メーカーが作る、

上質なチョコ菓子

こだわりのチョコレートで Happy Valentine

盛付例

こしひかり

大麦

大豆

「フェアトレードチョコレート」とは…

ベターホームの
お料理教室ショップで

毎年販売の人気商品。
通販、初登場！

※先着順となりますので、お電話もしくはネットショップからご注文ください（12/27（火）15時より販売開始）。
※福袋のみのご注文の場合、「1月限定お年玉クーポン」はご利用いただけません。
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とり鍋
❶しょうがは皮ごと薄切りにする。手羽元は骨にそって、皮側と
身側に１本ずつ切り目を入れる。もも肉はひと口大に切る。

❷鍋に分量の水と　 を合わせ、火にかける。煮立ったら、①を
入れ、弱めの中火で約８分煮る。途中アクが出てきたら、とる。

❸チンゲンサイは葉と軸に切り分け、軸は４～６つ割りにする。
ねぎは１cm幅の斜め切りにする（緑部分はシメ用に少 と々り
おく）。しいたけは軸をとって飾り切りにする。にんじんは２～
３mm厚さの輪切りか半月切りにする。とうふは４等分に切る。
❹②の鍋にチンゲンサイの軸、にんじん、しいたけ、とうふを
入れて約３分煮る。ねぎとチンゲンサイの葉を加え、約１分
煮る。好みで、ゆずこしょうをつけて食べる。

残った汁にごはん150gを加え、１～２分煮る。
とき卵1個分を回し入れ、ねぎ少 を々加える。

とり手羽元 ・・・・・・・・・・
とりもも肉 ・・・・・・・・・・・
しょうが ・・・・・・・・・・・・・・・・
チンゲンサイ ・・・・・・・・・・・
ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しいたけ ・・・・・・・・・・・・・・・・
にんじん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
焼きどうふ ・・・・・・・・・・
水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　 チキンスープストック・・
　 酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　 みりん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ゆずこしょう（好みで） ・・・・・・・・・

６本(約200g)
1/2枚(100g)
1かけ(10g)
2株(240g)
1/2本(50g)
４個(60g)

50g
1/2丁（150ｇ）

800ml
1袋(100g)
大さじ4
大さじ2
少々

A

材料（2人分）

作り方

シメ 卵ぞうすい

A

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
コクがあり、ごはんに合う麻婆豆腐が手軽に作れます。

チキンスープストック
上品でこくのあるまろやかな味わ
い。化学調味料は使っておらず、
素材のおいしさが引き立ちます。

2倍濃縮甘酒
長野県産の契約栽培米を糀の力だけで糖化し、雑味が
ないやさしい甘みに。ノンアルコールで、お子様も安心。
1袋（150g）で2倍希釈で2～３杯分の使いきりパックが
3袋入り。お湯はもちろん、牛乳や豆乳で割っても美味。

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）

※お届け先は1ヵ所

集あった か 特鍋冬の
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麻婆鍋 ❶白菜はひと口大に切る。ねぎは１ｃｍ幅の斜め切りにする。
にらは３ｃｍ長さに切る。

❷とうふは６等分に切る。
❸鍋に麻婆豆腐の素と　を入れ、強火にかける。煮立ったら、
　白菜、ねぎ、とうふを入れ、中火で煮る。野菜がやわら
かくなったら、肉を１枚ずつ広げるように入れて煮る。
肉の色が変わったら、にらを入れ、さっと煮る。

麻婆豆腐の素 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
　 チキンスープストック ・・
　 しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
　 水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
白菜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
にら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
とうふ ・・・・・・・・・・・・・・・
豚ロース肉（しゃぶしゃぶ用）・・

１袋
大さじ2
大さじ1
400ml
150ｇ

1/2本(50g)
1/2束(50g)
1/2丁（150ｇ）

150g

A

材料（2人分）

作り方

残った汁に無調整豆乳100mlとすりごま(白)大さじ2を
入れる。煮立ったら中華蒸しめん1玉を加えて１～２分煮る。
塩少 （々材料外）で味をととのえる。辛いのが好きなら、ラー油をかけても。

シメ タンタンめん風

A

税込420円▶
税込 400円（税抜371円）

麻婆豆腐の素 1袋

・内容量：180ｇ（2人前）
・賞味期間：製造から２年

1月は
お買得

1月は
お買得
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甘酒豆乳鍋
❶ねぎは３～４cm長さの斜め切りにし、水菜は５～６cm長さに切る。
えのきは根元を切り落とす。
❷鍋に濃縮甘酒と豆乳を入れて火にかける。小さな泡がふつふつ
と出てきたら、みそをとき入れ、しょうが汁と塩を加える。
❸ねぎとえのきを入れて弱めの中火にし、４～５分煮る（火が強いと
豆乳が分離するので注意）。豚肉と水菜を加え、肉に火が通ったら
器にとり、好みでわさびを添える。

豚ロース肉（薄切り） ・・・・・・・・・
ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水菜 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
えのきだけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２倍濃縮甘酒 ・・・・・・・・・
豆乳* ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みそ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しょうが汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
練りわさび ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

200g
２本
100g
100g

１袋（150g）
400ml
大さじ２
大さじ1
少々
適量

材料（2人分）

作り方

麻婆豆腐の素を使えば
かんたん！うま辛味で
体がぽかぽか温まります。
野菜はきのこやもやしも
おすすめです。

税込200円▶税込 185円 （税抜172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

通常割引価格

まとめ買い 20袋

※お届け先は1ヵ所
税込 3,510円 （税抜3,250円）税込３,690円▶

手羽元の骨からもよいだしが出て、うま味たっぷり。
水炊き風のやさしい味わいのお鍋です。

・内容量：150g×3  
・賞味期間：製造から６ヵ月  ・長野・千日みそ

税込734円 （税抜680円）
2倍濃縮甘酒

甘酒のコクのある甘さ
とみそがよく合います。
ほんのり香るしょうが
がアクセント。

汁が少ない場合は水適量をたす。早ゆでパスタ50g
を半分に折って加え、表示のゆで時間をめやすに
煮る。好みで粉チーズ、黒こしょうをかける。

シメ クリームパスタ

＊調整、無調整どちらでも。
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まとめ買い 5箱（1g×10袋）×5箱 ※お届け先は1ヵ所

税込7,185円▶税込6,995円 （税抜6,480円）

ヴィーリ菌 10袋
税込1,437円 （税抜1,331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)

6種の乳酸菌と2種の酵母の
複合発酵。6種類の乳酸菌の
うち2種類は、生きて腸まで届
きます。酸味がおだやかで、酵
母の豊かな風味があります。

乳酸菌が作る食物繊
維（EPS）の粘りが特
徴。食物繊維は大腸ま
で届き、ビフィズス菌
や酪酸菌の栄養とな
ります。

税込 2,376円 （税抜 2,200円）

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11,880円▶税込 11,555円 （税抜10,700円）

フィンランド生まれの発酵乳 ロシア・コーカサス生まれの発酵乳

ヴィーリ、ケフィアどちらも1袋を牛乳（1ℓ）に入れ、室温に2～3日おくだけ！作り方は
かんたん！

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 4,753円 （税抜 4,401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14,259円▶税込 13,932円 （税抜12,900円）送料無料

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。

1日一本。毎日の習慣に！

「ふじ」を中心に国産りんごをすりおろしてバランス
よくブレンド。離乳食や介護食、病気の回復食にも。

1日1個のりんごで医者いらず

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

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32,810円 （税抜30,380円）税込35,640円▶ 送料無料

まとめ買い 12本（490g×12本） ※お届け先は1ヵ所

ニゲロオリゴ糖 1本（490g） 

・賞味期間：製造から2年
税込 2,970円 （税抜2,750円）

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。ケフィアやヴィーリにかけて、ドリンクや
料理にもどうぞ。

「健康をサポートする」糖類

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

❶ にんじんジュース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

❸ 赤い野菜のジュース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

ベターホーム 

手作りケフィア  
ヴィーリ

毎日飲むジュース宅配便

毎日食べる おろしりんご

毎日食べる体内元気習慣 ニゲロオリゴ糖
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アロニアだけで作った濃厚果汁。そのままで
も、水やジュースで割って飲んでも。1日30㎖を
目安にどうぞ。

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）

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
税込 4,104円（税抜3,800円）

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12,312円▶ 税込11,982円 （税抜11,097円）

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。

混ぜて炊くだけで、風味や食感の
楽しい雑穀ごはんができます。

税込594円▶税込 560円 （税抜519円）
国内産雑穀ミックス 1袋

まとめ買い 6袋 ※お届け先は1ヵ所

税込 3,258円 （税抜3,018円）通常割引価格
税込３,456円▶

1月は
お買得

・内容量：200ｇ ・賞味期間：製造から1年6ヵ月 

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。

※お届け先は1ヵ所
通常割引価格

発酵ジャムブルーベリー 1個

・内容量：205ｇ　・賞味期間：製造から1年 
税込860円▶ 税込 820円 （税抜760円）

まとめ買い 6個
税込4,935円▶税込 4,795円 （税抜4,440円）

1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

えごまはα-リノレン酸を多
く含み、血液を健康に保つ
といわれています。無農薬
で低温圧搾した上質なえご
ま油。

8種類の雑穀が手軽にとれる 植物性乳酸菌で贅沢な味わい

１瓶にポリフェノール約3000mg
1缶にポリフェノール600mg

血圧が高めの方に

香ばしさがクセになる、やさ
しい甘さのペーストです。

黒ごまの素材感たっぷり

まとめ買い 6個（155g×6個） ※お届け先は1ヵ所

税込 3,594円 （税抜3,328円）税込3,705円▶

・内容量：155g　・賞味期間：製造から9ヵ月　

毎日しょうが  1個 1月は
お買得

税込650円▶税込 617円 （税抜572円）

北海道産のビートグラニュー糖と練り合わせてジャム状に。
しょうが湯や紅茶、ケフィアやヴィーリに。

国産しょうがを皮ごとすりおろし

通常割引価格

通常割引価格

まとめ買い 6個
税込3,920円▶税込 3,780円 （税抜3,500円）

※お届け先は1ヵ所

・内容量：195g  ・賞味期間：製造から1年

毎日くろごま  1個
税込685円▶税込 650円 （税抜602円）

1月は
お買得

送料無料

有機アロニア 100％果汁

ベターホーム 

手作りケフィア  

アロニアミックス
ジュース

国内産
雑穀ミックス

発酵ジャム
ブルーベリー

生えごま油 毎日くろごま

毎日しょうが



原材料・資材の高騰、燃料費・輸送諸経費の値上がりにより、2023年2月1日及び3月1日ご注文分より一部商品の価格を改定させて
いただくことになりました。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース

カレー・ハッシュドビーフギフトセット
[今日のおかず]すき焼き風

お料理教室の先生がつくった
本格ビーフカレー

1,069円
540円
2,625円
540円
2,625円
5,724円
600円

972円
484円
2,350円
484円
2,350円
4,957円
565円

[今日のおかず]肉じゃが
[今日のおかず]12袋セット
ゴムべら（大）
ゴムべら（小）
食器用ふきん

572円
6,663円
1,700円
1,485円
550円

440円

540円
6,397円
1,485円
1,265円
510円

259円

1袋
まとめ買い5袋

お料理教室の先生がつくった
本格ハッシュドビーフ

ゆきひら鍋（旧アルマイト加工）柄（15㎝、18㎝、21㎝）
※柄の下部をネジ止め（2005年から2010年まで販売）

1袋
まとめ買い5袋

1月まで 2月から
【2023年2月1日より価格改定】 

商品名 1月まで 2月から商品名
※1月末までのご注文は1月の価格でお届けします（ハガキは1月末までに必着）。

【2023年3月1日より価格改定】
※2月末までのご注文は2月の価格でお届けします（ハガキは2月末までに必着）。

価格改訂のお知らせ

※税込価格

※税込価格

具だくさんおみそ汁
2,160円
4,178円
     終売　

1,650円
3,100円
495円

1箱
まとめ買い2箱
お試し3袋

2月まで 3月から商品名

【在庫限りで終売となります】 ※税込価格

粉かんてん
デジタルばかり
大画面キッチンタイマー
IH対応・油をなじませた鉄製いため鍋（28cm）

475円
1,798円
1,078円
6,050円

価格商品名

調理例
調理例

1月のいいもの、お買得

巻きすだれ

税込1,012円→

税込950円（税抜864円）
・材質／竹、糸（綿）　・サイズ／27×27㎝

・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1,518円→税込1,430円（税抜1,300円）

直径19cm

直径22cm

税込1,892円→税込1,790円（税抜1,628円）

税込2,255円→税込2,130円（税抜1,937円）

万能こし器 小さなマドレーヌ型（10個付き）
（シリコーン加工）

税込473円→

税込 440円 （税抜400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℃

まな板

大 税込6,710円→

税込 6,380円
　　（税抜5,800円） 

小 税込5,500円→

税込 5,230円
　　（税抜4,755円） 

・材質／木曽ひのき
・サイズ／［大］40×30×3㎝
            ［小］33×25×3㎝
・重さ／［大］約1.5kg 
　　　 ［小］約1kg

税込836円→

税込792円（税抜720円） 
・材質／18-8ステンレス 
・サイズ／柄の長さ25㎝
・容量／すりきりで約70㎖

レードル

・材質／［本体］銅（内側表面にすず加工）、［柄］木製
・サイズ／［15㎝（卵3個用）］厚さ1.2㎜、重さ550g
　　　　［18㎝（卵5～6個用）］厚さ1.3㎜、重さ780g

税込6,660円（税抜6,055円）
税込7,040円→18cm角

税込5,120円（税抜4,655円）
税込5,390円→15cm角

卵焼き器

不可I H

・材質／日光ひのき 
・サイズ／25×20×1.8㎝ 
・重さ／約420g

税込2,200円→

税込2,070円
 （税抜1,882円） 

小さなまな板

調理例

お買得価格への切替は2022年12月27日（火）15時となります。●インターネットでご注文の場合

・材質／ガラス繊維にフッ素樹脂加工
・サイズ／30×80㎝　・耐熱温度／260℃

税込2,200円→
税込2,090円（税抜1,900円） 

オーブンシート

・材質／鉄にすずメッキ、鋼線、シリコーン樹脂加工
・サイズ／21×12.5×1㎝

税込1,485円→

税込1,380円（税抜1,255円） 

・材質／合成ゴム（軽量ゴムと軽量木材の複合材）
・サイズ／33×25×2㎝　・重さ／約1.2㎏
・耐熱温度／-30℃～70℃

税込8,470円→

税込8,030円 
　（税抜7,300円） 

ラバーまな板

マドレーヌ型（6個付き）
（シリコーン加工）

・材質／鉄にすずメッキ、鋼線、
  シリコーン樹脂加工
・サイズ／19×19.5×1.3㎝

税込1,650円→
税込1,540円 （税抜1,400円） 

チョコマドレーヌの
レシピメモ付き！

チョコマドレーヌの
レシピメモ付き！

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。

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、現金でお支払いの場合、お客様負担で別途料金（110円）
が加算されます（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どちらでも可能）。

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。

●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）。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

賞味期間について

お支払い方法

お届け日時指定

お取替え・ご返品について

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

お申し込み方法
〒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）

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）
03-3407-0471　

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。

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
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