
黄色く透ける蜜が、驚くほどたっぷり。
ジューシーで、香り高さと味のよさが
バツグンのりんご「高徳」。30年以上
前に品種登録されましたが栽培が
難しく、小ぶりなため市場で評価さ
れずに幻の品種となっていました。
近年、フルーツ好きの間で注目されて
ファンが急増中。希少なりんごをぜひ
味わってみてください。

遠赤外線焼き機を使い、高温・短時間で焼きあげました。さば
塩焼き、ぶり照焼き、さわらは西京焼きと、バジルとガーリックで
味つけした香草焼きの計4種。湯せんかレンジで温めるだけ。
冷めてもふっくら、魚のうま味が味わえます。

とれたての秋の実りを堪能

北海道・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、秋の野菜7種・約5kgを詰め合わせてお届けしま
す。土作りにこだわり丹精こめて育てられた野菜は、シンプルな
調理法でもおいしさを堪能できます。ハロウィーンの季節にぴっ
たりなかぼちゃは甘くてホクホクした品種。そのほか、旬のじゃが
いも2種、たまねぎ2種、にんじん、にんにくをお楽しみください。

知る人ぞ知る、幻のりんご

税込 4,752円 （税抜4,400円）
銚子屋ぜんざい

・内容量：190g（ぜんざい150g、お餅40g）×10個
・賞味期間：製造から240日・神奈川・銚子屋 　※宅配業者：ヤマト運輸

北海道産小豆100％
のつぶあんぜんざい。
こしのある杵つき餅入り
です。電子レンジ対応
カップ入りなので、手軽
に温められます。餅を
トースターで焼き、香ば
しさを味わっても。

レンジで簡単！お餅入りぜんざい

送料込み 産直便

・内容量:さば塩焼き2切（100g)×2袋、ぶり照焼き2切（100g）×1袋、さわら
西京焼き2切(100g）×1袋、さわら香草焼き（パピオット）2切（100g）×1袋
・賞味期間:製造から冷凍90日 ・佐賀・ヤマフ　※宅配業者：ヤマト運輸

税込 4,536円 （税抜4,200円）
国産ふっくら焼き魚セット

冷めてもかたくなりにくい

・内容量：2kg(7～10玉)・秀以上　・愛知・FCC　※宅配業者：ヤマト運輸　※お届け日の指定はできません。
お届け時間帯は指定できます。 ※蜜の量には個体差があり、蜜は時間の経過とともに果肉に吸収されます。 

税込 6,242円 （税抜5,780円）

山形県朝日町産
幻のりんご「こうとく」

産直便送料込

・内容量:かぼちゃ（蔵の匠）1個 （約1500g）、じゃがいも2種（男爵約1kg・
北あかり約1kg）、たまねぎ2種(北はやて2号3個、北のルージュ（赤たまねぎ）
2個）、にんじん（ベータ441）3本、にんにく2～3個 ・北海道・サンファーム
※宅配業者：佐川急便　※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。お届け時間帯は指定できます。

税込 4,320円 （税抜4,000円）
北海道 サンファーム秋の野菜7種セット

送料込 産直便 冷 蔵

人気
急上昇中!

送料込 産直便 冷 凍

ご注文と
お届けに
ついて

●ご注文締切：2021年10月21日(木)

●お届け期間：2021年10月中旬～下旬
※ハガキでご注文の場合は2021年10月14日(木)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10月20日(水)

●お届け期間：2021年10月下旬～11月中旬
※ハガキでご注文の場合は2021年10月13日(水)の消印まで有効

※蜜の入り方が遅れる場合は11月に入ってからのお届けになります。

ホッとする
おいしさ

羊蹄山の豊かな雪解け
水を資源に、安全で生
命力あふれる野菜を育
てています。

盛りつけ例

さわら香草焼きさば塩焼き

さわら西京焼き ぶり照焼き

ニゲロオリゴ糖
プレゼントキャンペーン

くわしくは中面へ

6本買うごとに1本ついてきます！

こう とく

10月
限定

お買い得です 6本買うと
プラス1本！

使っていいものクラブ通信
ベターホーム

2021年11月7日（日）まで

10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10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。

お届け指定日2021年10月31日（日）までご注文締切

盛りつけ例



徳島県那賀町
木頭地区

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。

レトルトとは思えない、本格的な味わい。もちろん食品添
加物は使用していません。風味豊かなドミグラスソースで
コクを出し、トマトの酸味とのバランスのよいやさしい味。

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

毎日飲むジュース宅配便

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ヵ所にお届けします

まとめ買い 3ケース（１6０ｇ×3０缶）×3ケース ※お届け先は1ヵ所

税込13,932円 （税抜 12,900円）

税込 4,753円 （税抜 4,401円）

送料無料

1ケース（30缶）

・内容量：160ｇ×30缶 　・賞味期間：製造から2年

税込 4,644円 （税抜 4,300円）
かまくら工房の笹かぜちまき

・内容量：七目、和牛ごぼう、ちりめん山椒、五毅各75gx2 計8個
・賞味期閣：製造から冷凍90日　・新潟・かまくら工房
※宅配業者：ヤマト運輸

税込14,259円▶

国産の牛肉、しめじ、玉ねぎのうまみたっぷり。
もちもちとした大粒の新潟県産もち米をはじめ、具材の
和牛、豚、雪下人参、醤油、ちまきを包む笹も新潟県産と
いうこだわり。季節の具材を使った七目、和牛ごぼう、ちり
めん山椒、五穀の4種セットで、レンジで温めるだけ。

笹に包まれた上品なちまき

無添加ドミ
グラスソースの
豊かな風味

1日一本。
毎日の習慣に！

・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

※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 2,180円 （税抜2,020円）通常割引価格

盛りつけ例

税込 450円 （税抜417円）税込484円▶

10月は
お買得

産直便 冷 凍送料込

盛りつけ例

木頭ゆず調味料セット

・賞味期限：製造から1年　・徳島・黄金の村

おいしいポン酢や薬味があると、鍋もの
がいっそうおいしく感じるもの。日本一の
ゆずと評されている徳島県の木頭ゆず
を使った、3種の調味料をセットでお届
けします。風味が飛ばないうちに使い切
れる少量サイズです。

農薬・化学肥料を使用せずに育てた特別栽培木頭ゆずを、収穫後24時間
以内に丁寧に手搾りしました。だし醤油とあわせて手作りポン酢に、焼酎や
炭酸で割ってドリンクに、焼き魚や酢のもの、ドレッシングにも。

そろそろ鍋の季節。
香る柚子の調味料をお試しください

木頭ゆず果汁にりんご酢をあわせた爽やかな
酸味。化学調味料不使用で、枕崎産鰹節と利尻
昆布の贅沢なだしの旨味が効いています。

柚子ポン酢

農薬・化学肥料不使用の木
頭ゆずの皮に青とうがらしと
天日塩をあわせ、180日以上
熟成。フレッシュな青ゆずの
香りとピリッとした辛さが後を
ひくおいしさ。

税込1,550円 （税抜 1,436円）税込1,609円▶

10月は
お買得

柚子果汁
しょうゆ（国内製造）、水あめ、みりん、ゆず
果汁、りんご酢、かつお節濃縮だし、昆布
だし、食塩、発酵調味料、砂糖、酵母エキス
（一部に小麦・大豆・りんごを含む）

四国のチベッ
トと呼ばれる自
然豊かな秘境・
木頭

木頭柚子一番しぼり

もっとつけたい
柚子ポン酢

100ml×1本

青ゆず、青とうがらし、天日塩木頭ゆず青ゆずこしょう 40g×1個

200ml×1本

品 名 内容量 原材料

新発売

青ゆずこしょう

木頭柚子一番しぼり

10月だけの
お試し
限定セット

10月だけのお試しセット価格



10月は
お買得

・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  ・賞味期間：製造から2年

税込6,397円▶ 税込 5,878円
（税抜 5,443円）

今日のおかず 12袋セット

ベターホームの「今日のおかず」シリーズをお役立てください。
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。

ベターホーム 
今日のおかずシリーズ

専用ギフト箱に
入れて

お届けします。

ギフト箱不要の場合は単品でご注文ください。
箱のサイズ：約30×21×9cm

ベターホ
ームレシ

ピ

らっきょうとレタスの
シャキッと炒め【作り方：2人分】高級な海苔にとことんこ

だわる「東京蒲田守半」
のたちおとし。厚みがあ
り、お得な人気商品で
す。シンプルに、しょうゆ
をかけてごはんと一緒に
食べるほか、おひたしや
そばに添えてどうぞ。

風味豊かでそのまま食べても美味

税込 4,740円 （税抜4,389円）
SAZANKAの熟成やきいも

・内容量：1kg　・賞味期間：製造から冷凍1年　・原材料：さつまいも（宮崎県産）
・宮崎・FLAP　※宅配業者：ヤマト運輸

自社で栽培したさつまいもを厳
しい温度管理のもと90日間熟
成。甘さとコクを引き出してから
独自の方法で焼き上げ、おいし
さそのままに瞬間冷凍しています。
なめらかな食感と、蜜のあふれ
る濃厚な甘さをご堪能ください。

糖度50度以上！極蜜な熟成やきいも

税込 4,011円 （税抜 3,714円）
得用餃子　

・内容量：650g（50個）×2袋　・賞味期間：製造から冷凍1年
・長野・美勢商事　※宅配業者：ヤマト運輸

国産の肉と野菜で作った餃子。
シンプルで飽きがこない味で、焼き
餃子でも、ゆでて水餃子にしても
おいしくお召し上がりいただけます。

メーカーで製造終了のため、今回が
最後のご紹介です。長年のご愛顧、
ありがとうございました。

お得な100個入りの餃子です

無添加だから
漬け汁も活用！

❶らっきょう50gは繊維にそって４～
５㎜厚さに切る。らっきょうの漬け
汁大さじ½はとりおく。

❷レタス80gは手でひと口大にちぎる。
パプリカ(赤)20gは長さを半分に
し、５㎜幅に切る。
❸豚バラ肉（薄切り）100gはひと口大
に切る。〈酒・しょうゆ各小さじ1、
油小さじ½、かたくり粉小さじ½〉
をもみこみ下味をつける。

❹フライパンに油大さじ½を温め、肉を炒める。火が通っ
たら、らっきょうと②を加え、らっきょうの漬け汁を加え
てさっと炒める。鍋肌から、しょうゆ小さじ½を回し入
れ火を止める。器に盛り、黒こしょう少々をふる。

完成！

●内容量：180g

税込595円▶税込 540円 （税抜500円）
豚の角煮

肉厚で
やわらかな食感

●内容量：190g

税込540円▶税込 496円 （税抜460円）
筑前煮

野菜の歯ごたえが
しっかり

●内容量：180g

税込565円▶税込 518円 （税抜480円）
すきやき風

具材を甘辛く
煮付けました

●内容量：190g

税込540円▶税込 496円 （税抜460円）
肉じゃが

ほっとする
家庭の味

税込540円▶税込 496円 （税抜460円）
和風ポトフ

和風だしで煮込んだ
スープ

●内容量：200g（2合用）

税込495円▶税込 460円 （税抜426円）

炊き込みごはんの素

具材のうまみが
ご飯にしみ込む

だしがしみて
上品な味

●内容量：210g

税込390円▶税込 360円 （税抜334円）
豚汁

豚バラ肉と根菜類で
具だくさん

※さやえんどうは商品に
　含まれません。

※木の芽は商品に
　含まれません。

※三つ葉は商品に
　含まれません。

●内容量：190g（2合用）

税込495円▶税込 430円 （税抜399円）

たけのこごはんの素

鶏手羽は箸でさけるほど
やわらか ※いんげんは商品に

　含まれません。

●内容量：210g

税込515円▶税込 475円 （税抜440円）

鶏手羽と大根の煮物
●内容量：260g

税込972円
　（税抜900円）

らっきょう黒酢入り

・内容量：350g(固形重量220g)
・福岡・堀永殖産

※（限定100個）賞味期限2022年
　2月3日のためお買い得です。

税込1,080円（税抜1,000円）

極上海苔
たちおとし2袋セット

・原材料：乾のり（有明海産）　・内容量：30g×2袋
・賞味期間：製造から180日　・東京・東京蒲田守半

調理例

産直便 冷 凍送料込産直便 冷 凍送料込

※10月末をもって販売を終了いたします。

新発売

さ ざ ん か

税込1,080円▶



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
酪酸菌の栄養となり
ます。

乳酸菌と酵母の
複合発酵

牛乳に入れて室温に
置くだけでケフィアが
できあがります。乳酸
菌と酵母の複合発酵
で、まろやかなおいしさ。
6種類の乳酸菌のうち
2種類は、生きて腸まで
届きます。

フィンランド
生まれの
発酵乳ベターホーム

手作りケフィア
ヴィーリ

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×20袋）×5箱 ※お届け先は1ヵ所

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）
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)

盛りつけ例

盛りつけ例

りんごは食物繊維、体内の余
分な塩分の排出を促すカリウ
ム、活性酸素を抑えるポリフェ
ノールなどを含む果物です。
「ふじ」など国産りんごをすりお
ろしてバランス良くブレンド。食
べやすいすりおろしタイプです。

ケフィアやヴィーリにかけて、ドリンク
に、料理にもどうぞ。すっきりとした
甘さでおいしい！

毎日食べるおろしりんご
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

毎日の
りんごパワーで
健康に

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

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ヵ所
税込32,280円▶税込29,800円（税抜27,593円）

送料無料

 +

6本お買い上げごとに
1本プレゼント！ 

12本お買い上げなら
2本プレゼント！ 

 +

色々
使えて
便利!

ティースプーン
2～4杯を
1日の目安に

・カレーのかくし味に
・離乳食に
・朝食の１品に

ベターホームがおすすめする2種類の発酵乳

  プレゼントキャンペーン

お得な10月限定

丈夫な
体づくりを
サポート！



つぶあん 1袋
税込 345円 （税抜320円）税込415円▶

10月は
お買得

10月は
お買得

小麦粉200gに粉末やまいも1袋
（10g）を混ぜ、だし430mlを合わ
せて泡立て器で混ぜます。
時間があるときは生地にラップを
して30分おくと、より伸びのいい
生地になります。

【4人分】お好み焼きの生地

粉末やまいもおいしい活用法
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。水に溶くだけ
なので、少量使いたい時に便利です。

まとめ買い ５袋（10ｇ×4包）×5袋

※お届け先は1ヵ所
税込2,300円▶ 税込 2,050円 （税抜1,900円）通常割引価格

水に溶くだけで、とろろのできあがり！

アレンジメニュー

あんこクロワッサンサンド
マスカルポーネチーズ（またはかために泡立
てた生クリーム）に同量のつぶあんを混ぜ、
クロワッサンにはさめば
手軽に作れてリッチな味
のスイーツに。

・内容量：300g  ・賞味期間：製造から1年

秋のSweets Cooking あんこのかんたんおやつを作ろう！
つぶあんで作る

こしあん 1袋
税込 345円 （税抜320円）税込415円▶

あんこ×バナナ in 春巻き
バナナの長さを3～4等分し、縦に2つに切って
こしあんをはさみ、春巻きの皮で包む。縁を水
溶き小麦粉で止めて油で揚げて。パリッとした
皮の中、とろりとしたバナナ
とあんこがベストマッチ。

・内容量：300g  ・賞味期間：製造から1年

こしあんで作る
甘
栗
で
気
軽
に

かんたん栗きんとん
天津甘栗（皮むき済み）60gをクッキングカッター
に約10秒かけて細かくする。しろあん30gと甘栗
をゴムべらで練りこむように
してよく混ぜる。4等分する。
ラップで包んで形作る。

しろあんで作る
あ
ん
こ
と
乳
製
品
は

意
外
に
好
相
性

しろあん 1袋
税込 367円 （税抜340円）税込448円▶

・内容量：300g  ・賞味期間：製造から1年

ふんわり
仕上がります！ 10月は

お買得

10月は
お買得

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▶

❷

秋のSweets Cooking 焼き菓子を作ろう！❶

調理例

使いやすい定番の形。

・材質/鉄にすずメッキ
・サイズ/ 18×8×6㎝

紅茶とプ
ルーン

のケーキ

調理例

パウンド型（大）サイズのレシピで小サ
イズ2本分ができます
（焼き時間は⅔程度）。

パウンド型（小）を使って パウンド型（大）を使って

・材質/鉄にすずメッキ
・サイズ/ 18.2×5.5×4㎝

材料を混ぜて
焼くだけ。特別
な材料は使わず、
初心者の方で
もおいしい焼き
菓子が作れます。

レシピに合わせて型を使い分けていますが、
パウンド型でも作れるお菓子をピックアップして
分量と焼き時間を巻末に掲載。掲載37品中
21品がパウンド型で作れます！
【こんなレシピを掲載】
NYチーズケーキ、ダブルチョコレートのブラウ
ニー、カラメルバナナケーキほか

焼くだけのお菓子vol.2

税込

・B5判 96ページ

1,650円
（税抜1,500円）

パイナッ
プル

のケーキ

ここがポイント！

おすすめ
レシピ本

税込 715円 （税抜650円）
税込 770円 （税抜700円）

カリッとろっと
食感があとを引く 調理例調理例調理例

調理例



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
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（平日 9：30～17：30）

東　京：03-3407-0471　
大　阪：06-6376-2601
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、名入れ包丁、書籍　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。

仙　台：022-224-2228 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

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）。
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

お申し込み方法
送料について

税込1,045円→

税込1,870円（税抜1,700円）
テーブルキッチンハサミ

・材質：［刃］ステンレス刃物鋼、［ハンドル］ABS樹脂　・サイズ：縦175×横79×高さ
10mm、刃渡り65mm　・重量:70g　・長谷川刃物（CANARY）　・日本製

食卓に置いておき、噛み切りにくい肉や麺
類などを食べやすいサイズにカット。シニ
アや小さなお子様の食事をサポートしま
す。一般的なキッチンばさみより少し小さ
めなので邪魔にならず、調味料やレトルト
食品などの袋もさっと切れて便利！ 

「食べにくい」を解消する食卓用のハサミ

税込1,078円（税抜 980円）
大画面キッチンタイマー

・材質:[本体]ABS樹脂　・サイズ:約幅80×奥行21×高さ80mm　・重量:74g　・電源:単4形乾電池×
1個(動作確認用付属)　・表示方法:液晶デジタル4桁　・アラーム鳴動時間:約15秒　・最大セット時間:
99分50秒　・カウントアップ最大計測時間:99分59秒　・時計精度:月差±30秒　・ドリテック　・中国製

大きな表示で数字が見やすいキッチンタイマー。「10分」
「1分」「10秒」刻みで操作はかんたん。アラーム音も大きく
はっきりしています。単４電池使用で、電池替えも手軽。マグ
ネット、フック、スタンドつきで、場所に合わせて設置できます。

「
数
字
が
見
に
く
い
」を

解
消
す
る
キ
ッ
チ
ン
タ
イ
マ
ー

毎
日
の
ち
ょ
っ
と
し
た

かんたんに
分解でき
きれいに洗える

場
所
に

合
わ
せ
て
設
置

数字が大きくて
見やすい

ギザ刃加工で
すべりにくい

便利
POINT
❶

便利
POINT
❶

時計機能つきで
アラーム音も大きい

便利
POINT
❷

便利
POINT
❷

便利
POINT
❸

時計機能

アラーム

マグネット フック

単４電池スタンド

不
便
を
解
消
！

人気です!

揚げ網

・材質／18-8ステンレス  
・サイズ／18×24㎝

税込 855円 
　（税抜 778円） 

揚げバット

・材質／18-8ステンレス  
・サイズ／20×26×4㎝

税込1,680円
　　 （税抜1,528円） 

天ぷら鍋
税込2,695円
　　 （税抜2,450円） 

・材質／鉄（透明シリコン樹脂塗装）、ハンドル：鉄（クロムメッキ）
・サイズ／直径23.5㎝、底面の直径18㎝、深さ7㎝　
・満水容量／2.8ℓ（油の適量1.2ℓ）　・重さ／1.81kg

使用済みの油をポットに注ぐと、中の活性炭
フィルターが油をきれいにろ過。まるで新しい油
のように再生します。フィルターは約10～15回
を目安に交換してください。

税込 2，970円→

IH使えます
IH使えます

・材質／［本体］スチール（フッ素樹脂加工）
・サイズ／幅18.5×奥行15.5×高さ17.8㎝ 
［こし網外径］14.2㎝　・容量／0.8ℓ
※パーツの材質はお問い合わせください。
※フィルター1個付き

オイルポット

・材 質／アルミニウム  
・サイズ／直径 12㎝、深さ 6㎝ 

税込 968円（税抜880円） 

・材質／18-8ステンレス　
・サイズ／［もみじ］約3㎝のもみじ型が抜けます　
　　　　［いちょう］約3㎝のいちょう型が抜けます

野菜の抜き型
（もみじ・いちょう）

・材質／［本体・ネジ］18ステンレス 　 
　　　　［つまみ・輪］18-8ステンレス
・サイズ／直径14～23㎝

税込632円→ 税込 594円  （税抜 540円） 
各1個

いちょう

もみじ

税込683円→

・材 質／鉄にクロムメッキ 
・サイズ／直径 14㎝、深さ 1.8㎝ 

税込 638円（税抜580円） 

税込946円→ 税込1，837円→

税込1,100円→

税込1,012円
　　　（税抜920円） 

税込 2,838円
　　 （税抜 2,580円） 

税込 3，121円→

高い蓄熱性でからっと揚がる

揚げ物後の油を再生 にんじんやさつまいもを抜いて

ちょうどいい食べきりサイズ

コンパクトサイズ

ケーキ丸型〈12cm〉
鍋のサイズに合わせて広げられる
おとしぶた

底がはずせてとり出しやすい

タルト型

交換用フィルターカートリッジ

3個セット 税込1,756円（税抜1,597円） 
5個セット 税込 2,800円（税抜 2,546円） 

分解して
洗えます

揚げもの用鍋

税込1,980円（税抜1,800円） 
・材質／鉄（表面にシリコン加工）　・サイズ／直径
20㎝、深さ7.5㎝　・満水容量／1.6ℓ（油の適量
0.8ℓ）　・厚さ／1.6㎜　・重さ／995g

余分な油を落としてカリッと！

10 いいもの、お買得月の ※すべて日本製

税込 2，190円→




