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茶房料理

かぜ花梨の仕込み

採蜜体験

はちみつを分離中
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【営業日のご案内】 …店休日

ビ庵だより

山口県岩国市周東町下須通128　

毎週水曜日・第3日曜日、
年末年始、GW、お盆

9：00～18：00【営業時間】
【 店休日 】

0120-038-438
FAX　  0120-038-437
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［ハーバリウム］
ドライフラワーやプリザー
ブドフラワーが専用オイル
とともに瓶に入ったインテ
リア雑貨。お手入れが不要
で、1年以上持ちます。

※食べ物ではありません。

クッキングハニー…
　　  はちみつ・お酒・だしを合わせたビ庵オリジナル調味料。

ビ庵では母の日などのギフトも承って
おります。はちみつ商品、ハーバリウ
ム、プロハーブ化粧品などお好きな商
品をご予算に応じて詰め合わせいた
します。

花びらが入ったジュレみたいなはち
みつ。ヨーグルトにかけたり、ゼリーに
してもおいしい、春を感じる味です。

30th
Anniversary

母の日などの
ギフトに。

さくら姫 No.5512 140g 500円
No.5513 200g 700円

4/1  日

for Cooking
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明治に創業した「サンヨ 蜂園本舗」を引継ぎ、現在の「ビ庵」
として皆さまに愛され、おかげさまで今年30周年を迎えます。
創業以来、「本物のはちみつ」にこだわり、無添加・無香料のオリ
ジナル商品を手作り、手詰めしております。
ビ庵はこれからも自然の恵みを大切に、おいしく体にいいものを
お届けしてまいります。　　　　　　　　　　ビ庵スタッフ一同

みなさまに楽しみにしていただまになささまみみな毎年年毎 てにししみみに楽楽しに楽 いいてていだだいいたただてい
つり”を今年も開催いたしますをつりり”春まつる“春春る い開催催いも開今年年を今 ますす。たししまた
達、ご家族とぜひお越し下さい家族ごご家達達、お友友お 越ひおお越ぜひ族ととぜ族 い！さいいし下下さし

今年は10/282800/2はは1今年年今 82800/2はは1今年年今 8㊐㊐㊐㊐㊐にパストラルホールにてラストに スに てルにホ ルルホホラル てラストにパパスに てルにホーールルホホラル て
庵ビビ庵「 30周年感謝祭」を企画しております。年0周周年330 企画をを企祭祭」感謝謝祭感 す。りまますておおりして画 。
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＊3月21日は営業、22日はお休みいたします。

お気軽にご相談ください!

春限定

これ
から
も笑顔

でお待ちしております!!

れれ

明治に創業した「サンヨ 蜂園本舗」を引継ぎ 現在の「ビ庵」

れ

明治に創業した「サンヨー蜂園本舗」を引継ぎ 現在の「ビ庵」

ここここれはちみつにずっとこだわり、
おかげさまで「ビ庵」は30周年。

春まつり“春”と
“はちみつ”をたのしむ一日

たビ庵たビビ庵オリ庵オオリたビ庵たビビ庵オリ庵オオリを合をを合わせた合わわせせたを合をを合わせた合わわせせただしだししをだしだししを ビビビ

「クッキングハニー」と
「お酢」が 

＊はちみつのかけ放題
＊はちみつ弁当　＊焼き菓子　
＊おはぎ　＊雑貨、小物　など

もらって嬉
しい

あげて嬉し
い

ちらし寿司

1：1

「クッキングハニー」と
「柚子ドレ」が 

和え物

1：1



大自然の中で咲くクロー
バーの花蜜。。クセが少なく少 、
何にでもよくく合います。

クローバー蜜（カナダ産）
No.10005 225g 810円
No.10006 470g 1,450円
No.10007 850g 2,300円

Bee - an  J ourna l

季節によって違う味と香りが季
楽しめめる、野山に咲く花の楽
味わい豊かなハチミツ。味

里山蜜（国産）
No.10000 225g 900円
No.10001 470g 1,650円
No.10002 850g 2,600円Satoyama

No.5516  500ml   3,200円ビ・ナ酢

プロハーブ化粧品

北国に咲くアザミのの花蜜。
リラックスしたい時時に
ぴったりの香りと甘甘み。

アザミ蜜（北海道産）
No.5014 225g 1,000円
No.5015 470g 1,905円

甘みと酸味がほどよく、
ほのかにラズベリーの
香りが広がります。

ラズベリー蜜（アメリカ産）
No.5225 225g 858円
No.5226 470g 1,620円
No.5227 850g 2,800円

香りのの優しいカナダ産ハチミツと
精製ハハチミツをブレンド。
お料理理から果実漬けまで。

オリジナルブレンド
No.10014 470g 1,260円
No.10015 850g 2,000円Orijinal

blend 

ミネラルやポリフェノール
多く含み、特徴のある味と

そば蜜（北海道産）
No.5012 225g 858円
No.5013 470g 1,620円

Azami

北

ア

A amimi

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※●●●●●●●●●●●●●●●●●●さくらさくらさくさくらさくらさくらさくらさくらさくさくらさくらさくらさくさくらくらさくらさくらさくさくささくらくさくさくらさくらくらくさくらららららららららららら姫 姫 姫 姫 姫姫 姫姫 姫姫 姫姫姫姫 姫姫姫姫姫姫 ●●●●●●●●●●●●●●●●●苺ハニ苺ハニ苺ハニ苺ハニ苺ハニ苺ハニ苺ハニ苺ハニ苺ハニ苺ハニ苺ハニ苺ハニニ苺ハニ苺ハニ苺ハ苺ハニ苺ハニニ苺ハ苺ハ苺ハニハ苺苺ハニハハハ苺ハニ苺ハニハニニ苺ハハニーーーーーーーーーーーーーー●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ生姜ハ姜生姜ハ生姜ハ生姜ハ姜ハ生姜ハハ生姜ハ姜生 ニーニーニーニーニーニーニニーニーニーニーーニーニーーニーニーーニ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻黒胡麻胡麻胡麻胡麻黒胡胡麻黒胡黒胡麻黒黒黒胡麻麻黒胡麻ハハハハハハハハハハハハハハハニーハニーハニーハニーハニハニーハニーニハニーニーハニーハニーーーハニーニーハニーニニハニーハニーハハ を除きを除きを除を除きを除きを除きを除きを除きを除きを除きを除きを除ききを除きをを除きを除きを除きききを除きを除を除きをを除きををを除きを除除を除きを除除きます。ます。ます。ます。ます。ます。ます。ますますます。ます。ますます。ます。ます。ますます。すすますすすすす。すすす
※量り※量り※量り※量り※量り※量り※量※量り※量り量り量り※量※量り量り※量※量り※量り※量り※量りり※ り※量※量※量り※量※ り売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売りはりはりはりはりはりはりはりはりはりはりはりはりはりはりはりははりはりはははりはははりははは  ●●●●●●●●●●●オリジオリジオリジオリジオリジオリジオリジオリジオリオリジオリジオリジオリジオリジオリジオリジオリジオリジオリジオオリジリジオリオリジリオリオリリ ナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブナルブルブナルブナルブナルブナルルブルブナ レンドレンドレンドレンドレンドレンドレンドレンドレンドレンレンドレンレンレンドレンドレンドレンドンレンドレ ドド  ●●●●●●●●●●●●●●●クロークロークロークロークロークロークロクロークローロロークロークローローークロクロークロークロークロークロククローク ーバーバーバーバーバーバーババーババーババーバーバババババババババー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜蜜ー蜜ー蜜ー蜜蜜ー蜜ー蜜蜜ー蜜ー蜜ー蜜蜜蜜ー蜜ー蜜蜜ー蜜蜜ー蜜ー蜜 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●コーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコココーヒコーヒコーヒーコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒコーヒーヒコ ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ーー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜ー蜜蜜蜜蜜蜜ー蜜ー ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ミックミックミックミックミックミックミックミックミックミックミックミックミックックミックミックッミックミミックククスハニスハニスハニスハスハニスハニスハニスハニスハニスハスハニスハニスハニスハニスハスハニスハニスハニハニスハニニハニハスハニスハニーーーーーーーーーーー

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ラズベラズベラズベラズベラズベラズベラズベラズベラズベラズベラズベズベラズベラズベラズベラズベズベラズベズラズベラズベラズベラズベラズベラララズベズベラズベズベベズベベリー蜜リー蜜リー蜜リー蜜リー蜜リー蜜リーリリー蜜リー蜜リー蜜リー蜜リー蜜リー蜜リー蜜リー蜜リ 蜜リー蜜リー蜜リー蜜リー蜜リー蜜蜜リー蜜リー蜜リー蜜ー蜜蜜リリリリ

「はちみつ（225g）」1個プレゼント！
プレゼントは ●里山蜜  ●オリジナルブレンド  ●ラベンダー蜜
 ●ビターハニー ●ミックスハニー の中からお選びください。

はちみつ、プロポリス、ローヤルゼリー、花粉、
純リンゴ酢、ウコン、朝鮮人参、アロエベラ etc

体に必要な栄養素をバランスよく配合。

ビ庵ポイント

800pt（800円相当）プレゼント!
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1個プレゼント!ハニーソープまたは
EMクリームミニ

1個プレゼント!
お好きな化粧品

＊しっとりクリーム、育毛剤、EXエッセンスローション、
   EXジェルクリームは除く

送料無料サービス!

「プロハーブ」のアドバイザーさんにお越しいただき、
使用方法や成分についてなど詳しいお話が聞けます。

【プロハーブ化粧品】
参加無料!

アドバイザーさんによる説明会

4/19 木
13：30～ 《要予約》

5月May

全商品対象
くじ引き

4月
ビ・ナ酢

プロハーブ化粧品
キャンペーン キャンペーン

6月June

ノンオイル
ドレッシング
キャンペーン

［500ml］ 1本 または 
［200ml］ 2本 お買上げごとに

［500ml］ 2本 または 
［200ml］ 4本 お買上げごとに

2,000円（税抜）お買上げごとに

※写真はイメージです。

1回くじ引き!
ビ庵ポイントプレゼント!

ビ庵商品プレゼント!

ごとに

＊ご来店の方はビ庵ポイント50ptと
   どちらかお選びください。

＊ご来店の方はビ庵ポイント100ptとどちらかお選びください。

お買上げ金額に応じて

はちみつやプロハーブ化粧品などをプレゼント！ （お試しサイズ）

ハーブソルト1袋
プレゼント！

最高4000ptが（4000円分）もらえます!

なにが届くかはお楽しみ♪

お好きなドレッシング（200ml）
1本プレゼント！
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3月March はちみつ
キャンペーン

ヨーグルトにかけたり、豆乳や水で割って
お召し上がりください。

サンプルプレゼント＆
お土産がありますよ!!

ごととに

インント100 tとどちら

ンググ（200ml）

上品な酸味と
ほろにがさが特徴。
コーヒー蜜（グアティマラ産）

蜜が含ま
ららかい
ます。

ミックスハニー（ウクライナ産）
No.10033 225g 858円
No.10034 470g 1,620円
No.10035 850g 2,800円

No.10028 225g 810円
No.10029 470g 1,450円
No.10030 850g 2,300円

緑
した

さくら蜜（山口県産）
No.5018 225g 1,300円
No.5019 470g 2,286円

甘
ほ
香

ラ
N
NRaspberry ji al

ま

ナ産））

Soba
ルを
と香り。。

obaSo

Mix
Sakura緑の
S k raaさわやさ かな新緑

香りとさらっとし
やさしい味。
さくら蜜（山口県

緑

季節限定

7 850g 2,800円

ひまわりや菜の花のの蜜
れる百花蜜です。ややわ
甘さが口の中で広ががり

NEW

Clover

なく、

産）

0円
0円
00円

Clover
Coffee10円 ffeeCC f

マラ

1
ラ産）

10円

柚子・味噌・梅肉、それぞれ全ての原材
料にこだわったノンオイル・無添加のビ
庵オリジナルドレッシング。お料理の調味
料としても美味しくお使いいただけます。

ドイツ産ドイツ産ドイツ産ドイツ産イツ産ドイツ産ドイツ産ツ産イイイツツ産産の岩塩にの岩塩にの岩塩にの岩塩にの岩塩に塩にの岩塩ににに6種6種6種6種6種種種類の種類の種類の類種類の種類の類のの
ハーブとハーブとハーブとハーブとハーブとーブハーブとハーブとガーリッガーリッガーリッガーリッガーリッガーリッガーリーーリガ ク、ブラク、ブラク、ブク、ブク、ブク、ブ、ブラララララララックックックックッククク
ペッパーペッパペッパーペッパーペッパーペッパーペッパーペ をミックをミックをミックをミックをミックミックミ スしたスしたスしスしたスしたしスしたス た無た無た無た無た無た無無添添添添添添添添
加のハー加のハー加のハー加のハー加のハー加加のハ加のハ ブソルトブソルトブソルトブソルトブソルトブソルブソルトルソ です。です。です。です。です。です。すで
安心の材安心の材安心の材安心の材安心の材安心のの 料で、ひ料で、ひ料で料で、ひ料で、ひで、ひひひ料で、料で とつひとつひとつひとつひとつひつと ひとひとひとひとひとひとひ つつつつつつつ
大切に手大切に手大切に手大切に手大切に手大切に手手に手切 作り。和作り。和作り。和作り。和作り。和作り。和りりり 和作り。 ・洋・中洋・中・洋・中・洋・中洋・洋・・洋・中中中中中中中中どんどんどんどんどんどん
なお料理なお料理なお料理なお料理なお料理おなお料料 にもよくにもよくにもよにもよくにもよくもよにもよくもにもよくく合いま合いま合いま合いま合いま合合合いま合いまますますますますますすますすすすすすす。。。。。

ビ・ナ酢ミニサイズ1本（200ml）
プレゼント!

＊数に限りのある商品もございます。

商品については総合カタログをご覧ください。全ての掲載商品は税抜き価格です。

■ ビ・ナ酢を1本お買上げごとに
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送料無料サービス!
（※クール代のみ必要となります）
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プロハーブ化粧品（1,800円以上の商品）を
2個お買上げにつき

プロハーブ化粧品を
1万円以上（税抜）お買上げにつき

Chuchu Gardenさんの
（周南市）

ハーブソルト

コーヒー 紅茶 パン ヨーグルト お料理


