
6 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

JAふくしま未来
●食材センター (伊達地区)
蕁024（575）0444
蕭024（575）0454
●食材センター (安達地区)
蕁0243（33）2795
蕭0243（33）3517
●食材センター (そうま地区)
蕁0244（25）2261
蕭0244（25）2262
●㈱ジェイエイ新ふくしま
　ライフ食材センター
蕁024（546）2271
蕭024（546）3212

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

12

22

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

1

水

木

1/21土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産鶏重ねカツ
(チーズ入り） 2枚 3枚 4枚 冷凍

国産鶏むね肉を薄切りにして重
ね、チーズを挟んだ柔らかいカツ
です。揚げてどうぞ

ねぎとろ 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

銚子産天日干しいわし 6尾 9尾 12尾 冷凍
銚子沖で水揚げされた真いわしを
使用し、うす塩味の天日干しに仕
上げました

天然ホワイトえび
(無頭) 120g 180g 200g 冷凍 レシピ参照

マス福豆 60g 60g 60g 常温 国産大豆使用。2/3は節分です！

2人用 1,593円  3人用 2,273円  4人用 2,811円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

銚子産天日干し
いわし おすすめ品

4尾 6尾 8尾 冷凍
銚子沖で水揚げされた真いわしを使用
し、ソフトタイプの天日干しに仕上げま
した。グリルでじっくり焼いてどうぞ

ヒレナガナメタの
みりん漬け 2切 3切 4切 冷凍 やさしい味のみりん漬けです。グ

リルで焼いてどうぞ

バナメイむきえび 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

味付いなり 1袋 1袋 2袋 冷蔵 レシピ参照

マス福豆 60g 60g 60g 常温 国産大豆使用　2/3は節分です！

2人用 1,450円  3人用 1,964円  4人用 2,666円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ロース切落し 150g 230g 300g 冷蔵 野菜炒めにどうぞ

麓山高原豚もも薄切り 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

直火焼国産鶏ハラミ
（味付） 160g 240g 320g 冷凍

国産若鶏のジューシーで弾力のある食感のハラ
ミに塩味を付け直火焼きで香ばしく仕上げまし
た。電子レンジであたためてどうぞ

味付いなり 1袋 1袋 2袋 冷蔵 お稲荷や混ぜごはんにどうぞ

マス福豆 60g 60g 60g 常温 国産大豆使用　2/3は節分です！

2人用 1,690円  3人用 2,302円  4人用 3,051円  



7
●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

恵方巻き

えびのお吸い物

彩りサラダ稲荷

白菜と豚のミルフィーユ鍋

①ご飯にすし酢を加え、
さっくり混ぜておく。
②卵はAを加え厚焼き卵を
作り細切りにする。きゅ
うりも同じ長さに細切
りにしておく。
③板のりをまきすの上に
広げ、上下3㎝の部分に

①えびは解凍し、背ワタを
取り、殻を一筋残して剥
き、分量外の塩少々を振っ
て揉み洗いする。背に切
り目を入れて酒を振る。
②たけのこは食べやすい大
きさに切る。

①えびは熱湯で茹でる。
きゅうりは細かく切り、
ミニトマトは4等分に切
る。炒り卵を作っておく。
②ごはんにすし酢を加え
さっくりと混ぜたら冷
ましておく。きゅうり、
炒り卵、白ごまを加え全
体的に混ぜる。

①	白菜は4分の1の大きさに切り、白菜
と豚肉を交互に重ねる。重ね終わっ
たら、崩れないように5㎝程度に切
る。
②	土鍋に①を周りから詰め込んでいく。
③	水を白菜がつかるくらいまで入れ、
火にかける。少し沸騰してきたら顆

はのせないようにご飯を均一に広げる。ねぎとろ
と②の具材を並べる。
④手前から向こう側にまきすを巻き込む。等分に切っ
て出来上がり。

③鍋に水を入れて熱し、沸騰したら白だし、①、②を
加えて煮る。えびに火が通ったら塩を加えて味を調
え、お椀によそう。

③いなりに②のごはんを詰め、えびとミニトマトを
トッピングしたら出来上がり。

粒だしで味を調え、だし昆布を加える。
④	さらに煮込み、具材に味が染み込んだら出来上がり。お好みで、
塩コショウやポン酢をかけてどうぞ。

ねぎとろ…100g
板のり…………………… 2枚
ごはん………………… 2杯分
すし酢……………… 大さじ2
きゅうり……………… 1/2本
卵………………………… 2個
Ａ　白だし………… 小さじ1
　　砂糖…………… 大さじ1

天然ホワイトえび…120g
たけのこ(水煮)	………… 40g
酒………………… 小さじ1/2
白だし……………… 大さじ1
水…………………… 2カップ
塩…………………………少々

材料� 【約449kcal／1人分】

材料� 【約44kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

味付いなり…1袋
バナメイむきえび…100g

ごはん……………………適量
きゅうり………………… 1本
ミニトマト……………… 3個
炒り卵………………… 2個分
白ごま……………………少々
すし酢……………………適量

麓山高原豚
もも薄切り…150g

白菜…………………… 1/2玉
水…………………………適量
顆粒だし…………… 大さじ3
だし昆布…………………適宜

材料� 【約485kcal／1人分】

材料� 【約171kcal／1人分】

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド



8 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

JA福島さくら
●たむら食材センター
蕁0247（82）5251
蕭0247（82）5269
●いわき食材センター
蕁0246（25）2209
蕭0246（25）7177
●三和支店
蕁0246（86）2121
蕭0246（86）2041
●川前支店
蕁0246（84）2221
蕭0246（84）2323
●第五営農経済センター
蕁0246（62）4670
蕭0246（62）7647
●㈱JA郡山市食材サービス
蕁024（968）2201
蕭024（968）2202

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

32

42

2

金

土

1/24火

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

気仙沼産まかじき切身
(加熱用) 2切 3切 4切 冷凍

宮城県気仙沼に水揚げされた鮮度
良好な「まかじき」です
レシピ参照

シルバー西京漬 2切 3切 4切 冷凍
ニュージーランド産の脂ののった
シルバーをほろ甘い西京味噌に漬
けました

やわらか
さばの煮込み風 2袋 3袋 4袋 冷凍

国産さばを一口大にカットし特製甘醤油ダ
レと一緒にパックしました。湯煎加熱で骨
まで軟らかくお召し上がりいただけます

だしが活きた
いか塩辛 新商品

70g 70g 70g 冷蔵
国産するめいかを厚切りにし、か
つおと昆布の合わせだしで仕上げ
ました

彩りポテトマカロニ
サラダ 120g 180g 180g 冷蔵

ポテトとマカロニの食感が調和したボ
リュームたぷりのサラダです。彩りに大
豆・枝豆・コーンを加えました

2人用 1,471円  3人用 1,988円  4人用 2,421円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚バラ焼肉用 150g 230g 300g 冷蔵 フライパンで焼き、お好みのタレ
でどうぞ

黄金生姜入り
国産豚味噌焼き 100g 150g 200g 冷凍

国産豚肩肉のスライスを高知県産黄金生姜入りの
白味噌風味のタレに漬け込みました。玉ねぎやな
すをたっぷり加えて炒め合わせてどうぞ

東北育ち鶏大葉＆
チーズフライ 新商品

4個 6個 8個 冷凍
鶏むね肉のスライスで大葉とチーズを
丁寧に巻きフライにしました。油で揚
げお好みのソースでどうぞ

緑の大地
ロースハム おすすめ品

57g 78g 95g 冷蔵 レシピ参照

彩りポテトマカロニ
サラダ 120g 180g 180g 冷蔵

ポテトとマカロニの食感が調和したボ
リュームたぷりのサラダです。彩りに大
豆・枝豆・コーンを加えました

2人用 1,376円  3人用 1,917円  4人用 2,382円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚バラ切落し 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

秋鮭切身スキンレス
（ムニエル用）新商品

2切 3切 4切 冷凍 ムニエルにどうぞ

さんまポーポー焼 新商品 2個 3個 4個 冷凍
いわき市小名浜の郷土料理です。さんまにね
ぎ、生姜、みそ等を加えてハンバーグのよう
に丸めました。フライパンで焼いてどうぞ

極細きざみ昆布（塩蔵） 50g 50g 120g 冷蔵 レシピ参照

食材油揚げ 2枚 4枚 4枚 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,243円  3人用 1,762円  4人用 2,325円  
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●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

豚肉とたっぷり野菜の彩り炒め
①人参は細切りに、玉ねぎ
は薄切りに、キャベツは
縦2等分にして横1㎝幅
の細切りにし、ピーマン
は縦半分に切って縦細
切りにする。豚肉は3㎝
幅に切る。
②フライパンにたっぷりの
湯を沸かし、塩、サラダ
油大さじ1/2を加える。
①の人参を入れて茹で、
約30秒たったら残りの

野菜も加えて約1分茹で、ザルにあけて湯を切る。
③フライパンをキッチンペーパーでサッと拭いて、
サラダ油大さじ1/2を熱し、①の豚肉を炒める。
肉の色が変わったら、②を戻し入れ、サッと炒め合
わせる。Aは混ぜ、鍋肌から回し入れ、全体に絡む
ように炒める。

麓山高原豚
　バラ切落し…100g

人参……………………… 7㎝
玉ねぎ………………… 1/2個
キャベツ………………… 2枚
ピーマン………………… 1個
塩…………………… 小さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
　　酒・しょうゆ… 各大さじ1
Ａ　砂糖・オイスターソース
　　　…………… 各小さじ1
水溶き片栗粉……………少々
鶏ガラスープの素………少々
こしょう…………………少々

材料� 【約349kcal／1人分】

基本

きざみ昆布と油揚げの煮物
①	きざみ昆布は水に5分ほど浸して塩抜
きし、食べやすい大きさに切る。人参
は短冊切り、油揚げは細切りにする。
②	鍋にAを入れて火にかける。砂糖が溶
けたらだしと昆布を入れ、中火で煮る。
③	煮汁が半分ほどになったら、人参と油
揚げを入れ、昆布が柔らかくなり、煮
汁がほとんどなくなるまで煮る。

極細きざみ昆布…50g
食材油揚げ…2枚

人参……………………… 30g
　　砂糖…………… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　しょうゆ……… 大さじ2
　　だし汁………… 2カップ

材料� 【約122kcal／1人分】

基本

まかじきのバタぽんムニエル 春菊とハムのサラダ

①大根はおろし、水菜は3
㎝程度に切る。

③Aの材料をよく混ぜ合わせ、①、②を和える。

①春菊は葉先を摘んで氷水
にさらし、シャキッとし
たら水気をきる。
②大根は4㎝長さ、幅2㎝の
短冊切りにし、春菊と同
様に氷水にさらして水気
を切る。ハムは大根の大
きさに合わせて短冊状に
切る。

いき はつ

気仙沼産
まかじき切身…2切

大根…………………… 1/2本
水菜……………………… 1袋
バター…………………… 10g
ポン酢……………………適量
塩コショウ………………適量
小麦粉……………………適量
サラダ油…………… 小さじ2

緑の大地ロースハム…57g
春菊…………………… 1/2把
大根………………………6cm
　　サラダ油	 大さじ1と1/2
　　酢…………… 小さじ1/2
Ａ　塩…………… 小さじ1/3　　砂糖・こしょう…各少々
　　粒マスタード
　　　…………… 小さじ1/2

材料� 【約233kcal／1人分】 材料� 【約167kcal／1人分】

ターを溶かし入れ、ポン酢を加えからめる。
⑤器にまかじき、大根おろし、水菜をのせ、ソースを
かけたら出来上がり。

②まかじきに塩コショウを振り、
小麦粉を塗す。
③フライパンにサラダ油をひき、
②を焼く。焼き目がある程度つ
いたら、蓋をして中まで火を通
す。
④火が通ったら、フライパンにバ

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド



10 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

JA夢みなみ
●石川食材センター
蕁0247（26）9668
蕭0247（56）1052
●しらかわ食材センター
蕁0248（22）7345
蕭0248（22）7392
●㈱ジェイエイあぐり
　すかがわ岩瀬食材
蕁0248（72）2588
蕭0248（72）2588

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

62

72

3

月

火

1/26木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

豚ロースしゃぶしゃぶ用
（ごまだれ付）新商品

220g 330g 440g 冷凍
国産の豚ロースをゴマだれとセッ
トしました。たっぷりの野菜と
しゃぶしゃぶにしてどうぞ

脂ののった
シルバー白醤油漬 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

マヨタマロール 2個 3個 4個 冷凍
ゆで卵をマヨネーズを和えた具を
ソーセージでロール状に巻いてフラ
イにしました。揚げてどうぞ

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,861円  3人用 2,545円  4人用 3,080円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

縞ほっけ
冷風干し二枚卸 1枚 2枚 2枚 冷凍

ロシア産の脂ののった縞ほっけを
塩のみで味付けし干し上げまし
た。グリルで焼いてどうぞ

秋鮭切身(加塩) 2切 3切 4切 冷凍 北海道産の秋鮭です。中火のグリ
ルで焼いてどうぞ

さば昆布じめ 1枚 1枚 2枚 冷凍
日本近海の真さばに北海道産の昆
布を合わせて酢じめにしました。
お好みの厚さに切ってどうぞ

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,669円  3人用 2,217円  4人用 2,772円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース
お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚ひき肉 150g 230g 300g 冷凍 レシピ参照

木頭ゆず入り
鶏肉の柚庵焼き 150g 225g 300g 冷凍

国産若鶏の肩小肉を香り豊かなゆず皮と一緒
に淡白醤油ベースにした独自配合のタレに漬
け込みました。フライパンで焼いてどうぞ

ひとくちチキン南蛮
（タルタル入り） 4個 6個 8個 冷凍

電子レンジで簡単に調理できる、国産鶏肉を使
用した小さなチキン南蛮です。中にたっぷりの
タルタルソースを包み込みました

豚バラ肉の
卵とじセット 180g 240g 280g 冷凍 お好みの野菜と一緒に卵でとじて

どうぞ

都路村の朝（鶏卵） 6個 10個 10個 冷蔵 豚バラ肉の卵とじにどうぞ

2人用 1,676円  3人用 2,172円  4人用 2,617円  
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●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

脂ののったシルバー白醤油漬

ニラ明太納豆和え

南半球で漁獲されるシルバーの中でも脂質の高い厳
選原料を使用し、甘口で上品な白醤油に漬け込みま
した。
中火のグリルで焼いてどうぞ。

①ニラは根元を切り落と
す。明太子は切り込み
を入れ、中身を扱き出
す。ボウルで納豆とタレ
を混ぜ合わせる。
②分量外の塩を入れた熱

湯でニラをさっと茹で、水気を絞り、長さ1㎝に切
る。
	 ③納豆のボウルにニラ、明太子、しょうゆを加え
てよく混ぜる。器に盛り、刻みのりをのせる。

無着色辛子明太子…70g
食材小粒納豆…1p

ニラ…………………… 1/2束
しょうゆ………… 小さじ1/2
刻みのり…………………適量

材料� 【約94kcal／1人分】

基本

基本

玉ねぎの明太海苔和え 白菜のひき肉包み蒸し
①	玉ねぎの皮を剥き、ラッ
プに包んで電子レンジ
で加熱する。
②	玉ねぎは食べやすい大
きさに切る。明太子は
よくほぐしてAと一緒
に玉ねぎと和える。

分にのせ、半分に折りたたむ。
④耐熱皿に白菜の葉先を敷いて、③
を並べ入れ、蒸気の上がった蒸し
器に入れて強火で約15分蒸す。
⑤④の蒸し汁と水を合わせて1/2
カップにし、鍋に移す。Bを加えて

①白菜は芯の部分と葉先に
切り分け、葉先は一口大
のざく切りにする。芯の
部分は熱湯でさっと茹で
て水気を切り、両端を切
り離さないように、繊維
に沿って縦に1㎝間隔の
切り込みを入れる。
②ボウルにひき肉、長ねぎ、
Aを入れて手でよく混ぜ
合わせる。
③白菜の芯の部分に②を等

いき はつ

無着色辛子明太子…70g
玉ねぎ…………………… 1個
Ａ　ごま油……… 大さじ1/2　　塩・こしょう………少々
焼き海苔…………………少々

麓山高原豚ひき肉…150g
白菜……………………… 6枚
長ねぎのみじん切り	… 1/4本分
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　塩…………… 小さじ1/2
　　片栗粉……… 大さじ1/2
　　固形スープの素… 1/2個
Ｂ　塩…………… 小さじ1/3　　砂糖…………… 小さじ1
　　しょうが汁… 小さじ1/2
〈水溶き片栗粉〉
　　片栗粉………… 小さじ1
　　水……………… 大さじ1

材料� 【約94kcal／1人分】 材料� 【約224kcal／1人分】

③	器に盛り、焼き海苔を炙って上に散らしたら出来
上がり。

煮立て、水溶き片栗粉を加えてとろみをつける。
⑥④に⑤のあんをかける。

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド



12 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

ＪＡ会津よつば
●田島営農経済センター
蕁0241（63）1191
蕭0241（63）1195
●下郷営農経済センター
蕁0241（69）1088
蕭0241（67）3067
●舘岩支店
蕁0241（78）2124
蕭0241（78）3103
●伊南支店
蕁0241（76）2201
蕭0241（76）2730
●南郷営農経済センター
蕁0241（72）3800
蕭0241（72）2800
●只見営農経済センター
蕁0241（84）2214
蕭0241（84）2217

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

82

92

4

水

木

1/28土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ロース厚切り 2枚 3枚 4枚 冷蔵 レシピ参照

赤魚半身塩麹漬 1枚 2枚 2枚 冷凍 中火のグリルで焼いてどうぞ

いかねぎ塩だれ 120g 180g 240g 冷凍
短冊状にカットした柔らかいムラ
サキイカを塩だれに絡めました。
お好みの野菜と炒めてどうぞ

3種の根菜まんじゅう 4個 6個 8個 冷凍 レシピ参照

2人用 1,495円  3人用 2,141円  4人用 2,607円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

三陸産ぶり白醤油漬 2切 3切 4切 冷凍
大型の天然ぶりを独自の白醤油調
味液でじっくり漬け込み熟成させ
ました。グリルで焼いてどうぞ

石巻産近海かれい
(下処理済) 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

くるみ入り
生炊きしらす佃煮 50g 60g 60g 冷蔵

やわらかさを出すために丁寧に生
炊きしたしらす佃煮です。温かい
ごはんにのせてどうぞ

沖縄県産もずく入り
ふんわり天ぷら 6個 9個 12個 冷凍

たらのすり身に沖縄県産もずくを混ぜ
合わせ天ぷらにしました。煮物または
レンジで温めて生姜醤油でどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,503円  3人用 2,128円  4人用 2,528円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩切落し 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

国産豚バラ肉旨甘焼き 150g 200g 300g 冷凍
国産豚バラ肉を甘くてコクのある
タレに漬け込みました。フライパ
ンで焼いてどうぞ

ねぎ焼餅
(ネギシャーペイ) 6個 8個 8個 冷凍

ネギをふんだんに加えました。フ
ライパンで両面カリカリに焼いて
どうぞ

国産鶏チューリップ 120g 180g 240g 冷凍
国産鶏手羽先の骨をはずし、
チューリップ状にしました。衣を
つけて揚げてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,683円  3人用 2,423円  4人用 2,949円  
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●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

とんかつ

3種の根菜まんじゅう

①豚肉は筋を切り、両面に
塩・こしょうをふって、
5分程おいてなじませ
る。肉の水気をふき、小
麦粉、溶き卵、パン粉の
順につける。
②揚げ油を中温に熱し、①
を静かに入れて揚げる。

①フライパンにサラダ油をひき、
弱火～中火で3～4分本品を焼
く。両面きつね色になったら出
来上がり。豚肉をベースにれん
こん、ごぼう、にんじんの3種

③せん切りにしたキャベツを器に盛り、食べやすく
切った②をのせて、とんかつソースをかける。
【ポイント】
◦塩をふった肉からは水分がしみ出てくるので、しっ
かり水気を取ると、肉と衣が離れにくくなります。
◦揚げはじめは中温で中までじっくり火を通し、最
後に火を強めるとカリッとした仕上がりに!

の根菜をたっぷり混ぜ込みました。それぞれの根菜が持
つ高い栄養価をおいしく取り入れられます。

麓山高原豚
ロース厚切り…2枚

塩・こしょう…………各少々
小麦粉・溶き卵・パン粉・
揚げ油・とんかつソース
　………………………各適量
キャベツ………………… 2枚

3種の根菜まんじゅう
…4個

サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約368kcal／1人分】

材料� 【約160kcal／1人分】

基本

基本

カレイのソテー熱々ねぎソース 野菜とのごった煮
①長ねぎ、しょうがはせ
ん切りにして水にさら
す。Aの赤唐辛子は種
をとって小口切りにす
る。
②カラスカレイは塩・こ
しょうをして小麦粉を
まぶす。
③フライパンにサラダ油

と煮立ちさせ、アクを取り、Aを加えて煮る。
③下茹でし、5～6㎝長さに切った大根の葉を加えて
ひと煮する。

①大根、人参はそれぞれ細
長いそぎ切りにする。里
いもは2～3つに切り、
さっと茹でてぬめりを取
る。
②鍋にサラダ油を熱し、豚
肉を炒め、①を加えて炒
める。大根が透き通って
きたら、材料がかぶるく
らいのだし汁を加えてひ

いき はつ

石巻産近海かれい…2枚
塩・こしょう…………各少々
小麦粉……………… 大さじ3
サラダ油…………… 大さじ1
長ねぎ…………………… 1本
しょうが……………… 1かけ
　　赤唐辛子…………… 1本
Ａ　ごま油………… 大さじ2
　　しょうゆ……… 大さじ2

麓山高原豚
肩切落し…150g

大根…………………… 200g
大根の葉…………………少々
人参…………………… 1/2本
里いも…………………… 2個
サラダ油…………… 大さじ1
だし汁……………………適量
　　酒・しょうゆ
Ａ　　…… 各大さじ1と1/2
　　塩……………………少々

材料� 【約248kcal／1人分】 材料� 【約331kcal／1人分】

を熱し、カラスカレイを入れ蓋をして、中火で片
面3～4分ずつ焼き、皿に盛って、水気を切った長
ねぎ、しょうがをのせる。
④合わせたAを煮立たせ③にかける。

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド



14 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

ＪＡ会津よつば
●いいで食材センター
蕁0241（28）0028
蕭0241（28）0018
●みどり食材センター
蕁0800（800）8488（ ）
蕭0241（27）3070
●金山食材センター
蕁0241（54）2011
蕭0241（54）2721
●JAあいづ生活㈱
　食材センター
蕁0242（75）2888
蕭0242（75）5077

フ リ ー
ダイヤル

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

132

142

5

月

火

1/31火

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

すけそうたら
バジルソース漬 新商品

150g 200g 250g 冷凍
骨と皮を取りひと口大に切ったすけ
そうたらをバジルソースに漬けまし
た。フライパンで焼いてどうぞ

赤魚昆布醤油漬 2枚 3枚 4枚 冷凍
3枚におろした赤魚を旨味たっぷ
りの昆布醤油に漬けました。中火
のグリルで焼いてどうぞ

大きな海鮮しゅうまい
(ホタテ) 2個 3個 4個 冷凍

北海道産の無リンたらすり身にホタテ
をたっぷり加えた大きな焼売です。電
子レンジまたは油で揚げてどうぞ

まぐろご飯の素 2合用 3合用 3合用 常温
焼津港で水揚げされたまぐろを丹念に煮
込み、人参や生姜を加えた混ぜご飯の素
です。温かいご飯に混ぜてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,605円  3人用 2,229円  4人用 2,641円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

豚ロース西京味噌漬け 2枚 3枚 4枚 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

菜彩鶏もも肉 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

チーズメンチカツ 4個 6個 8個 冷凍
とろーりチーズを国産豚ひき肉で包ん
だジューシーなメンチカツです。中温
の油で揚げて揚げたてをどうぞ

鶏そぼろあん 120g 180g 180g 冷蔵
国産鶏のひき肉をたっぷり使い、生
姜の風味を効かせたそぼろあんで
す。温めて豆腐にかけてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用。鶏そぼろあんをか
けてどうぞ

2人用 1,539円  3人用 2,319円  4人用 2,876円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

牛すき煮の素 220g 330g 440g 冷凍 レシピ参照

氷塩熟成鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 中火のグリルで焼いてどうぞ

チキンチャップ 新商品 180g 205g 270g 冷凍
国産の鶏むねフライとトマトケチャップをベースに
ウスターソース等を加えて仕上げたチキンチャップ
ソースのセットです レシピ参照

白身魚とチーズの
磯辺焼き 6個 8個 12個 冷凍

チーズとアオサの風味たっぷりの
白身魚の磯辺焼きです。焼いてど
うぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,784円  3人用 2,516円  4人用 3,249円  
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●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

牛すき煮

チキンチャップ

①本品はあらかじめ解凍
しておく。
②玉ねぎは薄切りにし、豆
腐は水切りしてから食
べやすい大きさに切る。
卵は器に溶いておく。

①タレは解凍し、鶏むねフ
ライは冷凍のまま耐熱
皿に移し、ラップをしな
いで電子レンジで1分半
～2分加熱する。
②野菜は食べやすい大き
さに切る。

③熱したフライパンにサラダ油をひき、玉ねぎを炒
める。玉ねぎがしんなりしてきたら、本品と豆腐
を入れ煮込む。
④牛肉に火が通ったら、溶いた卵を回し入れ蓋をし、
卵がお好みの硬さになったら出来上がり。

③熱したフライパンにサラダ油をひき、野菜を炒め
る。野菜に火が通ったら、①を加え混ぜ合わせた
ら出来上がり。

牛すき煮の素…220g
食材豆腐(木綿)…1丁

玉ねぎ………………… 100g
卵………………………… 2個
サラダ油…………………少々

チキンチャップ…180g
玉ねぎ………………… 100g
ピーマン………………… 1個
人参…………………… 1/2本
サラダ油…………… 小さじ2

材料� 【約495kcal／1人分】

材料� 【約207kcal／1人分】

基本

基本

豆腐スープ 鶏肉と里芋の煮しめ
①豆腐はさいの目に切る。
②しいたけは粗みじんに
切る。
③長ねぎ、しょうがはみ
じん切りにする。
④鍋にごま油を熱し、③
を炒め香りが出たらだ
し汁と①、②を加え塩・
こしょうで調味する。水
溶き片栗粉でとろみを
つけ、みつ葉をちらす。

①里芋は皮をむき、塩を振っ
てもみ、ぬめりが出たら
水洗いをして水気を切る。
鶏肉は一口大に切る。人
参は乱切りにする。
②鍋にサラダ油を熱し、鶏
肉、人参、里芋の順に加
え、煮汁を入れ煮立って
きたらアクをとって、煮
詰める。

③柔らかく煮えたら、3㎝に切った小ねぎを加えてひ
と混ぜする。

いき はつ

食材豆腐（木綿）…1/2丁
しいたけ………………… 2枚
みつ葉……………………適量
長ねぎ………………… 1/3本
しょうが…………… 1/2かけ
だし汁……………… 2カップ
ごま油……………… 大さじ1
塩・こしょう…………各少々
水溶き片栗粉
　…………… 大さじ1と1/2

菜彩鶏もも肉…200g
里芋…………………… 200g
人参…………………… 1/2本
〈煮汁〉
　　だし汁………… カップ1
　　砂糖・酒・みりん
　　　………… 各大さじ1/2
　　しょうゆ……… 大さじ1
小ねぎ…………………… 3本
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約157kcal／1人分】 材料� 【約364kcal／1人分】

食事バランスガイド

食事バランスガイド食事バランスガイド

食事バランスガイド



16 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

ＪＡ東西しらかわ
ガス食材センター
蕁0247（23）1355
蕭0247（23）1357

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

152

162

6

水

木

2/2木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩切落し 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

カレイ竜田揚げ 新商品 2枚 3枚 4枚 冷凍
アメリカ産の浅羽かれいを竜田揚げ
にしました。揚げてどうぞ。小骨に
気をつけてお召し上がりください

国産鶏むねと
枝豆のつまみ揚げ 4個 6個 8個 冷凍

国産鶏むね肉と国産玉ねぎと国産枝豆を
加えた香り豊かなつまみ揚げです。フラ
イパンで揚げ焼きにしてどうぞ

さんま黒酢煮 100g 120g 150g 冷凍
青森県沖で水揚げされた鮮度の良いさ
んまを使用し、黒酢を入れた甘辛のタ
レで煮込みました。そのままどうぞ

2人用 1,426円  3人用 1,962円  4人用 2,530円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ノルウェー産さば
みりん干三枚おろし 2枚 3枚 4枚 冷凍

ノルウェー産の鮮度の良いさばを
みりん干しにしました。弱火のグ
リルで焼いてどうぞ

昆布だし目鯛切身 2切 3切 4切 冷凍
昆布だしを効かせた塩水で調味し
魚の旨味を引き出しました。グリ
ルで焼いてどうぞ

フライパンで焼ける
はたはた一夜干し 100g 150g 200g 冷凍

小型ですが脂質が高くあじわい豊か
なはたはたです。フライパンで焼い
て骨までお召し上がりいただけます

国産大豆肉厚油揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,329円  3人用 2,020円  4人用 2,470円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
バラスライス 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

麓山高原豚もも薄切り 150g 230g 300g 冷蔵 炒め物にどうぞ

しそ入り鶏つくね
(おろしぽん酢付) 210g 340g 420g 冷凍 電子レンジで温め添付のタレをか

けてどうぞ

国産大豆肉厚油揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,310円  3人用 2,014円  4人用 2,541円  

はつらつ お肉コース
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●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

豚肉の甘辛味噌炒め
①	豚肉は長さ3㎝に切り、
Aを絡める。玉ねぎは縦
半分に切り、幅7㎜に切
る。ピーマンは縦半分に
切って幅5㎜の斜め切り
にする。器にBを入れて
混ぜ合わせておく。
②	中華鍋にサラダ油を中
火で熱し、豚肉を入れて
軽く焼き色がつくまで
炒め取り出す。
③	続けてサラダ油を足し

て強火にし、玉ねぎ、ピーマンの順に炒める。玉ね
ぎがしんなりとしたら豚肉を戻し入れる。Bを加
え、手早く混ぜて全体に絡め、器に盛る。

麓山高原豚
　肩切落し…150g

　　片栗粉………… 大さじ1
Ａ　しょうゆ…… 大さじ1/2
　　酒…………… 大さじ1/2
玉ねぎ…………………… 2個
ピーマン………………… 4個
七味唐辛子………………適量
　　酒……………… 大さじ2
Ｂ　しょうゆ……… 大さじ1
　　味噌…………… 小さじ2
　　砂糖…………… 小さじ1
サラダ油…………… 大さじ2

材料� 【約362kcal／1人分】

基本

油揚げのチーズはさみ焼き ねぎ肉巻きのレンジ蒸し
①油揚げ1枚は、端を切り
離さない程度に厚みに
切りめを入れる。スラ
イスチーズ2枚は半分
に切る。

を除き、4～5㎝四方のざく切り
に、ブロッコリーは小房に分ける。
②長ねぎは豚肉の幅に合わせて切
る。
③豚肉に塩・こしょうを振る。②を
等分して豚肉で巻き、表面に片栗
粉を塗す。

②①の切りめの間にマヨネーズの半量をぬり、スラ
イスチーズ1枚分を並べてのせ、はさむ。
③②をオーブントースターで焼き色がつくまで焼
き、裏返してマヨネーズの残りを表面にぬり、ス
ライスチーズ1枚分を並べてのせ、さらにオーブ
ントースターで焼く。
④チーズが溶けたら、取り出して食べやすい大きさ
に切り、器にのせて、小ねぎの小口切り1本分を散
らす。

①キャベツは軸の太い部分

いき はつはつ

国産大豆肉厚油揚げ…1枚
マヨネーズ………… 大さじ2
スライスチーズ………… 2枚
小ねぎ…………………… 1本

麓山高原豚
　バラスライス…150g

長ねぎ………………… 1/2本
キャベツ………………… 2枚
ブロッコリー………… 100g
　　マヨネーズ…… 大さじ2
　　粉チーズ……… 小さじ2
Ａ　酢……………… 小さじ2
　　すりおろしにんにく・黒胡椒
　　　	 …………………各少々
　　塩・こしょう……各少々
片栗粉……………………適量

材料� 【約213kcal／1人分】 材料� 【約438kcal／1人分】

④耐熱皿に①を広げ、③の巻き終わりを下にしての
せる。ラップでふんわりと覆い、電子レンジ(約
600W)に3～4分間かける。
⑤Aを混ぜ合わせてタレを作る。
⑥器に④を盛り、⑤のタレを添える。

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド



18 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

JAふくしま未来
●食材センター (伊達地区)
蕁024（575）0444
蕭024（575）0454
●食材センター (安達地区)
蕁0243（33）2795
蕭0243（33）3517
●食材センター (そうま地区)
蕁0244（25）2261
蕭0244（25）2262
●㈱ジェイエイ新ふくしま
　ライフ食材センター
蕁024（546）2271
蕭024（546）3212

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

172

182

7

金

土

2/4土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ぶり照焼き 2切 3切 4切 冷凍
産卵前の脂のり良好な時期に漁獲
したぶりを使用しています。弱火
で焼いてどうぞ

千葉県産真あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 塩のみで味付けし干し上げまし
た。グリルで焼いてどうぞ

宮城県産
カキフライ 新商品

4個 6個 8個 冷凍 大ぶりのカキをうす衣で仕上げま
した。油で揚げてどうぞ

柔らかいかの
カレー唐揚 新商品

120g 150g 240g 冷凍
青森県産のムラサキイカをカレー調味料
に一晩漬け込み、さらにカレー風味の唐
揚粉をまぶしました。揚げてどうぞ

2人用 1,463円  3人用 2,060円  4人用 2,827円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩切落し 150g 230g 300g 冷蔵 肉じゃがにどうぞ

鶏唐揚げの
中華甘酢炒め 170g 260g 300g 冷凍

国産の柔らかい鶏肉を味付けして油調し、ご飯
によく合う中華ソースをセットにしました。鶏
肉と野菜を炒めてソースを絡めてどうぞ

ゆずこしょうで食べる
棒餃子 おすすめ品

4本 6本 8本 冷凍 添付のゆずこしょうを醤油に溶い
て焼いた棒餃子をつけてどうぞ

細切り豚肉の
カレー風味炒め 新商品

160g 200g 240g 冷凍
細切りの豚肉をカレー味で味付け
した食欲をそそる一品です
レシピ参照

2人用 1,390円  3人用 1,910円  4人用 2,351円  

はつらつ お肉コース

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚もも薄切り 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

メバル切身 2切 3切 4切 冷凍
「クロメバル」のウロコを取り除
き切身にしました。塩焼きや煮付
けにどうぞ

中華ワンタン
（スープ付）新商品

93g 151g 186g 冷凍
ジューシーな肉の旨味と生姜の香り
がマッチしています。つるっとした
のど越しをお楽しみください

小女子 50g 80g 100g 冷凍 レシピ参照

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,363円  3人用 2,080円  4人用 2,573円  



19
●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

しょうが焼き

かぶと小女子のオリーブ油炒め

細切り豚肉のカレー風味炒め

①豚肉は半分に切って、A
をよく揉み込み、さら
に片栗粉を揉み込み、油
を絡める。
②フライパンを中火で熱
し、①を一枚ずつ広げ
入れ、強火にして両面を
さっと焼いて火を通す。
③キャベツと②を器に盛
り、トマトを添える。

①かぶは皮つきのまま5㎜
厚さの半月切りにする。
②フライパンにオリーブ
油を熱してかぶをさっ
と炒め、かぶの葉、小女
子の順に加えて炒める。
葉の色が鮮やかになっ
たらAを振り、手早く炒
める。

①本品は解凍し、玉ねぎは
スライス、人参は細切り
にしておく。
②熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、野菜を炒
める。

③野菜がしんなりしてきたら、本品を加え、豚肉に火
が通るまで炒めたら出来上がり。

麓山高原豚
もも薄切り…150g

　　しょうゆ・酒
Ａ　　………… 各大さじ1/2　　みりん……… 大さじ1/2
　　おろし生姜…大さじ1/2
片栗粉…………… 小さじ1/4
サラダ油…………… 小さじ1
キャベツ(せん切り)	…… 2枚
トマト(くし形)	……… 1/2個

材料� 【約202kcal／1人分】

基本

基本

はつ

小女子…20g
かぶ……………………… 1個
かぶの葉(2㎝長さ)	 …… 30g
オリーブ油………… 大さじ1
Ａ　酒…………… 大さじ1/2　　粗挽き黒胡椒………少々

細切り豚肉の
　カレー風味炒め…160g
玉ねぎ………………… 100g
人参…………………… 1/2本
サラダ油…………… 小さじ2

材料� 【約82kcal／1人分】

材料� 【約193kcal／1人分】

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド



20 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

JA福島さくら
●たむら食材センター
蕁0247（82）5251
蕭0247（82）5269
●いわき食材センター
蕁0246（25）2209
蕭0246（25）7177
●三和支店
蕁0246（86）2121
蕭0246（86）2041
●川前支店
蕁0246（84）2221
蕭0246（84）2323
●第五営農経済センター
蕁0246（62）4670
蕭0246（62）7647
●㈱JA郡山市食材サービス
蕁024（968）2201
蕭024（968）2202

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

202

212

8

月

火

2/7火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

銀ヒラス味醂漬 2切 3切 4切 冷凍
脂のりの良い時期の銀ヒラスを独自
のみりん調味液に漬け込み熟成させ
ました。グリルで焼いてどうぞ

目鉢鮪切落し 150g 200g 300g 冷凍 わさび醤油でどうぞ

青森県産ほたて貝柱 4玉 6玉 8玉 冷凍 わさび醤油でどうぞ

ぶり昆布しぐれ煮 80g 120g 120g 冷凍
長崎県産のぶりを国産生姜と北海
道産の昆布と一緒に炊き上げしぐ
れ煮にしました

2人用 1,906円  3人用 2,693円  4人用 3,520円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース
お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

国産若鶏の
ぷりぷり照焼き 250g 290g 410g 冷凍 レシピ参照

麓山高原豚使用
ハンバーグ おすすめ品

2個 3個 4個 冷凍
福島のブランド豚「麓山高原豚」
をたっぷり使用したハンバーグで
す。レンジで温めてどうぞ

黒豚のもっちり
ポテト包み 新商品

4個 6個 8個 冷凍
国産玉ねぎ、キャベツと黒豚ベースの具
材をじゃがいもの生地で包みました。電
子レンジで温めてからし醤油でどうぞ

無塩せきベーコン おすすめ品 73g 92g 92g 冷蔵 レシピ参照

鶏舞茸ごはん 120g 160g 240g 常温
国産原料にこだわった混ぜご飯の
素です。炊き上がったごはんに混
ぜ込んでどうぞ

2人用 1,878円  3人用 2,381円  4人用 2,952円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産大豆使用
豆腐ハンバーグ（和風ソース付） 210g 330g 420g 冷凍

国産大豆を使った豆腐と鶏肉を
ベースに野菜を加え、彩りよく仕
上げました レシピ参照

あじフライ 新商品 2枚 3枚 4枚 冷凍
真あじの開きに生パン粉をつけま
した。身は肉厚でジューシーなあ
じフライです

国産若鶏の
ぷりぷり照焼き 250g 290g 410g 冷凍 レシピ参照

海鮮ミックス 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

スパゲティサラダ 120g 180g 180g 冷蔵
マヨネーズタイプのドレッシング
を使用し、合成着色料、化学調味
料は使用していません

2人用 1,943円  3人用 2,571円  4人用 3,164円  



21
●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

豆腐ハンバーグの和風ソースがけ

海鮮ミックスとチンゲン菜のオイスター炒め

国産若鶏のぷりぷり照焼き

根菜とベーコンのサラダ

①商品は解凍する。
②①をフライパンでじっ
くりと焼く。
③器に盛り付け、添付の
ソースをかけたら出来
上がり。

①海鮮ミックスは解凍し、全体の水気をふ
き、Aで下味をつける。長ねぎは白髪ね
ぎにし、水にさらし水気を切っておく。
②チンゲン菜は1枚ずつはがし、1.5㎝幅の
斜め切りにする。Bは混ぜ合わせておく。
③フライパンにサラダ油を熱し、①を炒め
る。チンゲン菜の茎、葉の順に加えて炒
め、Bを再び混ぜ合わせてから加え、手
早く炒める。
④③を器に盛り、白髪ねぎをのせる。

国産若鶏の肩小肉と照焼きのタレをセットにしまし
た。フライパンで焼いてどうぞ

①じゃが芋は皮のまま茹でる。熱い
うちに皮をむき、フォークで粗く
つぶし、冷ます。
②ごぼうはたわしで洗い、笹がきに
して水にさらす。ベーコンは2㎝
幅に切る。
③湯を沸かし、ごぼうをさっと茹で
る。茹で上がり際にベーコンを加
え、一緒にざるに上げて冷ます。

④Aを混ぜ合わせ、①、③をざっくりとあえて器に盛る。

国産大豆使用
　豆腐ハンバーグ

(和風ソース付)…210g
サラダ油………………小さじ2

海鮮ミックス…150g
長ねぎ………………… 1/3本
チンゲン菜……………… 1株
Ａ　塩……………………少々　　片栗粉………… 小さじ1
　　オイスターソース・酒
　　　…………… 各大さじ1
　　しょうゆ…… 小さじ1/2
Ｂ　水…………… 1/2カップ
　　片栗粉………… 小さじ1
　　こしょう……………少々
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約140kcal／1人分】

材料� 【約132kcal／1人分】

基本

基本

はつ基本

はつ

無塩せきベーコン…73g
じゃが芋………………… 1個
ごぼう…………………… 25g
　　マヨネーズ
　　　……… 大さじ1と1/2
Ａ　粒入りマスタード
　　　…………… 大さじ1/2
　　塩…………… 小さじ1/3
　　こしょう……………少々

材料� 【約★kcal／1人分】

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド



22 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

JA夢みなみ
●石川食材センター
蕁0247（26）9668
蕭0247（56）1052
●しらかわ食材センター
蕁0248（22）7345
蕭0248（22）7392
●㈱ジェイエイあぐり
　すかがわ岩瀬食材
蕁0248（72）2588
蕭0248（72）2588

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

222

232

9

水

木

2/9木

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

氷塩熟成鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 北海道産の秋鮭です レシピ参照

三陸産
さんまフライ 新商品

2枚 3枚 4枚 冷凍
三陸産のさんまを鮮度良好なまま開き
加工しパン粉付し急速凍結しました。
油で揚げてお好みのソースでどうぞ

海鮮つみれ鍋 154g 206g 258g 冷凍
素材を生かしたえびつみれとかにつみ
れに特製のスープをセットしました。
野菜と豆腐を加えてどうぞ

飛魚野菜
すり身揚げ 新商品

5枚 5枚 10枚 冷蔵
長崎県産のとびうおをすり身原料に、
ごぼう・人参・玉ねぎを練り込みまし
た。軽く焼いて生姜醤油でどうぞ

食材豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,458円  3人用 1,981円  4人用 2,656円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚もも薄切り 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

麓山高原豚
ローススライス 150g 230g 300g 冷蔵 生姜焼きにどうぞ

国産豚ばら蒲焼き おすすめ品 150g 200g 250g 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

国産鶏団子の
塩スープセット 140g 180g 280g 冷凍 つくば鶏を使用した肉団子と深み

のある塩スープのセットです

食材豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,668円  3人用 2,415円  4人用 3,031円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産鶏もも肉 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

広島県産冷凍かき
(加熱用） 130g 180g 230g 冷凍 旬の時期の生かきを急速凍結しま

した。豆腐と一緒にお鍋にどうぞ

ごぼうのピリ辛炒め 145g 200g 230g 冷凍
国産ごぼうのうす切りを衣で包み
ました。多めの油で揚げ焼きに
し、添付のタレを絡めてどうぞ

食材豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 かき鍋にどうぞ

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 かき鍋にどうぞ

2人用 1,419円  3人用 1,927円  4人用 2,246円  
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●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

減塩!照り焼きチキン
①鶏肉は皮と肉の間の余
分な脂肪を除く。筋を
切り、縦半分に切る。A
を混ぜ合わせた塩水を
鶏肉に大さじ1/2回しか
け、よく絡める。
②ピーマンは縦半分に
切ってヘタと種を除き、

さらに縦3～4等分に切る。
③フライパンを中火で熱し、サラダ油を入れる。鶏
肉に小麦粉を塗し、余分な粉を丁寧にはたき落と
す。皮目を下にしてフライパンに入れる。
④中火で5分焼いて裏返し、まわりに②を並べて2分
焼く。余分な脂をキッチンペーパーで拭き取り、
ピーマンを取り出す。
⑤火を消し、Bを回し入れて再び中火にかける。煮
立ったら、鶏肉を返しながら皮に照りが出るまで
30秒ほどタレを絡める。ピーマンも加えてタレを
絡める。鶏肉を一口大のそぎ切りにし、ピーマン
とともに器に盛る。

国産鶏もも肉…150g

Ａ　塩……………… 小さじ2
　　水…………… 1/2カップ
小麦粉……………… 大さじ1
ピーマン………………… 2個
サラダ油…………… 小さじ1
Ｂ　みりん………… 大さじ2
　　しょうゆ……… 小さじ1

材料� 【約163kcal／1人分】

基本

鮭のホイル焼

③トースターで600W10分間、焼き色がつくまで焼
いて出来上がり。

①玉ねぎは薄くスライス
し、しめじは2㎝長さに
切る。Aはよく混ぜて
おく。
②アルミホイルに玉ねぎ
をしき、鮭を並べAをつ
けて周りを囲むように
しめじを並べる。

いき

氷塩熟成鮭切身…2切
しめじ………………… 100g
玉ねぎ………………… 1/2個
Ａ　味噌…………… 小さじ1
　　マヨネーズ…… 大さじ1

材料� 【約217kcal／1人分】

食事バランスガイド

じゃがチーズ巻フライ

振り、チーズをのせ、②のじゃがいもをのせ巻いて
いく。
④③に小麦粉、溶き卵、パン粉を塗したら、180℃の
油で揚げて出来上がり。

①じゃがいもの皮を剥き、
小さめに切る。鍋に塩と
一緒に入れ、竹串が通る
まで加熱する。
②ボウルに①を移し、じゃ
がいもの形が少し残るく
らいまで潰して塩コショ
ウを振る。
③豚肉に軽く塩コショウを

はつ

麓山高原豚
　もも薄切り…150g

じゃがいも…………… 中1個
スライスチーズ………お好み
塩…………………………少々
塩コショウ………………少々
パン粉・小麦粉…………適量
卵………………………… 1個
揚げ油……………………適量

材料� 【約326kcal／1人分】

食事バランスガイド

食事バランスガイド



24 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

ＪＡ会津よつば
●田島営農経済センター
蕁0241（63）1191
蕭0241（63）1195
●下郷営農経済センター
蕁0241（69）1088
蕭0241（67）3067
●舘岩支店
蕁0241（78）2124
蕭0241（78）3103
●伊南支店
蕁0241（76）2201
蕭0241（76）2730
●南郷営農経済センター
蕁0241（72）3800
蕭0241（72）2800
●只見営農経済センター
蕁0241（84）2214
蕭0241（84）2217

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

242

252

10

金

土

2/14火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
バラスライス 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

ワンフローズンさば
フィーレ 2枚 3枚 4枚 冷凍 中火のグリルで焼いてどうぞ

冷凍しじみ(宍道湖産） 100g 200g 200g 冷凍
冷凍することによって出汁に含ま
れている旨味成分が増します。お
味噌汁にどうぞ

国産大豆厚揚げ 1p 1p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,215円  3人用 1,819円  4人用 2,339円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

赤魚半身塩麹漬 1枚 2枚 2枚 冷凍 脂のりの良い赤魚を塩麹で漬けま
した。グリルで焼いてどうぞ

国産さば味噌漬け 新商品 2切 3切 4切 冷凍
国産のさばを独自の調味味噌に
じっくりと漬け込み旨味を引き出
しました。グリルで焼いてどうぞ

骨まで食べる
あじフライ おすすめ品

150g 200g 200g 冷凍
島根県産のあじを圧力釜で加熱後に食感
のよいクラッカー粉をまぶしました。中
温の油で揚げて丸ごとどうぞ

三陸産たたきめかぶ 2p 3p 4p 冷凍
粗切りで粒が大きく食べ応えのあ
るめかぶです。お好みのタレでど
うぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,498円  3人用 2,151円  4人用 2,402円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

マーボー風春巻 新商品 4個 6個 8個 冷凍
春雨をたっぷり使用し甘辛く仕上
げた餡をパリパリの皮で包みまし
た。油で揚げてどうぞ

麓山高原豚肩切落し 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

ひとくち肉団子
甘酢あんかけ(湯煎) 1袋 2袋 2袋 冷凍

鶏肉、豚肉、玉ねぎを使った肉団
子に本格的な甘酢あんを合わせま
した。湯煎で温めてどうぞ

三陸産たたきめかぶ 2p 3p 4p 冷凍
粗切りで粒が大きく食べ応えのあ
るめかぶです。お好みのタレでど
うぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,382円  3人用 2,200円  4人用 2,659円  
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●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

肉じゃが

厚揚げの煮物

①じゃがいも、人参、玉ね
ぎはそれぞれ適宜に切
る。
②鍋にサラダ油を熱し、食
べやすい大きさに切っ
た豚肉を加えて炒める。
①を入れて炒め合わ
せ、Aを入れて、汁気が
なくなるまで煮る。

①厚揚げは熱湯を回しか
けて油抜きし、1㎝幅に
切る。
②小松菜は根を切り落と
して、3～4㎝長さに切
る。
③鍋にAを加えて、厚揚げ
を入れ、中火にかけて煮

立ったら火をやや弱め、厚揚げがふんわりするま
で5～6分煮る
④小松菜を加え、さっと煮る。

麓山高原豚
バラスライス…150g

じゃがいも……………… 2個
人参……………………… 1本
玉ねぎ………………… 1/2個
　　だし汁………… 1カップ
Ａ　しょうゆ……… 大さじ3
　　砂糖・酒・みりん
　　　…………… 各大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1

国産大豆厚揚げ…1p
小松菜………………… 1/2束
　　だし汁………… 1カップ
　　しょうゆ・みりん
Ａ　……………… 各大さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
　　塩……………………少々

材料� 【約515kcal／1人分】

材料� 【約154kcal／1人分】

基本

基本

納豆キムチドリア
①納豆にタレとラー油を
混ぜておく。
②器にご飯を入れ、キム
チ、納豆を順にのせる。
③チーズをかけて、トー
スターで7～8分焼いた
ら出来上がり。

いき

食材小粒納豆…1p
ごはん………………… 2人分
キムチ…………………お好み
ラー油……………………少々
とろけるチーズ………お好み

材料� 【約522kcal／1人分】

豚肉とれんこんの炒め

③フライパンにオリーブ油を強火で熱し、れんこんを
炒める。さらに、豚肉、赤唐辛子を加えて一気に炒
める。塩・こしょうをふり、にんにくを加え、さっ
と炒め合わせる。
④器に盛り、小ねぎを散らす。

①れんこんは太いものは縦
半分に切り、皮をむいて
薄切りにする。酢少々を
加えた水に5分間さらし、
水気をよくふき取る。
②赤唐辛子は粗みじん切り
にする。小ねぎは小口切
りにする。豚肉は一口大
に切る。

はつはつ

麓山高原豚
肩切落し…150g

れんこん……………… 150g
小ねぎ……………… 5～6本
赤唐辛子……………… 1/2本
オリーブ油………… 大さじ1
塩・こしょう…………各適量
にんにくのすりおろし…少々

材料� 【約209kcal／1人分】

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド



26 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

ＪＡ会津よつば
●いいで食材センター
蕁0241（28）0028
蕭0241（28）0018
●みどり食材センター
蕁0800（800）8488（ ）
蕭0241（27）3070
●金山食材センター
蕁0241（54）2011
蕭0241（54）2721
●JAあいづ生活㈱
　食材センター
蕁0242（75）2888
蕭0242（75）5077

フ リ ー
ダイヤル

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

272

282

11

月

火

2/16木

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

氷温造り
シルバー醤油漬 おすすめ品

2切 3切 4切 冷凍
脂ののったシルバーを独自の調味
液に漬け込みました。焼き物・ホ
イル焼きにどうぞ

しまほっけ一夜干し 2枚 3枚 4枚 冷凍
脂のり良好の縞ほっけを塩のみで
味付けし干し上げました。グリル
で焼いてどうぞ

北海道産秋鮭南蛮漬け 200g 400g 400g 冷凍
鮮度抜群の秋鮭に国産玉ねぎ・人
参を加えてサッパリとした南蛮漬
けに仕上げました

まぐろの油漬フレーク 70g 90g 90g 常温 レシピ参照

都路村の朝（鶏卵） 6個 10個 10個 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,648円  3人用 2,569円  4人用 2,897円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚バラ切落し 100g 150g 200g 冷蔵 炒め物にどうぞ

菜彩鶏むね肉 200g 250g 300g 冷凍 チキンライスにして卵と合わせて
オムライスにどうぞ

コーンクリーム
コロッケ 2個 3個 4個 冷凍

とうもろこしの美味しさを活かした
こだわりのクリームコロッケです。
冷凍のまま油で揚げてどうぞ

緑の大地
ウインナー おすすめ品

76g 116g 152g 冷蔵 レシピ参照

都路村の朝（鶏卵） 6個 10個 10個 冷蔵 オムライス等にどうぞ

2人用 1,408円  3人用 1,947円  4人用 2,391円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ロース切落し 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

ヒレナガナメタの
塩麹漬け 新商品

2切 3切 4切 冷凍
アラスカ沖で漁獲した、鮮度の良
いヒレナガナメタカレイを塩麹漬
けにしました

野菜たっぷり和風信田 150g 300g 300g 冷凍
彩りの良い野菜の入った炒り豆腐
を油揚げに詰めました。焼き、揚
げ、煮物等にどうぞ

緑の大地ロースハム 57g 78g 95g 冷蔵 レシピ参照

岩手県産お刺身わかめ 60g 70g 80g 冷凍
岩手県産の一等品のみを使用して
います。塩抜き不要でそのまま召
し上がれます レシピ参照

2人用 1,658円  3人用 2,404円  4人用 2,876円  
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●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

まいたけと豚肉のしょうゆ炒め

ハムとわかめのナムル

①まいたけ、豚肉はそれぞ
れ一口大に切る。
②フライパンにごま油を
熱し、豚肉を炒める。色
が変わったら、まいた
けを加え、炒め合わせ
る。

①キャベツは太いせん切
りにする。しんなりす
るまで電子レンジで2分
30秒間加熱する。
②キャベツの水気をよく
切り、食べやすい大きさ
に切ったわかめと混ぜ
合わせる。Aの調味料で
和えたら出来上がり。

③②の鍋肌からしょうゆ、酒を回し入れ、絡める。

麓山高原豚
ロース切落し…100g

まいたけ………………… 1p
ごま油……………… 大さじ1
しょうゆ…………… 大さじ2
酒…………………… 大さじ2

緑の大地ロースハム…57g
岩手県産

お刺身わかめ…60g
キャベツ………………… 3枚
　　塩……………………少々
Ａ　ごま油………… 大さじ1
　　しょうゆ……… 小さじ1
　　炒りごま…………お好み

材料� 【約329kcal／1人分】

材料� 【約122kcal／1人分】

基本

基本

まぐろフレーク入り卵焼き ウインナーとさつま芋のピラフ
①卵にまぐろフレークと
刻んだ小ネギを加えて
とく。
②サラダ油をフライパン
で熱し、①を少量ずつ
流し入れ、手前からく
るくると巻いていく。

①さつま芋はよく洗い、皮付きのま
まラップをし、電子レンジで加熱
する。柔らかくなったら冷まして、
1.5㎝角に切る。ウインナーは1㎝
幅に切り、生しいたけは軸を取り
除き、1㎝角に切る。玉ねぎはみ
じん切りにする。

②中華鍋にバター・サラダ油を加えて中火で熱し、玉
ねぎ、ウインナー、さつま芋、生しいたけの順に加
えて炒め、ご飯を加えて炒める。
③薄口しょうゆ、塩・こしょうで調味し、器に盛って
小ねぎを散らす。

③②を卵液がなくなるまで繰り返す。

いき はつ

都路村の朝…4個
まぐろの油漬

フレーク…70g
小ネギ……………………少々
サラダ油…………………適量

緑の大地ウインナー…76g
さつま芋……………… 1/2本
生しいたけ……………… 2枚
玉ねぎ………………… 1/6個
小ねぎの小口切り…… 1本分
ご飯……………… 茶碗2杯分
バター・サラダ油
　……………… 各大さじ1/2
薄口しょうゆ…… 大さじ1/2
塩・こしょう…………各少々

材料� 【約171kcal／1人分】 材料� 【約336kcal／1人分】

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド


