
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!

19

29

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

金

土

8/22火

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

塩ます輪切り 2切 3切 4切 冷凍 身が柔らかく美味しい北海道産の
塩ますです。焼魚でどうぞ

笹かまぼこ厚焼き 4枚 6枚 8枚 冷蔵 スケソウダラを原料に作った厚み
のある笹かまです レシピ参照

まいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

国産大豆豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,393円  3人用 2,058円  4人用 2,590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

麓山高原豚ひき肉 150g 180g 200g 冷凍 かぶの肉詰めにしてどうぞ

大きな野菜餃子 6個 9個 12個 冷凍
新鮮な野菜をふんだんに使った大
きな餃子です。フライパンで焼い
てどうぞ

はるさめの炒め物 1袋 2袋 2袋 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

鶏団子 6個 10個 12個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

2人用 1,463円  3人用 2,346円  4人用 2,663円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

塩ます輪切り 2切 3切 4切 冷凍
北海道で5月に水揚げされた近海
のますです。中火のグリルで焼い
てどうぞ

赤魚味噌漬 2切 3切 4切 冷凍 弱火のグリルでじっくりと焼いて
どうぞ

海鮮バーグ 新商品 2個 3個 4個 冷凍
新鮮なタラの無リンすり身をソフトに仕
上げ、ほたて、いか、おきあみを加えま
した。フライパンで焼いてどうぞ

わさび昆布 80g 80g 80g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,541円  3人用 2,111円  4人用 2,658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。

豚肉と豆腐のとろみあん

笹かま和え

①豚もも薄切りは一口大
に切り塩をふって下味
をつけておく。
　まいたけは小房に分け
ておく。小ねぎは4㎝長
さに切る。
②Ａの材料を混ぜ合わせ
ておく。
③フライパンにごま油を熱
し、豚肉を入れて中火で
炒める。肉の色が変わっ

①笹かまぼこは薄切りに
する。
②きゅうりは薄切りにす
る。
③きゅうりの水気を絞り、
①と②と調味料を混ぜ
合わせる。

たらまいたけを入れて炒める。まいたけがしんな
りしたら、小ねぎを加えて炒め合せ、②を加える。
④とろみが出てきたら、豆腐をちぎって加えて、ひ
と煮立させる。

麓山高原豚
もも薄切り…150g

まいたけ…1p
国産大豆豆腐（木綿）…1丁

小ねぎ………………… 1/2束
塩…………………………少々
　　水………………… 250㏄
Ａ　めんつゆ………… 50㏄
　　片栗粉………… 小さじ2
　　七味唐辛子…… 小さじ1
ごま油…………… 大さじ1/2

笹かまぼこ厚焼き…4枚
きゅうり………………… 1本
マヨネーズ… 大さじ1と1/2
みそ………………… 小さじ1
白すりごま………… 大さじ1

材料� 【約309kcal／1人分】

材料� 【約144kcal／1人分】

基本

基本

甘辛豚
①豚肉の両面に塩こしょう
をし、片栗粉をまぶす。
②フライパンに油をしき、
豚肉の両面をカリッと揚
げ焼きにして一度取り出
す。
③玉ねぎはくし形に切り、
②のフライパンで焼く。
④③にAを入れ煮詰め、②を
戻して絡めたら出来上が
り。

はつ

麓山高原豚
もも薄切り…150g

塩こしょう………………少々
片栗粉……………… 大さじ2
サラダ油…………… 大さじ3
玉ねぎ………………… 1/2個
　　砂糖…………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ2Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2

材料� 【約431kcal／1人分】

小松菜とわさび昆布和え
①小松菜は茹で、ざるに
あげて水気を切る。
②①を3㎝長さに切り、ボ
ウルに入れ、わさび昆
布と混ぜて出来上がり。

いき

わさび昆布…80ｇ
小松菜…………………… 2茎

材料� 【約81kcal／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!

49

59

2

月

火

8/24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

マトウ鯛半身 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

紀州産あじ
（下処理済み） 2尾 3尾 4尾 冷凍

和歌山県産の脂の乗っているあじです。下処
理済みのため解凍後、まんべんなく塩を軽く
振り、中火のグリルでじっくり焼いてどうぞ

チーズフリッター 100g 150g 200g 冷凍
子供から大人まで人気の不動の商
品になっております。油で揚げて
どうぞ

笹かまぼこ
厚焼きしそ入り 4枚 6枚 8枚 冷蔵 わさびしょう油でどうぞ

浅炊きむすび昆布 60g 60g 100g 冷蔵
昆布は、北海道産の道東昆布にこだわ
り、じっくりと時間をかけてやわらかく
炊き上げました。そのままでどうぞ

2人用 1,596円  3人用 2,300円  4人用 2,862円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

国産鶏むね肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

麓山高原豚
ロース厚切り 2枚 3枚 4枚 冷蔵 ポークソテーにしてどうぞ

国産若鶏の
和風生つくね 新商品

160g 240g 320g 冷凍
ゆずが入ったワンフローズン加工
の生つくねです。フライパンで焼
いてどうぞ

牛ちゃんコロッケ 2個 3個 4個 冷凍
牛肉のうま味をそのままに、ホクホクの
じゃがいもとサクサクの衣が食欲を誘い
ます。170℃の油で揚げてどうぞ

笹かまぼこ
厚焼きしそ入り 4枚 6枚 8枚 冷蔵 わさび醤油でどうぞ

2人用 1,617円  3人用 2,296円  4人用 2,997円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ばら
りんごタレ焼き 新商品

150g 200g 250g 冷凍
国産豚バラスライスにすりおろし
りんごタレで味付けしました
レシピ参照

あじフライ おすすめ品 2枚 3枚 4枚 冷凍
真あじの開きに生パン粉を付けま
した。ボリュームのあるフライで
す。油で揚げてどうぞ

するめいか一夜干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

チーズフリッター 150g 150g 200g 冷凍 不動の人気商品。油で揚げてどう
ぞ

わさび昆布 60g 80g 100g 冷蔵 国産原料にこだわった人気商品で
す

2人用 1,909円  3人用 2,546円  4人用 3,093円  



9
●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。

国産豚バラりんごタレ焼き

するめいかのバター焼き

①国産豚ばらりんごタレ
焼きは解凍しておく。
②玉ねぎは太めのせん切
り、人参は細切りにす
る。
③フライパンにサラダ油
を熱し、①と②を炒め合
せる。

①するめいか一夜干しは
解凍後、水気をきり食べ
やすい大きさに切る。
②熱したフライパンに油
をひき、①を炒める。次
にバターを入れる。

③イカに火が通ったら器に盛り付けパセリを散らし
て出来あがり。

国産豚ばら
　りんごタレ焼き…150g
玉ねぎ…………………… 1個
人参…………………… 1/3本
サラダ油…………………適量

するめいか一夜干し
…1枚

サラダ油…………………適量
バター…………………… 10g
刻みパセリ………………適量

材料� 【約345kcal／1人分】

材料� 【約142kcal／1人分】

基本

基本

きのこと鶏むね肉じゃがいものバターしょう油炒め

③じゃがいもはさっと水にさらし、皿にのせ、ラップ
をかけて電子レンジで3分加熱する。
④フライパンにサラダ油をしき、鶏肉に火が通るまで
こんがりと焼き、一度取り出し、余った油でじゃが
いもをパリパリに焼く。
⑤④に鶏肉としめじを入れて炒め、Aを加えて絡め仕
上げにバターを入れ溶けたら出来上がり。

①鶏むね肉はあらかじめ解凍してお
く。
②①はそぎ切りにし、軽く塩こしょ
うをして片栗粉をまぶし、じゃが
いもは1個を8等分に切る。しめじ
は石づきをとりほぐす。

はつ

国産鶏むね肉…200g
じゃがいも……………… 2個
しめじ…………………… 1袋
片栗粉……………… 大さじ2
サラダ油…………… 大さじ1
バター…………………… 10g
塩こしょう………………少々
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約583kcal／1人分】

マトウ鯛のタルタルソース焼き

⑤フライパンにバターをしき、②を入れ軽く焦げ目が
つく程度に両面焼く。
⑥ボールにみじん切りにした③と④、Aを混ぜ、タ
ルタルソースを作る。
⑦耐熱容器に⑤を置き、その上に⑥をかけ、刻んだ
パセリを散らして200℃のオーブンで20分焼け
ば出来上がり。

じめ解凍しておく。
②①に塩をまぶして20分冷蔵庫で
塩をなじませる。
③卵は茹でておく。
④玉ねぎと人参はみじん切りにす
る。

①マトウ鯛半身はあらか

いき

マトウ鯛半身…1枚
卵………………………… 2個
玉ねぎ………………… 1/4個
人参…………………… 1/3本
塩…………………… 小さじ1
バター…………………… 10g
　　塩こしょう… 小さじ1/2
Ａ　砂糖…………… 小さじ1
　　マヨネーズ…… 大さじ3
刻みパセリ………………適量

材料� 【約419kcal／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



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!

69

79

3

水

木

8/26土

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

塩さば半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

やわらかさんま
みりん干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 弱火のグリルでじっくりと焼いて

どうぞ

いかえびミックス 150g 150g 200g 冷凍 エリンギと一緒に炒めてどうぞ

国産まぐろホロホロ
頭肉のうま煮 100g 100g 200g 冷凍 解凍してどうぞ

エリンギ 1p 1p 1p 冷蔵 いかえびミックスと一緒に炒めて
どうぞ

2人用 1,586円  3人用 1,911円  4人用 2,551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 野菜巻きにしてどうぞ

豚バラ大根炒め煮用 160g 240g 320g 冷凍
やや厚切りにした豚バラ肉とかつお昆布の
エキスなどでうま味を出したしょう油ダレ
セットです。大根と一緒に炒めてどうぞ

甘辛みそ 80g 80g 100g 冷蔵 モロキュウやおにぎりの具、冷や
奴や野菜炒めに混ぜてどうぞ

国産大豆豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,616円  3人用 2,323円  4人用 2,863円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩小間肉 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

天然ぶり田舎味噌漬 2切 3切 4切 冷凍
仙台味噌をベースににした調味液
に漬けました。味噌を軽くふき取
り弱火で焼いてどうぞ

にら餃子 おすすめ品 8個 12個 16個 冷凍 にらをたっぷり使用した餃子です。
フライパンで焼いてどうぞ

はるさめの炒め物 1袋 2袋 2袋 冷凍 電子レンジで温めるだけの人気商
品です

乱切りさしみ
こんにゃく 新商品

330g 330g 330g 常温
乱切りのさしみこんにゃくです。
袋から出した後、流水で洗い、酢
みそやわさびしょう油でどうぞ

2人用 1,443円  3人用 2,228円  4人用 2,703円  



11
●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。

豚の竜田揚げおろしポン酢和え
①豚肉はまな板で軽く叩
き、Aを合わせ約15分
程度漬け込む。大根は
皮をむいてすりおろし、
ざるに入れて軽く水気
をきり、ボウルに入れ
る。
②ボウルに水と小麦粉、片
栗粉を入れて混ぜ合わ
せ、大根の葉用の衣を作
る。

③揚げ油を低温（160℃）に熱し、大根の葉の裏側に
片栗粉を軽くまぶしてから、その面だけに薄く衣
をつけて入れ、パリッとするまで揚げる。
④豚肉の汁気をペーパータオルで拭きとり、両面に
片栗粉を多めにまぶしつけ、油を170℃に熱して
きつね色になるまで揚げる。
⑤大根おろしとポン酢しょうゆを加えて混ぜ合わ
せ、豚肉を加え、全体に大根おろしが絡むように和
える。
⑥器に③とともに盛り合わせる。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

大根…………………… 1/3本
　　生姜の絞り汁… 小さじ2
Ａ　酒……………… 小さじ2
　　しょう油……… 大さじ1
大根の葉…………………少々
水…………… 大さじ1と1/2
小麦粉……………… 大さじ1
片栗粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
ポン酢しょうゆ…………適量

材料� 【約324kcal／1人分】

基本

レンジで簡単秋なすと豚肉のはさみ蒸し

①なすは軽く皮を剥き、1㎝幅に切
る。豚肉も食べやすい長さに切っ
ておく。
②なすを水にさらし、あくを抜き、キッ
チンペーパーで水気を拭きとる。
③長ねぎは小口切りにする。

はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

なす……………………… 2本
塩こしょう………………少々
ごま油……………… 大さじ2
長ねぎ…………………… 5㎝
ポン酢………………お好みで

材料� 【約417kcal／1人分】

塩さばと野菜のポン酢炒め

出し、油を切っておく。続いて
片栗粉をまぶした②をカリッと
するまで揚げ、取り出して油を
切る。
⑥フライパンに残った油をキッチ
ンペーパーで拭き取り、④を入
れて加熱する。
⑦⑥に⑤の素揚げした野菜とさば
を戻し、全体にタレが絡んだら
出来上がり。

①塩さば半身はあらかじ
め解凍しておく。
②①の骨を除き、一口大
に切り、調味料Aに20
分漬け込む。
③人参、ピーマン、なす、
玉ねぎは乱切りにする。
④Bの調味料を合わせて
おく。
⑤フライパンに1㎝弱の
高さまでサラダ油を入
れて熱して、③の野菜
を素揚げして一度取り

いき

塩さば半身…2枚
人参…………………… 1/3本
ピーマン………………… 2個
なす……………………… 1本
玉ねぎ………………… 1/4個
　　生姜すりおろし
　　　……………… 小さじ1Ａ　酒……………… 大さじ1
　　こしょう……………少々
片栗粉…………………大さじ
サラダ油…………………適量
　　しょう油……… 大さじ2
Ｂ　酢……………… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ1
　　レモン汁……… 小さじ1

材料� 【約293kcal／1人分】

④耐熱容器になす、豚肉の順に並べていく。
⑤並べ終わったら、塩こしょうをまんべんなく振りか
ける。
⑥⑤にごま油を回しかける。
⑦⑥にラップをかけ、電子レンジ（500W）で15分加熱
する。
⑧⑦に長ねぎを散らしたら出来上がり。お好みでポン
酢をつけてどうぞ。

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!

89

99

4

金

土

8/29火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

国産ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

まん丸ねぎとろ丼
（タレ付） 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、温かいご飯にのせて添付

のタレをかけてどうぞ

ひじきコロッケ おすすめ品 2個 3個 4個 冷凍
カルシウムや鉄分が豊富なひじきをたっ
ぷりと北海道産の馬鈴薯を加え造りまし
た。170℃の油で揚げてどうぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,154円  3人用 1,708円  4人用 2,162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

菜彩鶏もも肉 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

奥入瀬鶏トロ（背肉） 100g 200g 300g 冷凍 唐揚げにしてどうぞ

チキンスペアリブ
ねぎ塩たれ 150g 200g 250g 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

ねぎワンタン
（スープ付） 65g 100g 100g 冷凍

鶏肉ベースの餡にねぎをたっぷり加え
たワンタンとスープのセットです。お
好みの野菜を加えてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,122円  3人用 1,704円  4人用 2,075円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産鶏むね肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

さば一夜干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 脂のりの良いさば一夜干しです。
焼魚でどうぞ

無塩せきベーコン
（スライス） 73g 73g 92g 冷蔵

発色剤・リン酸塩を使用せずに
作ったベーコンです レシピ参照

がごめ昆布ちゃん
（味付）新商品

100g 100g 100g 冷蔵
ねばりの強いがごめ昆布に真昆布
を加えることで旨味とこくを出し
ました。納豆と和えてどうぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,420円  3人用 1,737円  4人用 2,041円  



13
●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。

鶏肉のベーコン巻き温野菜添え
①国産鶏むね肉は厚みを
平らにし、塩・こしょう
をふり無塩せきベーコ
ンを巻きつける。
②キャベツは細切り、ミニ
トマトは1/4に切る。い
んげんは筋をとり1㎝長
さに切る。パプリカは細
かいさいの目に切る。
③フライパンにオリーブ
油少々を熱してキャベ
ツを軽く炒め、水1/2

カップを加えて蓋をし弱火でやわらかくなるまで
蒸し煮にする。皿に平らに移しておく。
④③のフライパンの汚れをふき取り、オリーブ油大
さじ1/2を熱し①の巻き終わりを下にして並べる。
焼き色がついたら裏返して弱火にする。蓋をして
両面に焼き色がついたら取り出し2㎝幅に切り、③
にのせる。
⑤④のフライパンの汚れをふき取り、ミニトマト、
いんげん、パプリカ、オリーブ油大さじ3を入れて
火にかける。野菜に火が通ったら、マスタード、エー
コープらっきょう酢、塩・こしょうを加えて煮立
たせてから、④にかける。

国産鶏むね肉…200g
無塩せきベーコン

（スライス）…73g
キャベツ…………… 4枚程度
ミニトマト……………… 5個
いんげん…………… 4〜5本
パプリカ（黄）………… 1/4個
エーコープらっきょう酢
　…………………… 大さじ2
塩・こしょう…………各少々
オリーブ油………………適量
マスタード………… 小さじ1
水………………… 1/2カップ

材料� 【約447kcal／1人分】

基本

秋の味覚照り煮

を炒める。鶏肉の色が変わったら
さつま芋を加え、だし汁を入れて
アクを取りながら煮る。
④③に火が通ったら、いんげんを入
れ、調味料のしょう油、砂糖、は
ちみつを加え、煮汁が半分以下に
なるまで煮たら出来上がり。

①洗ったさつま芋を輪切り
にして面取りをし、水に
さらしてざるにあげてお
く。
②鶏肉は食べやすい大きさ
に切り、いんげんは筋を
取っておく。
③鍋にごま油をしき、鶏肉

はつ

菜彩鶏もも肉…200g
さつまいも……………… 1本
いんげん………………… 4本
ごま油……………… 大さじ1
だし汁………………… 300㏄
しょう油…………… 大さじ2
砂糖……………… 大さじ1/2
はちみつ…………… 小さじ2

材料� 【約354kcal／1人分】

ぶりのほっこり味噌煮

⑤とろみと照りが出てきたらぶりに絡めて出来上が
り。

①国産ぶり切身はあらか
じめ解凍しておく。
②卵は茹でておく。
③フライパンにAを煮立
たせる。そこにぶりを
並べ、蓋をし、5分煮る。
④③に味噌を入れた後、②
の殻を剥き、10分煮る。

いき

国産ぶり切身…2切
卵………………………… 2個
　　水………………… 300㏄
Ａ　酒………………… 100㏄　　砂糖…………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ1
味噌………………… 大さじ2

材料� 【約434kcal／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



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!

119

129

5

月

火

8/31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

赤魚半身 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

メダイ西京漬け 2切 3切 4切 冷凍 弱火のグリルでじっくりと焼いて
どうぞ

もちもちえび
にらまんじゅう 4個 6個 8個 冷凍

えびとにらをたっぷりと使った餡
をもちもちの皮で包みました。フ
ライパンで焼いてどうぞ

はるさめの炒め物 1袋 2袋 2袋 冷凍 電子レンジで加熱してどうぞ

北海道産たこわさび 80g 100g 100g 冷凍 解凍してどうぞ

2人用 1,723円  3人用 2,703円  4人用 3,076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
ローススライス 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

福島牛入りメンチカツ 2個 3個 4個 冷凍 170℃の油で揚げてどうぞ

豚肉のプルコギ春雨 100g 200g 250g 冷凍
特製の醤油ダレで豚肉を味付けし
た、プルコギ風春雨です。玉ねぎ、
人参と一緒に炒めてどうぞ

卵とうふカップ入 2個 3個 4個 冷蔵 添付のタレをかけてどうぞ

金ごまくるみ甘露煮 40g 60g 80g 冷蔵 そのままでどうぞ

2人用 1,304円  3人用 1,882円  4人用 2,434円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ローススライス 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

まぐろみそ漬 新商品 2切 3切 4切 冷凍
日本船が漁獲した鮮度の良い「ウロコ鮪」
を甘いつぶ味噌にじっくりと漬け込みま
した。フライパンで焼いてどうぞ

海鮮バーグ 新商品 2個 3個 4個 冷凍
北海道産の原料にこだわった海鮮
ステーキです。軽く焼いてどうぞ
レシピ参照

国産大豆使用揚げ出し豆腐
セット（つゆ付）新商品 212g 318g 424g 冷凍 冷凍のまま油で揚げるだけで簡単

に揚げ出し豆腐が出来ます

トマトスパゲティ 120g 120g 240g 冷蔵 海鮮バーグの付け合せにどうぞ

2人用 1,581円  3人用 2,213円  4人用 3,016円  



15
●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。

豚肉と野菜の味噌バター炒め

海鮮バーグ

①豚肉は食べやすく切り、
塩・こしょうをふって
おく。なすはへたを落
とし、縦8等分のくし形
に切る。いんげんは筋
を取って長さを半分に
切り、さっと茹でてお
く。
②Aを混ぜ合わせておく。
③フライパンにバターと

①フライパンにサラダ油
を熱し、海鮮バーグを焼
き色がつくまで両面を
焼く。
②器にキャベツのせん切

ごま油を入れて熱し、豚肉となすを加えて炒める。
④なすがしんなりしたら、いんげんと②を加えて炒
め合わせる。

り、ミニトマトと盛り合わせる。
　※トマトスパゲッティを付け合せにしてどうぞ。

麓山高原豚
ローススライス…100g

塩・こしょう…………各少々
なす……………………… 2本
いんげん………………… 6本
バター……………… 大さじ1
ごま油…………… 大さじ1/2
　　みそ………… 大さじ1/2
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　砂糖………… 小さじ1/2

海鮮バーグ…２個
キャベツ…………………適量
ミニトマト………………適量
サラダ油…………………適量

材料� 【約236kcal／1人分】

材料� 【約184kcal／1人分】

基本

基本

さつまいもの豚肉巻き

③フライパンにごま油を熱し、②の
巻き終わりを下にして並べ焼く。
焦げ目をつけながら全体を焼き、
Aを回しかけ全体に照りよく絡め
たら出来上がり。

①さつまいもは1㎝弱の
太さで5㎝の長さのス
ティック状に切り、水か
ら茹でて、沸騰して2分
たったらざるにあげる。
②豚肉は青じそとさつまい
もを2〜3本をのせて巻
き、薄力粉をまぶす。こ
れを枚数分作る。

はつ

麓山高原豚
ローススライス…100g

さつまいも…………… 1/2本
青じそ…………豚肉の枚数分
ごま油……………… 大さじ1
薄力粉……………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約384kcal／1人分】

赤魚のみそバターしょう油ソースがけ

④③のフライパンを使い、Aを入れてソースを作る。
⑤皿に赤魚をのせ、ソースをかけて出来上がり。

①赤魚半身はあらかじめ
解凍しておく。
②①にこしょうを振り、
片栗粉をまぶす。
③フライパンにバターを
熱し、皮から焼き始め、
返してもう片面も焼
き、一度取り出す。

いき

赤魚半身…1枚
こしょう…………………少々
片栗粉……………… 大さじ1
バター……………… 小さじ1
　　味噌………… 大さじ1/2
　　みりん……… 大さじ1/2Ａ　酒…………… 大さじ1/2
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約148kcal／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!

139

149

6

水

木

9/2土

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

子持ち浅羽かれい切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

真たら昆布〆 80g 120g 120g 冷凍 解凍後、わさびしょう油でどうぞ

フライパンでできる
さばフライ（カレー味） 4切 6切 8切 冷凍 フライパンで多めの油をしき、焼

いてどうぞ

まぐろの甘酢あんかけ 100g 150g 200g 冷凍 湯せんで約10分

小女子とクルミの佃煮 30g 30g 30g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,712円  3人用 2,273円  4人用 2,706円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩小間肉 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

麓山高原豚バラ焼肉用 150g 230g 300g 冷蔵 焼き肉にしてどうぞ

牛肉煮込み豆腐の素 180g 225g 270g 冷凍
国産牛肉とささがきごぼうなどの具材にか
つおだしの効いた醤油ダレを加えた牛肉豆
腐の素です。豆腐と一緒にどうぞ

ひとくちチキン南蛮
（タルタル入り） 4個 6個 8個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

国産大豆豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,565円  3人用 2,204円  4人用 2,709円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

鶏肉の照り焼き炒め
おすすめ品

200g 265g 300g 冷凍 国産の鶏肩小肉と照焼きのタレを
セットにしました レシピ参照

しまほっけ切身干し 2切 3切 4切 冷凍 焼魚でどうぞ

ひじきの煮物 205g 335g 410g 常温 レシピ参照

食材油揚げ 2枚 4枚 4枚 冷蔵 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 1,468円  3人用 2,215円  4人用 2,598円  



17
●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。

鶏肉の照り焼き炒め

ひじきの煮物

①鶏肉の照り焼き炒めは
解凍しておく。
②じゃがいもは皮をむき、
5㎜幅程度に切ってお
く。ピーマンは種をと
り、食べやすい大きさに
切っておく。

①油揚げ、人参はせん切り
にする。
②鍋にサラダ油を熱し、
①とひじきの煮物を加
えて炒め、水100㏄を加
え、強火で3分煮た後、
添付のタレを入れ、中火
で煮汁が少なくなるま
で煮含める。油がなじ
んだらAを加えて煮含め
る。

③フライパンにサラダ油を熱して鶏肉を炒め、肉に
火が通ったら、じゃがいも、ピーマンの順に加え
て火を通す。
③添付のタレを加えて炒め合わせる。

鶏肉の照り焼き炒め
　…200g

じゃがいも……………… 1個
ピーマン………………… 2個
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約347kcal／1人分】

ひじきの煮物…205g
食材油揚げ…2枚

人参…………………… 1/4本
サラダ油…………… 大さじ1
　　だし汁………… 大さじ1
　　酒・みりん… 各大さじ1Ａ　しょう油
　　　……… 大さじ1と1/2

材料� 【約350kcal／1人分】

基本

基本

みょうがと豚コマのかき揚げ

面をカリッと揚げれば出来上がり。

①みょうが、大葉はせん切
りにする。
②豚肉も細かく切る。
③ボールにAを入れ混ぜ合
わせ、更に①②を入れさっ
くりと混ぜ合わせる。
④鍋に油を入れ180℃に温
め、③のタネを入れて両

はつ

麓山高原豚
肩小間肉…150g

みょうが………………… 5本
大葉……………………… 5枚
　　天ぷら粉………… 150gＡ　水………………… 150㏄
サラダ油…………………適量

材料� 【約486kcal／1人分】

熱々ねぎソースの子持ち浅羽かれいソテー

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。

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子持ち浅羽かれいは
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
を熱し、子持ち浅羽か
れいを入れ、ふたをし

いき

子持ち浅羽かれい切身
…2切

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
　　しょう油……… 大さじ2

材料� 【約304kcal／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



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!

159

169

7

金

土

9/5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

赤魚半身 1枚 2枚 2枚 冷凍 煮魚や焼魚でどうぞ

かに玉風セット おすすめ品 190g 190g 380g 冷凍 かにかまと乾燥しいたけが入って
ます 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 1,312円  3人用 1,926円  4人用 2,393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

さば開き干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 中火のグリルで焼いてどうぞ

まぐろみそ漬 新商品 2切 3切 4切 冷凍
日本船が漁獲した鮮度の良い「ウロコ鮪」
を甘いつぶ味噌にじっくりと漬け込みま
した。フライパンで焼いてどうぞ

ツナトマト春巻 おすすめ品 4個 6個 8個 冷凍
ツナとトマトをふんだんに使用
し、ほんのりバジルの香りを効か
せたイタリアン春巻です

しらす干し 50g 50g 80g 冷凍 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 1,623円  3人用 2,415円  4人用 2,905円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

国産鶏もも肉 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

豚ロース
こうじ味噌漬け 2枚 3枚 4枚 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

ニラ玉セット 160g 160g 320g 冷凍
国産の鶏ひき肉とニラがふんだん
に入ったニラ玉の素です。卵と一
緒に使ってどうぞ

本格中華パリ皮春巻
（国産野菜使用） 4個 6個 8個 冷凍 170℃の油で揚げてどうぞ

都路村の朝（鶏卵） 6個 10個 10個 冷蔵 ニラ玉にしてどうぞ

2人用 1,622円  3人用 2,144円  4人用 2,892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。

豚肉の梅肉炒め

かに玉風

①豚肉は一口大に切り、ビ
ニール袋に酒、片栗粉、
　塩・こしょうと共に入
れて揉み込む。
②玉ねぎは3〜4㎜幅に切
る。パプリカは薄くスラ
イスする。にんにくは
みじん切りにしておく。
③フライパンにサラダ油
を熱し、にんにくを入
れて香りが出たら①を
入れて炒める。肉の色
が変わったら、玉ねぎ、

①かに玉風セットは解凍して
おく。
②卵とかに玉風セットの具材
をよく混ぜ合わせる。
③フライパンにサラダ油を温

パプリカを加えて炒め合わせる。
④③にＡを加えて混ぜ合わせる。

め、②を流し入れ焼き上げる。
④皿に③を移し、添付のタレをかける。

麓山高原豚
バラスライス…150g

玉ねぎ………………… 1/2個
パプリカ（黄）………… 1/4個
サラダ油…………………適量
にんにく………………… 1片
酒………………… 大さじ1/2
片栗粉…………… 大さじ1/2
塩・こしょう…………各少々
酒………………… 大さじ1/2
　　みりん……… 大さじ1/2
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　梅干し（種をとり刻む）
　　　………………… 2個分

かに玉風セット…190g
都路村の朝（鶏卵）…4個

サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約384kcal／1人分】

材料� 【約533kcal／1人分】

基本

基本

国産鶏もも肉の塩焼きとり

上下をひっくり返し蓋をして更に焼き、火が通った
ら出来上がり。

①国産鶏もも肉はあらかじ
め解凍しておく。
②①はお好みの大きさに切
りボールに入れ、Aを加
え揉み込む。
③長ねぎは長さ3㎝に切り、
塩を振りかけておく。
④フライパンに油を熱し、
②③を入れ蓋をして焼く。
⑤④の色が変わってきたら

はつ

国産鶏もも肉…150g
長ねぎ…………………… 1本
塩…………………… 小さじ1
サラダ油………… 大さじ1/2
　　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
Ａ　塩…………… 小さじ1/2
　　おろしにんにく
　　　……………… 小さじ1

材料� 【約295kcal／1人分】

しらすの和風オムレツ

し、③を入れて軽くかき混ぜ、半熟になったらオ
ムレツ型に巻く。
⑤皿に盛り付け、せん切りにした大葉とみょうが、
小口切りにした長ねぎをのせたら出来上がり。お
好みでしょう油をかけてどうぞ。

①しらす干しはあらかじ
め解凍しておく。
②大葉、みょうがはせん
切り、長ねぎは小口切
りにする。
③ボールに卵を割り、①
と砂糖を入れ混ぜ合わ
せる。
④フライパンに油を熱

いき

しらす干し…50g
都路村の朝（鶏卵）…4個

砂糖………………… 大さじ1
大葉……………………… 4枚
みょうが………………… 1個
長ねぎ………………… 1/2本
サラダ油…………… 小さじ1
しょう油（かけて食べる用）
　…………………… 小さじ1

材料� 【約233kcal／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



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!

209

219

8

水

木

9/7木

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 照焼きやバター焼にしてどうぞ

ブリカマ おすすめ品 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

いかリング竜田揚げ 130g 200g 260g 冷凍 170℃の油でカリッと揚げレモン
を絞ってどうぞ

ほっき貝入りサラダ 80g 80g 100g 冷蔵 そのままでどうぞ

2人用 1,491円  3人用 2,003円  4人用 2,599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

麓山高原豚もも薄切り 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

国産鶏チューリップ 4本 6本 8本 冷凍 小麦粉をつけてフライパンで焼
き、甘辛く味つけしてどうぞ

黄金生姜入り
国産豚味噌焼き 150g 200g 200g 冷凍

国産豚肩肉のスライスを黄金生姜入
り白味噌風味のタレに漬け込みまし
た。玉ねぎと一緒に炒めてどうぞ

かぼちゃサラダ
（シナモン）新商品 120g 240g 240g 冷蔵 そのままでどうぞ

国産大豆厚揚げ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,583円  3人用 2,236円  4人用 2,566円  

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

氷温造りサバの味噌煮 120g 180g 240g 冷凍 解凍後湯せんで3分温めるだけ

小籠包 6個 9個 12個 冷凍
スープたっぷりの小籠包です。小籠包を皿に
並べ少量の水を上からかけ、ラップをして3
〜 4分電子レンジで加熱してください

北海道産
たこわさび おすすめ品

80g 100g 100g 冷凍
北海道産のミズダコと茎わさびを
合えた商品です。タコの大きさに
食べごたえがあります

卵とうふブロー 200g 400g 400g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,603円  3人用 2,380円  4人用 2,881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。

カリカリポークの生姜炒め

卵とうふとモロヘイヤのあんかけスープ

①豚肉は塩・こしょうを
し小麦粉をまぶす。
②玉ねぎは太めのせん切
り、キャベツはせん切り、
　トマトはくし型に切り、
しょうがはすりおろす。
③フライパンにサラダ油を
熱し、①を強火でカリッ
と両面焼き、取り出す。
④③のフライパンに玉ねぎ
を加えて炒め、③を戻し
入れAを加えてからめる。

①モロヘイヤは葉をつみ取り、ミニ
トマトは２等分に切る。
②鍋にＡを入れて熱し、ミニトマト
と卵とうふを静かに入れ、沸騰し
たらＢを加えてとろみをつける。
③②にモロヘイヤを加えひと煮立ち
させ、塩・こしょうで味を調える。
④③を器に盛り、白ごまをふる。

⑤キャベツ、パセリ、トマトと④を盛り合わせる。

麓山高原豚もも薄切り
　…150g

玉ねぎ………………… 1/2個
キャベツ………………… 2枚
トマト………………… 1/2個
パセリ……………………適量
塩・こしょう…………各少々
小麦粉……………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　砂糖…………… 小さじ2
　　しょうが……………１片
サラダ油…………… 大さじ2

卵とうふブロー…200g
モロヘイヤ……………… 2本
ミニトマト……………… 4個
白ごま……………………適量
　　だし汁…………… 400㏄
Ａ　酒……………… 小さじ2
　　塩……………………少々
Ｂ　水……………… 大さじ1
　　片栗粉………… 大さじ1
塩・こしょう…………各少々

材料� 【約324kcal／1人分】

材料� 【約103kcal／1人分】

基本

基本

厚揚げと豚肉の煮物

含ませ、長ねぎを入れて煮汁がなくなるまで煮詰め
たら出来上がり。

①厚揚げは1㎝の厚さに切
り、豚肉は食べやすい幅
に切る。長ねぎは、斜め
薄切りにする。
②フライパンに油を熱し、
豚肉を炒め、ある程度火
が通ったら、厚揚げをフ
ライパンに敷きつめる。
③②にAを入れて煮る。一
度厚揚げを裏返して味を

はつ

麓山高原豚
もも薄切り…150g

国産大豆厚揚げ…1p
長ねぎ…………………… 1本
サラダ油…………… 小さじ1
　　しょう油……… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　砂糖…… 大さじ1と1/2
　　水………………… 100㏄

材料� 【約336kcal／1人分】

ブリカマの塩焼き

⑤皿に④を盛り付け、大葉をしき、大根おろしを添
え、しょう油をかければ出来上がり。

①ブリカマはあらかじめ
解凍しておく。
②①に振り塩をして20分
冷蔵庫でなじませる。
③大根はおろしておく。
④②の余分な水分をキッ
チンペーパーで拭き取
り、中火のグリルでじっ
くりと焼く。

いき

ブリカマ…2切
大根……………………… 5㎝
塩…………………… 小さじ2
大葉……………………… 2枚
しょう油
（大根おろしにかける用）
　…………………… 小さじ1

材料� 【約290kcal／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!

259

269

9

月

火

9/9土

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

塩ほっけ半身 1枚 2枚 2枚 冷凍 中火のグリルで焼いてどうぞ

天然ぶり田舎味噌漬 2切 3切 4切 冷凍 弱火のグリルでじっくりと焼いて
どうぞ

とれとれあじ 新商品 150g 300g 300g 冷凍 レシピ参照

たこのちぎり揚げ 新商品 120g 120g 180g 冷凍
紅しょうが風味です。解凍後そのま
まどうぞ。更にレンジで温めて頂く
とより美味しく食べられます

沖縄県産生もずく
（タレ付） 2個 3個 4個 冷凍

めんつゆ仕立ての添付のタレで酸
味が苦手な方にも召し上がりいた
だけます。解凍してどうぞ

2人用 1,621円  3人用 2,345円  4人用 2,814円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

豚ロースカツ（衣付） 2枚 3枚 4枚 冷凍 170℃の油で揚げてどうぞ

麓山高原豚肩小間肉 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

国産鶏むね
喜助みそ焼き 200g 300g 400g 冷凍

国産鶏むね肉をスライスし、米麹をたっぷりと使い、
自然の甘みが芳醇な秋田の喜助味噌で味付けしまし
た。お好みの野菜と一緒にフライパンで焼いてどうぞ

どさんコーン 4個 6個 8個 冷凍 油で揚げた後、しょう油をたらし
てどうぞ

緑の大地ウインナー 55g 73g 92g 冷蔵
国産豚肉を主原料とし、発色剤、リン酸塩の食品添加
物を使用せずに作った塩分20%カットのポークウイン
ナーです。ボイル後、フライパンで焼いてどうぞ

2人用 1,685円  3人用 2,437円  4人用 3,172円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

豚ロースカツ（衣付） 2枚 3枚 4枚 冷凍 ボリュームのあるとんかつです。
冷凍のまま揚げてどうぞ

加塩紅鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 焼魚でどうぞ

えびワンタン
（スープ付）おすすめ品

100g 165g 200g 冷凍 レシピ参照

国産若鶏の
和風生つくね 新商品

160g 240g 320g 冷凍 国産鶏肉を使用したつくねです
レシピ参照

エーコープ
三陸産生わかめ 50g 50g 50g 常温 レシピ参照

2人用 1,593円  3人用 2,224円  4人用 2,860円  



23
●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。

えびワンタンスープ

国産若鶏の和風生つくね

①生わかめは水で戻し、食
べやすい大きさに切っ
ておく。
②鍋に分量の水を熱し、添
付のスープを入れる。
　煮立ったら、えびワン
タンを加えて火を通す。

①国産若鶏の和風生つく
ねは解凍しておく。
②フライパンにサラダ油
を熱し、①の両面をこん
がりと焼く。
③器にせん切りにした
キャベツ、ミニトマト、
　②を盛り合わせにする。

③仕上げに①のわかめと白ごまを加える。

えびワンタン（スープ付）
…100g

エーコープ三陸産
生わかめ…10g

白ごま……………………適量

国産若鶏の
和風生つくね…160g

キャベツ…………………適量
ミニトマト………………適量
サラダ油…………………適量

材料� 【約102kcal／1人分】

材料� 【約230kcal／1人分】

基本

基本

豚コマで南蛮風タルタルがけ

豚肉を炒める。火が通ったら④を
入れ、煮絡める。
⑥皿にせん切りにしたレタスをし
き、⑤をのせ、②をかけ、せん切
りにした大葉をのせれば出来上が
り。

①レタス、大葉はせん切り
にする。しょうがはみじ
ん切り、みょうがは粗み
じん切りにする。
②ボウルにＡとしょうがと
みょうがを入れゆで卵を
スプーンで崩しながら混
ぜ、冷蔵庫に入れておく。
③豚肉はポリ袋に入れ、酒
を加えて揉み込む。その
後、片栗粉を加えてまぶ
す。
④Ｂを混ぜ合わせておく。
⑤フライパンに油を熱し、

はつ

麓山高原豚肩小間肉
…150g

レタス…………………… 3枚
大葉……………………… 3枚
しょうが……………… 1/2片
みょうが………………… 1個
酒…………………… 大さじ1
片栗粉……………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
　　ポン酢………… 大さじ2
Ａ　砂糖………… 小さじ1/2　　ゆで卵……………… 2個
　　マヨネーズ…… 大さじ2
　　しょう油…… 小さじ1/2
Ｂ　砂糖・レモン汁
　　　………… 各小さじ2/3

材料� 【約364kcal／1人分】

とれとれあじのお魚ハンバーグ

⑤フライパンにサラダ油を熱し
て、④を蒸し焼きにする。
⑥皿に⑤をのせ、大葉と大根おろ
しを添える。ポン酢をかけてど
うぞ。

①とれとれあじはあらか
じめ解凍しておく。
②玉ねぎはみじん切りに
する。

③大根はすりおろしておく。
④ボールに①②を入れて
塩・こしょう、おろし
生姜で味付けし、ハン
バーグ型に丸める。

いき

とれとれあじ…150g
玉ねぎ…………………… 1個
塩・こしょう…………各少々
おろし生姜………… 小さじ1
サラダ油…………… 小さじ1
大葉……………………… 2枚
大根……………………… 5㎝
ポン酢……………… 大さじ1

材料� 【約153kcal／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



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!

279

289

10

水

木

9/12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

真あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 焼き魚にしてどうぞ

三陸産メヒカリ 150g 250g 300g 冷凍
石巻金華山沖周辺で漁獲されたメヒカリ
を鮮度の良いうちに凍結させました。唐揚
げや天ぷらにしてどうぞ レシピ参照

いかだんご 6個 9個 12個 冷凍
いかをふんだんに使ったいかだん
ごです。油で揚げてしょう油をか
けてどうぞ

がごめ昆布ちゃん
（味付）新商品 80g 80g 100g 冷蔵

ねばりの強いがごめ昆布に真昆布
を加えることで旨味とコクを出し
ています。豆腐にかけてどうぞ

国産大豆豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,457円  3人用 2,100円  4人用 2,582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
バラスライス 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

国産豚ローススライス
（ソテー用） 4枚 6枚 8枚 冷凍 野菜と一緒にソテーにしてどうぞ

ミニ串カツ 4本 6本 8本 冷凍
豚肉と玉ねぎを食べやすいサイズ
の串カツにしました。170℃の油
で揚げてどうぞ

まろやかチーズ焼売 4個 6個 8個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

からしマヨ昆布 70g 70g 70g 冷蔵 温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,567円  3人用 2,102円  4人用 2,671円  

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

藁焼きかつおたたき
(タレ付）おすすめ品

150g+
タレ30ml

200g+
タレ40ml

250g+
タレ60ml 冷凍 レシピ参照

カレイ縁側刺身 45g 67g 90g 冷凍 わさびしょう油でどうぞ

たこのちぎり揚げ 新商品 120g 180g 240g 冷凍
紅しょうが風味です。解凍後そのま
まどうぞ。更にレンジで温めて頂く
とより美味しく食べられます

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 冷や奴やみそ汁にどうぞ

2人用 1,794円  3人用 2,625円  4人用 3,312円  



25
●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。

豚肉とじゃがいもの甘辛炒め

かつおのたたき香味野菜サラダ

①じゃがいもは皮をむい
て一口大に切る。平ら
な皿に並べてラップを
し、電子レンジで約4分
加熱し柔らかくする。
②Ａを混ぜ合わせておく。
③フライパンを温めて、
ごま油と唐辛子を入れ
る。油が温まったら豚
肉を入れて炒める。
④豚肉に火が通ったら、
じゃがいもを入れて少

①藁焼きかつおたたきは半解凍
後、水気をふき取り6〜7㎜幅に
切る。
②玉ねぎは薄切りにして水にさら
し、みょうがとしょうがはせん
切り、小ねぎは小口切りにする。
③添付のタレとＡを混ぜ合わせる。
④皿に水気をきった玉ねぎを敷
き、①を盛る。
⑤みょうが、しょうが、小ねぎを
のせて③をかける。

し焼きめをつけながら炒め、塩・こしょうをふる。
⑤②を加え入れて混ぜ合わせる。

麓山高原豚肩切落し
…150g

じゃがいも………… 2〜3個
　　にんにくのすりおろし
　　　………………… 1/2片
　　砂糖…………… 大さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ1
　　酢…………… 大さじ1/2
唐辛子（輪切り）………１本分
ごま油……………… 大さじ1
塩・こしょう…………各少々

藁焼きかつおたたき
（タレ付）…150g

玉ねぎ…………………… 1個
みょうが…………………３本
しょうが…………………１片
小ねぎ……………………２本
　　サラダ油…大さじ１と1/2
　　酢……………… 小さじ2
Ａ　砂糖………… 小さじ1/4
　　塩…………… 小さじ1/4
　　こしょう……………少々

材料� 【約388kcal／1人分】

材料� 【約264kcal／1人分】

基本

基本

豚バラ肉の回鍋肉
①キャベツ、豚肉を一口大
に切る。人参は短冊切り
にする。
②フライパンにごま油を熱
し、キャベツ、人参を炒
め、一度皿に出す。
③②のフライパンで豚肉を
炒め、ある程度火が通っ
たら②を戻して、Aを入

はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

キャベツ……………… 1/2個
人参…………………… 1/2本
　　豆板醤……… 小さじ1/2
Ａ　味噌…………… 小さじ2
　　みりん………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
ごま油……………… 大さじ1

材料� 【約410kcal／1人分】

三陸産メヒカリの唐揚げ

④フライパンに高さ3㎝位まで油を入れて熱し、②
をカラッと揚げる。
⑤油を切った④を皿にのせ、塩を振り、レモンを添
える。 れて味を整えたら出来上がり。

①三陸産メヒカリはあら
かじめ解凍しておく。
②①に片栗粉をまぶして
おく。
③レモンは洗い、1/8カッ
トにする。

いき

三陸産メヒカリ…150g
片栗粉……………… 大さじ3
サラダ油…………………適量
塩…………………… 小さじ1
レモン………………… 1/8個

材料� 【約175kcal／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!

299

309

11

金

土

9/14木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

気仙沼産
かつお切身（加熱用） 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

さんま明太漬 2尾 3尾 4尾 冷凍
宮城県産のさんまを独自の明太調味液に漬け込
んだ後に、お腹に明太子を入れました。解凍後、
弱火のグリルでじっくり焼いてどうぞ

三陸産〆鯖スライス
（梅風味） 8切 12切 16切 冷凍

三陸産の新鮮なさばをさっぱりと
した梅風味の〆鯖に仕上げまし
た。解凍してどうぞ

海老とろろの寄せ揚げ 4個 6個 8個 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

2人用 1,496円  3人用 2,131円  4人用 2,885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

麓山高原豚肩切落し 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

豚ばら・もも小間切れ 160g 240g 320g 冷凍 野菜炒めにしてどうぞ

鶏肉のうま塩炒め用 160g 240g 320g 冷凍 お好みの野菜と一緒に炒めてどう
ぞ

国産五目きのこ
ごはんの素 180g 180g 180g 冷蔵 温かいご飯に混ぜてどうぞ

プチ大根 80g 100g 100g 冷蔵 そのままでどうぞ

2人用 1,856円  3人用 2,326円  4人用 2,758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 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

アカガレイ切身
（煮物用） 2切 3切 4切 冷凍 煮魚にどうぞ

牛ちゃんコロッケ 2個 3個 4個 冷凍
十勝産の牛肉を使った風味豊かなコ
ロッケです。冷凍のまま約180℃の
油で5〜 6分揚げてどうぞ

いかえびミックス おすすめ品 150g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

エリンギ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,484円  3人用 1,848円  4人用 2,313円  



27
●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。

レンジで簡単蒸し鶏のねぎソースがけ

いかえびミックスのオーロラ炒め

①鶏肉は、フォークで刺し
穴を開ける。酒と塩・
こしょうをまぶし、し
ばらくおく。
②小ねぎは小口切りに
し、Aの調味料と混ぜ合
わせておく。
③①の鶏肉を器に移し

①いかえびミックスは解凍後、
水気をふき取り、軽く塩・こ
しょうしておく。
②エリンギは縦半分に切ってか
ら薄くスライスしておく。
　にんにくはみじん切りにする。
③フライパンにサラダ油を熱
し、にんにくを香りが出るま
で炒め①を加えて炒める。エリ
ンギも加えて火が通ったら、Ａ
を加え入れ混ぜ合わせる。

ラップをして、中に火が通るまで裏返しながら電
子レンジで加熱する。（両面５分ずつ加熱して様子
をみる）冷めるまでしばらくおいて中まで火を通し
て、食べやすく切って皿に盛る。
④③の鶏肉の上に②をかける。

④器に盛り、小口切りにした小ねぎを散らす。

国産鶏もも肉…200ｇ
酒…………………… 大さじ2
塩・こしょう…………各少々
小ねぎ………………… 1/2束
　　ポン酢………… 大さじ2
Ａ　ごま油………… 大さじ1
　　塩…………… 小さじ1/2

いかえびミックス…150g
エリンギ…1p

にんにく………………… 1片
塩・こしょう…………各少々
　　トマトケチャップ
Ａ　　……………… 大さじ2
　　マヨネーズ…… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ2
小ねぎ……………………適量

材料� 【約283kcal／1人分】

材料� 【約177kcal／1人分】

基本

基本

大根チヂミ

③②の汁をある程度絞っておく。
④小ねぎは小口切りにする。
⑤Aを混ぜ合わせておく。
⑥ボールに①③、片栗粉、しょう油
を入れ混ぜ合わせる。
⑦フライパンにごま油を熱し、⑥を

入れ蓋をしてカリッと両面焼く。
⑧⑦を皿に盛り、小ねぎを散らしたら出来上がり。⑤
をかけてどうぞ。

①豚肉は食べやすい大きさ
に切る。
②大根は皮を剥き、大根お
ろしにする。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

大根…………………… 1/3本
小ねぎ…………………… 2本
片栗粉…………………… 80g
しょう油…………… 大さじ1
ごま油……………… 小さじ1
　　コチュジャン、ごま油
　　　………… 各小さじ1/2A　しょう油………… 大さじ1
　　砂糖、酢……… 各小さじ1

材料� 【約344kcal／1人分】

かつおの生姜煮
①気仙沼産かつおはあら
かじめ解凍しておく。
②生姜は細切りにする。
③鍋にAと細切り生姜を
入れ煮立てる。
④③に①を入れ落とし蓋
をして20分煮たら出来
上がり。

いき

気仙沼産かつお切身
（加熱用）…2切

生姜（大）………………… 1片
　　しょう油……… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1
　　水………………… 200㏄

材料� 【約163kcal／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


