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手作りパンの会
1人ずつ、自分で作ったパンを
お持ち帰り。
自分で粉からこねたパンが
焼きあがるのは、とびきりのうれしさ!

● イングリッシュマフィン
● ランチバンズ
難易度／★★★★★

● 天然酵母のライブレッド
● フォカッチャ
難易度／★★★★★

▶チケット（1回）  6,050円（税抜5,500円）
▶コース（６回） 33,000円（税抜30,000円）

77月月

● ベーグル４種
   〈プレーン・オートミール・
 　ピーカンナッツ・ブルーベリー〉
難易度／★★★★★

88月月

● 抹茶あんマーブル　
● ハーブグリーンティー
難易度／★★★★★

● パン・オ・ショコラ　● フルーツデニッシュ２種〈トロピカル・ラズベリー〉
難易度／★★★★★

1100月月99月月

66月月

● ミルクパン
● チョコチップパン
難易度／★★★★★

人気
No.155月月

※カスタードクリームなど、一部、2人分を一緒に作るものもあります。フォカッチャ、パン・オ・ショコラ、
フルーツデニッシュは事前にこねた生地を使い、成形から1人ずつ実習します。 ※写真は1人が作る実際の量です。

お持ち帰りできます

1人ずつ作ります

やさしい焼き菓子
シンプルだけど、
何度も作りたくなるおいしさで、
プレゼントにもぴったりな
焼き菓子の基本が習えます。

● ミルクティーのシフォンケーキ
　（直径約17cm）
　  コーヒーゼリーのフローズンドリンク
難易度／★★★★★

● ニューヨークチーズケーキ（18×７cm）
　  ピンクレモネードソーダ
難易度／★★★★★

▶チケット（1回）  6,050円（税抜5,500円）
▶コース（６回） 33,000円（税抜30,000円）

● オレンジケーキ（15×15cm）
　  パイナップルと
　ココナッツミルクのゼリー
難易度／★★★★★

88月月

● チョコミントクッキー（８枚）
● ナッツクッキー（８枚）
● チーズクッキー（８枚）
難易度／★★★★★

99月月

● かぼちゃのケーキ（直径12cm）
● ソフトキャラメル（８粒）
難易度／★★★★★

1100月月

55月月

● スコーン（４個）
● 季節のジャム
● グラノーラ（約80g）　
難易度／★★★★★

77月月

人気
No.166月月

※グラノーラ、ゼリーなど、一部、4人分を一緒に作るものもあります。 ※写真は1人が作る実際の量です。

お持ち帰りできます

1人ずつ作ります

マークのメニューは、会食時にお召し上がりいただきます。
お持ち帰りはできません。

会 費
2つのスタイルから選んで通えます（詳細は→P.17）

入会金 3,300円（税抜3,000円）入会金 3,300円（税抜3,000円）

【会費改訂のお知らせ】
「ベターホームのお料理教室」は多くの方にご受講いただきたいという考えから、さまざまな経営の合理化を図ってまいりました。
しかし昨今、食材や物流費、水道光熱費などの高騰が相次ぎ、運営改善の努力だけでは吸収しきれなく、これ以上の価格据え置きは難しい状況となっております。
つきましては、教室の品質の維持・向上に努めながら、コース制では2022年5月開講コースから、チケット制では2022年4月20日販売分から、
会費を改定させていただくことになりました。何卒余儀ない事情をご理解いただき、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

※入会金はしばらくお休みされても再度お支払いいただく必要はありません。お申込み時に以前受講していた旨をお申し出ください。
※天候不順や地域により、一部他の材料に代えて実習する場合もあります。
※地域により、開催しないコースがございます。詳しくは別紙「開講スケジュール」でご覧ください。
※会費には材料費と実習で使うテキスト代も含まれています。
※サブテキスト代は、会費には含まれていません。教室併設のショップでお求めください（一部スタジオではお取り寄せにて承ります）。

お料理入門コース

20分で２品おかず

和食基本技術の会

和食応用技術の会

和食上級技術の会

洋食・中華おかずの基本

後藤祐輔シェフ監修 おいしい洋食

お魚基本技術の会

世界のチーズ料理

くり返し作りたいごちそう料理

からだを整えるバランスごはん

健康寿命をのばす元気ごはん

手作りパンの会

やさしい焼き菓子

お料理一年生

なし

和食の基本

かあさんの味

和食をつなぐ

お料理二年生

なし

魚料理※

チーズ料理

なし

元気ごはん

パンの基本

1,421円（1,292円）

1,421円（1,292円）

1,421円（1,292円）

1,710円（1,555円）

1,421円（1,292円）

1,421円（1,292円）

1,421円（1,292円）

1,324円（1,204円）

1,421円（1,292円）

1,421円（1,292円）

 各1,523円（1,385円）

コ ー ス
会 費

コース制（半年・6回分）
※お支払いは一括 チケット制（1回）

サブテキスト
ショップでは下記のお買い得価格でお求めいただけます

・ 焼くだけのお菓子
・ 焼くだけのお菓子 vol.２

いつもの食材で作れる
体にいいおかず

27,720円

36,300円

33,000円

36,300円

44,880円

33,000円

39,600円

44,880円

44,880円

39,600円

36,300円

36,300円

33,000円

33,000円

（25,200円）

（33,000円）

（30,000円）

（33,000円）

（40,800円）

（30,000円）

（36,000円）

（40,800円）

（40,800円）

（36,000円）

（33,000円）

（33,000円）

（30,000円）

（30,000円）

5,082円

6,655円

6,050円

6,655円

8,228円

6,050円

7,260円

8,228円

8,228円

7,260円

6,655円

6,655円

6,050円

6,050円

（4,620円）

（6,050円）

（5,500円）

（6,050円）

（7,480円）

（5,500円）

（6,600円）

（7,480円）

（7,480円）

（6,600円）

（6,050円）

（6,050円）

（5,500円）

（5,500円）

5月～10月までの半年間、月1回・計6回のコースです。

半年間通うのがむずかしいという方は、思い立った時に1回ずつ受講できるチケット制をご利用ください。チケット制

コース制

※価格表記は、税込で記載しております。カッコ内が税抜価格です。

6枚まとめて購入するとお得です（→P17）

まとめ買いでお得 ※『魚料理』は紙の書籍は在庫限りです。
　電子書籍でもお求めいただけます。

手
作
り
を
楽
し
む
コ
ー
ス

手
作
り
を
楽
し
む
コ
ー
ス



17 18

チケット制チケット制コース制コース制 と の特徴

包丁使いや火加減など、実際に見るとよくわ
かります。「なるほど！」のコツや知識も満載。

※デモンストレーション形式ではなく、
先生と一緒に作るスタイルのときもあります。

※スタジオの定員は４～８名。
〈衛生について〉新型コロナウイルス感染症に対する取り組みを
実施のうえ、教室を開催しています。詳細はP.20をご覧ください。

先生が作り方を見せます先生が作り方を見せます   　  　自自分分たちで実習しますたちで実習します
同じテーブルの方と分担したり、順番
に交代したりして実習します。

できたてを食べて、できたてを食べて、
あと片付けをして終あと片付けをして終了了！！

実習の流れ

よくあるご質問

家庭料理の技術と知識を身につけた女性たちです。
生活経験が豊かなので、料理の技術だけではなく実
用的な知恵やコツも、教室でたくさん紹介しています。

ベターホームの先生は…

※終了時間が延びることもあります。ご了承ください。
※コースや教室により設定のない時間帯もあります。

実習時間 持ちもの

□ エプロン
□ 三角巾（バンダナ、大きめのハンカチもOK！）
□ スリッパ ※一部スタジオのみ。
□ 手をふくためのタオルやハンカチ
□ メンバーズカード
 　　 ※出席登録に使いますので、毎回お持ちください。

□ 筆記用具

エプロン（税込3,092円）・三角巾（税込504円）は、教室
併設のショップでも販売しています（一部スタジオを除く）。
※使い切りの紙エプロン（税込110円）と
　三角巾（税込60円）もあります。
※価格は2022年2月現在。変更になる場合があります。

午前クラス
午後クラス
夕方クラス

夜クラス

110：00～112：115
114：00～116：115

117：30～119：45

118：30～20：45
※一部会場のみ

午前クラス
午後クラス
夕方クラス

夜クラス

110：00～1111：30
114：00～115：30

117：30～119：00

118：30～20：00
※一部会場のみ

〈２０分で２品おかず〉は実習時間が異なります。

1 32

まったく料理をしたことがありませんまったく料理をしたことがありません
おまかせください！ 
ベターホームの先生は、初めての方に料理を教えるのが得意。
どのコースもご受講いただけますが、〈お料理入門コース〉、
〈和食基本技術の会〉がおすすめです。

まずは見学してみたいのですが…まずは見学してみたいのですが…
大歓迎です。日程をご案内しますので、電話（裏表紙に記載）で
お問い合わせください。

テーブルのメンバーは毎月同じですか？テーブルのメンバーは毎月同じですか？
固定ではありません。
ご希望の方はご一緒のテーブルにご案内します。

食物アレルギー対策は食物アレルギー対策は行っていますか？行っていますか？
材料の代替対応や器具の使い分けなど、食物アレルギー対策は
行っておりません。アレルギーのある方は、十分にご注意いただき、
ご自身の判断でご参加ください。なお、使用食材につきましては事
務局（裏表紙）へお問い合わせください。また、食物アレルギーを
理由とする振替対応は承っておりません。ご了承ください。

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

Q
A

月月11回ではものたりない回ではものたりない !!
いくつかのコースを同時に受講されることをおすすめします。例えば
1週目は〈お料理入門コース〉、3週目は〈和食基本技術の会〉という
ふうに受講されてはいかがでしょうか。
また、チケット制で複数のクラスを短期間に集中して受講したり、オン
ライン教室（P.22）を利用することもできます。みるみる上達しますよ！

男性なので、少し気がひけますが…男性なので、少し気がひけますが…
ご心配なく！これまでのべ12万人以上もの男性が通われました。
「女性と一緒では…」という方は「男性クラス」がおすすめです。
※一部の教室では「男性クラス」の開催はありません。

友だちと一緒に受講したいのですが…友だちと一緒に受講したいのですが…
「グループ登録」をすると、同じテーブルにご案内します（4名まで）。
お電話でグループ全員分の会員番号とお名前をお知らせください。
※コース制の場合、全員のお申し込みが完了後、
　HPの「マイページ」からご登録も可能です（会員番号、お名前のフリガナが必要）。

子どもも受講できますか？子どもも受講できますか？
小学3年生からご受講いただけます。小学3年生から6年生までの方
は保護者の方と一緒にご受講ください。中学生以上の方はお1人で
もご受講いただけます。

まずお手本を見るの
でわかりやすい!

1クラスの
定員は24名。
1テーブル4人で
実習します。

ぐんぐん料理上手に！
月に1回、料理を習う習慣ができ、徐々にステップアップし
ながら、自然としっかり身につきます。
※春夏コース（5月～10月）と秋冬コース（11月～翌年4月）があります
（〈後藤祐輔シェフ監修 おいしい洋食〉を除く）。

都合に合わせて！
1枚ずつ予約・購入できるので、半年間続けて通うのが難
しい方も気軽に参加できます。「短期集中で通いたい」「復
習したい」など目的に合わせて楽しめます。

当年中の同月内で振替できます 有効期限は、購入枚数×６０日
※同じコースのチケットの一度の購入枚数×60日です。

チケット制で1枚ずつ購入するより
会費がお得です 同一コースで6枚まとめてチケットを購入すると

コース制（6回分）と同じ価格になります

半年分の席が自動予約されるので
予約の手間がありません
日程のご都合が悪い月は
変更サービスをご利用ください。

1枚ずつ予約をします
お電話かインターネットで
ご予約いただけます。

おすすめ
ポイント

振替・予約の
開始と締切

クラスの
予約

会費

振替・
有効期限

修了月（10月または4月）に授与いたします 適用外です修了証書
について

コース制  チケット制  
半年間（月１回・全６回）通うスタイル 1枚ずつ予約・購入できるスタイル

別の日に
振り替えて
受講!

前月２０日から受付スタート。振替、予約および欠席（キャンセル）登録は受講の前日1４時まで。
※前日14時がキャンセルの締切です。締切までにキャンセルしなかった場合は、再予約料1,100円（税込）をお支払いいただければ再予約できます。

専用ページ
があります

お申し込みのお手続き

1 お申し込み
インターネット、お電話でお申し込みいただけます。

２   会費のお支払い
規約を必ずご確認いただき、同意のうえ、お支払いください。

[クレジットカードでのお支払い ]
VISA・Master・JCBがご利用いただけます。

[コンビニエンスストアでのお支払い ]
会費のご請求書（払込票）をお送りします。コンビニエンスストア
でお支払いください。
※記載のお支払い期限までにお支払いをお願いします。
※コース制の場合、期限までにお支払いいただかなった場合は、
　お申し込みは自動的にキャンセルになります。
※コンビニエンスストアではクレジット決済はできません。

[ 初めての方]
会員情報をご登録ください。
・お名前（フリガナ）・ご住所・電話番号・生年月日
※インターネットの場合、メールアドレスもご登録ください。

 コース制
別紙「開講スケジュール」またはHPを見て、
ご希望の開催日程をお選びください。
 チケット制
チケット購入と同時にお席のご予約ができます。
予約されない場合、後日お席をご予約ください。
※当協会の基準に申込人数が達しない場合、開講を中止することがあります。
ご了承ください。詳しくは規約をご覧ください。

持ち帰りも
できます。

まとめ買いでお得

お得
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おうち時間をもっと楽しく！

ベターホームの先生と、オンラインで

一緒に料理をしませんか。
ご自宅でZoomを使って受講できる料理教室を開催中です。
Zoomが初めての方にも安心してご参加いただいています。

実習の様子をお1人ずつじっくり見せていただき、質問にもゆっくりお答えできます。
皆さまのご参加をお待ちしております。

詳しくは
こちら

先生のデモンストレーション
に合わせて、一緒に調理します。
先生の手元を大きく映すので、
よくわかります。また、皆さんの
進行状況をみながら進めてい
きますので焦らなくて大丈夫。
安心してご参加ください。

ベターホームのオリジナルレ
シピをお伝えします。
教室に通わなければ知りえな
い、お料理のコツやヒントも
たっぷり。

質問タイムもあります。実習中
にわき上がった疑問にも、ひと
つずつ丁寧にお答えします。
一緒に受講している方の質問
を聞けるのも、うれしいポイン
トです。

材料と道具の準備は受講され
る皆さんにお願いしています。
食材キットをベターホームが
用意する講習会もあります。わ
かりにくい事前準備は動画で
ご案内します。

point

1
point

2
point

3
point

4

男性の皆さまもお気軽に

ペターホームに通う男性は1980年代
から増えはじめ、現在では、受講生の
うち2割弱が男性。料理技術だけでな
く、材料の選び方や保存方法、片付け
方法など総合的に学べ、ご自宅でもす
ぐに役立ちます。

「料理を習いたい」という同じ目的をもった
人が集まって料理を作り、できあがったもの
を食べ、新しい知識や技術が学べる充実の
時間。習った料理を家で作り、家族や友人
にふるまうのが楽しみという方もたくさん。

実 用 的 な 技 術 や
知 識 が 身 に つく

男 性 だ け の
クラスもあります

男性の参加者の8～9割は初心者で
す。包丁の持ち方から習える〈お料理入
門コース〉や、魚のおろし方が身につく
〈お魚基本技術の会〉など、レベルや目
的に合わせて通えます。

まっ たく料 理 をし た
ことが な い 方 で も 安 心

21

まずは、

はじめの一歩を

踏み出して

みませんか。

12万人
以上が

受講








