
野山に咲く花のハチミツ。四季折 に々変
化する味や香りをお楽しみください。

№ 1001 1,188円（200g）

№ 1002 2,430円（450g）

№ 1003 3,888円（800g）

国産ハチ
ミツ

里山蜜

総合カタログ

山口県岩国市周東町下須通128
https://bee-an.com

0120-038-438
FAX 0120-038-437

沢に咲くアザミの花蜜。さっぱりした甘味
で、ハーブの香りが体をリラックスさせて
くれます。

№ 1006 1,404円（200g）

№ 1007 2,468円（450g）

アザミ蜜（北海道産）

白い小花から採れる茶褐色のそば蜜。ミ
ネラルやポリフェノールを多く含み、味や
香りに特徴があります。

№ 1014 1,404円（200g）

№ 1015 2,468円（450g）

そば蜜（北海道産）

大自然の中で咲く白い花のハチミツ。
クセが少なく、何にでもよく合います。

№ 1054 972円（200g）

№ 1055 1,846円（450g）

№ 1056 2,764円（800g）

国産大豆使用の白味噌を使用した
ドレッシング。

上品な酸味とほろにがさが特徴。

№ 1057 972円（200g）

№ 6002 483円（200ml）

№ 6003 972円（500ml）

柚子のふるさと（津和野）の柚子果汁を
使用したドレッシング。

№ 6005 432円（200ml）

№ 6006 864円（500ml）

だしとお酒が入ったお料理用ハチミツ。素材
の旨みを引き立て、まろやかな味に仕上がり
ます。みりん感覚でお使いください。

№ 6019 756円（450g）

№ 6020 1,404円（950g）

№ 1058 1,846円（450g）

№ 1059 2,764円（800g）

ひまわりと菜の花の蜜が含まれる百花蜜。
やわらかい甘さが口の中で広がります。

「有機農法米使用のお酢」と「本醸造しょ
うゆ」を使用した素材にこだわった
ノンオイル・無添加ドレッシング。

№ 1063 972円（200g）

№ 1064 1,846円（450g）

№ 1065 2,764円（800g）

カナダ産百花蜜と精製蜂蜜を
ブレンドしました。

№ 1051 885円（200g）

№ 1052 1,701円（450g）

№ 1053 2,592円（800g）

コーヒー蜜（エチオピア産）オリジナルブレンド
世界のハ

チミツ

COOL

COOL

COOL

■ビ・ナ酢
COOL

COOL

■味噌ドレッシング

■柚子ドレッシング

■ビ・クッキングハニー梅肉と青梅エキスでさっぱり風味の
ドレッシング。

№ 6008 432円（200ml）

№ 6009 864円（500ml）

№ 5212 1,563円（各200ml）

№ 5213 2,916円（各500ml）

COOL

COOL

■梅肉ドレッシング

■ノンオイルドレッシング
　セット（3本）

これ1本で、お料理が簡単に!!

※総額表示の義務付けにより、価格は全て税込価格となります。　※はちみつ及びはちみつ加工品は、1歳未満のお子様には与えないで下さい。

ハチミツにフリーズドライした苺が入っています。

№ 7001 324円（100g） № 7002 648円（200g）

■苺ハニー

ブルーベリーの果汁の入ったハチミツ。甘酸っぱい味わい。

№ 7005 432円（100g） № 7006 864円（200g）

■ブルーベリーハニー

アロエの果肉が入ったハチミツ。爽やかな味と香りです。

№ 7003 324円（100g） № 7004 648円（200g）

■アロエハニー

オリジナル
ハチミツ

その他

№ 7007 216円（100g）

■ハニーキャンディー

№ 7008 324円（100g）

■プロポリスキャンディー № 7009
648円（80g）

■しょうが
　プロポリス
　のど飴

№ 7018
432円（85g）

■ハーブ
　ソルト

№ 7011 216円（80g）

■黒蜜かりんとう
№ 7010 561円（100g）

■マヌカハニー
　キャンディー

№ 7014 378円（35g）

№ 7015 972円（110g）

■ピーナッツバター

№ 7016 378円（35g）

№ 7017 972円（110g）

■アーモンドバター
№ 7012 378円（80g）

№ 7013 594円（160g）

■花粉せんべい

大自然の恵みをたっぷりと含ん
だ個性的な味と香りのするはち
みつです。

№ 1004 1,404円（200g）

№ 1005 2,468円（450g）

菩提樹蜜（北海道産）

希釈用ドリンク（COLD）

クローバー蜜
（カナダ産）

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を
バランスよく配合しています。

●お召し上がり方
大さじ１～２杯を１日１～２回程
度、水・豆乳・牛乳・ジュースな
どで、３～５倍位に薄めて

№ 6010 3,456円（500ml）

岩国の名産品を使っ
て丹精こめてつくった
日本酒のおつまみシ
リーズ「つまんでちょ
んまげ」コラボレー
ション商品「国産の高
森牛」「岩国のれんこ
ん」そして「ビ庵の蜂
蜜」を使用したぜいた
くな一品です。

■高森牛と岩国れんこんの
　しぐれ煮

№ 7019 864円缶づめ（75g）

2022
Spring 春

さらっとしたやさしい味で、爽やかな新緑
の香りがします。

※年によって産地が異なります。

№ 1010 1,404円（200g）

№ 1011 2,468円（450g）

山梨県産の花梨果実のハチミツ漬け。
プロポリス入りです。

島根県産の柚子を、ハチミツとカリンエキ
ス、プロポリスとブレンドしています。

青梅のハチミツ漬け。エキスにリンゴ酢を
加えたすっぱい飲み物。

№ 6017

864円
（200ml）

№ 6018

1,944円
（500ml）

ビ庵オリ
ジナル

商品

■かぜ花梨
■柚子ハニー

№ 6013

648円
（200ml）

№ 6014

1,404円
（500ml）

■うめ～酢

№ 6015

756円
（200ml）

№ 6016

1,728円
（500ml）

11月末～4月

11月末～3月末希釈用ドリンク（HOT）

希釈用ドリンク（HOT・COLD） 希釈用ドリンク（COLD）

COOL COOL

2022年1月から価格が変わっています ・ 　　マークの商品が新価格となります

さくら蜜（国産）

はちみつ入りになりましたミックスハニー（ウクライナ産）
新商品



COOL

COOL
COOL

美容液に使われる美肌成分
を配合。

■EXエッセンスローション

メラニンの生成を抑え、し
み・そばかすを防ぎます。

■薬用
　ホワイトニング
　エッセンス

№ 2004
3,080円（40ml）

№ 2019
5,500円（120ml）

集中ケアとハリ、弾力アップ成分を配合。
■EXジェルクリーム

№ 2020
5,500円（50g）

お肌にやさしいジェ
ル状クレンジング。

■EMホワイト
　クレンジング
　ジェル

№ 2001
1,980円（150g）

角質層の奥までうるおいを届
ける水溶性ゲル。

■EMホワイトゲル

№ 2005

2,420円
（33g）

しっとりやさしい洗
い心地。

■EMホワイト
　洗顔クリーム

№ 2002
1,980円（100g）

与えた潤いを逃がさない
オイルinジェルタイプ。

■EMホワイト
　しっとり
　クリーム

№ 2006
3,740円（30g）

お肌のキメを整え、み
ずみずしい素肌へ導
きます。

■EMホワイト
　化粧水

№ 2003
1,980円（120ml）

■EMヘアシャンプー
　（ノンシリコン）

№ 2011 3,080円（800ml）

№ 5206 3,132円（3個/各200g）

■EMボディシャンプー

■EM
　薬用育毛剤
　【医薬部外品】

№ 2012
4,180円（150ml）

■EMホワイト
　薬用AV20
　ゲルはみがき
　【医薬部外品】

№ 2025 1,078円（138g）

■EMクリーム
　Light（チューブタイプ）

№ 2015
1,650円（80g）

■プロハーブ
　ハンドクリーム
　（チューブタイプ）

№ 2016
880円（35g）

■EMクリームⅡ
　（ジャー容器タイプ）

№ 2014
1,980円（140g）

№ 2013
330円（10g）

■リップクリーム
№ 2017
880円

■ハニーソープ
№ 2018 440円（100g）

EMスキンケア プロハーブ基本ラインナップ

EXスキンケア 本格的美肌ケアに

紫外線吸収剤不使用。化粧
下地としても。

■EMホワイトUVクリーム

№ 2021
1,980円（30g）

保湿力に優れたリキッドタイプ。
■美容液ファンデーション

№ 2022
2,420円（各30ml）

UV 紫外線対策に

水素を配合した水分補給化粧水。
メイクの上から手軽に使えます。

■アクアSPスプレー

№ 2024
2,420円（100ml）

その他

ボディケア ボディケア商品もとことん植物性にこだわっています

01オークル

№ 2023
02ベージュ

キッチンセット

■ハチミツ50g×4種セット
※季節によって組合せが異なります。

№ 5201 1,234円

■プチびあんセット

■里山蜜・クローバー蜜/各800g

№ 5202 6,868円

ハチミツ2個セット

■クローバー蜜＋コーヒー蜜＋オレンジ蜜

世界のハチミツセット
（3個）

■柚子ハニー200ml■柚子、味噌ドレッシング
/各200ml■里山蜜200g■クローバー蜜200g

№ 5210 4,047円

バラエティセット（柚子）

■柚子、味噌、梅肉ドレッシング/各
120ml

№ 5211 1,944円

■こだわりドレッシング
　ギフトセット

11月下旬～5月末限定

通常の商品・ギフトの配送、送料
配送業者はクロネコヤマトと、ゆうパックからお選びいただけます。　　　マークの付い
た商品は、商品の性質上クール便でお届けいたします。

COOL

COOL

お届け先

1梱包

中国・九州
関西

774円

四国・北陸
中部

878円

関東
信越

994円 220円
便

東北

1,214円

北海道

1,654円

沖縄

1,318円

COOL

お届け先1件につき 6,600円以上お買い上げの方は送料無料

お届けについて
●注文をお受けしてから5日以内でお届けします。場合によっては日数がかかることがあ
ります。予めご了承ください。
●お届け日をご指定の場合、指定日の1週間前までにお願いします。
●在庫不足等により、遅れる場合、またはお届けが不可能となった場合にはご連絡いた
します。
返品・交換について
●不良品等の返品につきましては、商品の到着後8日以内にご連絡を頂いた上、交換・
返金等迅速に対応させて頂きます。お客さまのご都合による返品・交換等の場合、返
送料および交換の場合の再送料は、お客さま負担とさせて頂きます。また、返金が発
生した場合の手数料はお客さまの負担とさせて頂きます。
以下の場合、返品・交換はお断りさせて頂きます。
＊商品到着後8日を過ぎたもの　＊開封後および、商品をご使用後のもの
＊お客さまの責任において、商品を破損させてしまったもの
のし・ラッピング承ります
●ギフトにされる場合は化粧箱（箱代220円が掛かります）にお入れいたします。
※総額で表示しています。

●お支払いは、郵便振替と代金引換からお選びください。
●初めてご注文のお客さまのお支払いは、代金引換でお願いします。
●代金引換の手数料330円は、お客さま負担になります。
●ホームページからのご注文はカード決済がご利用いただけます。

マークの付いた商品は送料無料の場合でもクール代220円が別途必要となります。

お支払い
について

無添加
パラベン

防腐剤
※EMクリームⅡを除く

※総額表示の義務付けにより、価格は全て税込価格となります。

プロポリスを飲み
やすいソフトカプ
セルに詰めました。

ビ庵のプロポリスは高品質なブラジル産源塊を粉砕
し、エタノールで効率よく有効成分を抽出しています。

№ 3001 10,260円（ビン70g）

№ 3002 9,720円（詰替70g）

■ビ・プロポリス・ソフトカプセル

マークの商品は、まとめ買いがお得！！

COOL ローヤルゼ
リーを飲み
やすいソフト
カプセルに
詰めました。

№ 3003 10,260円（ビン90g）

№ 3004 9,720円（詰替90g）

■ビ・ローヤル COOL

アミノ酸を多く
含んだ蜂の子の
カプセルです。

№ 3005 10,260円（ビン36g）

№ 3006 9,720円（詰替36g）

■蜂の子 COOL
一粒の中に、
プロポリス・
ローヤルゼ
リー・花粉を
配合。

№ 3007 10,260円（ビン61g）

№ 3008 9,720円（詰替61g）

№ 3009 19,980円（ビン126g）

№ 3010 19,440円（詰替126g）

■ビ・球 COOL

健康のことだけを考え
て作った、ビ庵オリジナ
ルの健康食品。
プロポリス・生ローヤル
ゼリー・花粉などの相乗
効果で健康づくりのお
手伝いをします。

そのまま口内（喉）にスプレーする
だけで、プロポリスを手軽に摂取
できます。北海道の薄荷使用。

原材料／ポーレンロードエキス、生
ローヤルゼリー、プロポリス、アロエ
ベラ、ウコン、朝鮮人参etc.

№ 3019 10,800円（500ml）

■ビ・蜂（ビ・フォー） COOL

強い殺菌力を持ち、免疫力を
高め健康維持に役立ちます。

№ 3011 3,888円（12cc）

№ 3012 6,480円（20cc）

■プロポリス
パワーある体質に
導きます。

№ 3016
9,720円（90g）

■生ローヤル COOL ■プロポリススプレー

お肌や便秘が気になる
方にオススメです。

№ 3018
3,240円（180g）

■ポーレンロード花粉
COOL

ユーカリ蜜にプロポリス
5cｃを合わせました。

№ 3021
2,700円（200g）

■プロポリス入りユーカリ蜜 クローバー蜜に生の
ローヤルゼリー22g
を合わせました。

№ 3017
3,456円（400g）

■ミツの精 COOL

№ 3020 2,700円（35ml）

№ 3022 324円（100ml）

■ローヤルゼリー
　ドリンク

№ 3023 324円（50ml）

■プロポリス・
　ドリンク

※ご来店の際に、当店プロポリスの空き
瓶をご持参ください。

ご来店の
お客さま
限定

お得な量り売りあります！

２コ
以上で 10％OFF ４コ

以上で 20％OFF

12コ
以上で 30％OFF 24コ

以上で 40％OFF

機能性食品（　 マークの付
いている商品）をまとめてお
買い上げいただくと、お買い
上げ個数に応じて、割引率
がアップします！

特典 5本お買い上げで1本プレゼント！

■ビ・クッキングハニー450g■オリジナル
ブレンド450g■ハーブソルト85g■柚
子、味噌、梅肉ドレッシング/各200ml

№ 5209 4,452円

元気に1本。生ローヤル
ゼリー500mg含有

免疫力UP
プロポリス40mg含有

№ 2008 1,540円（400ml）　詰替用
№ 2007 1,980円（500ml）

№ 2009 1,980円（500ml）

■EMヘアコンディショナー
　（ノンシリコン）

　詰替用 № 2010 1,540円（400ml）

2022年1月から価格が変わっています ・ 　　マークの商品が新価格となります


