
4 ※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!

210

310

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

月

火

9/16土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産チキンスペアリブ 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

赤魚の干物焼酎仕込み 2枚 3枚 4枚 冷凍 中火のグリルで焼いてどうぞ

フライパンで
海老チーズカツ 4枚 6枚 8枚 冷凍

エビとチーズを組み合わせたフライパン
で焼けるカツです。フライパンに多めの油
を入れて揚げ焼きにしてどうぞ

国産きのこ炊き込み
ご飯の素 2合用 3合用 4合用 常温 レシピ参照

味付いなり 1袋 2袋 2袋 冷蔵 きのこ炊き込みご飯を詰めてどう
ぞ

2人用 1,638円  3人用 2,355円  4人用 2,864円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

北海道産ます切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

銀ヒラス二段仕込み 2切 3切 4切 冷凍
脂ののった銀ヒラスを砂糖と食塩
のみで漬け込みました。弱火のグ
リルでじっくりと焼いてどうぞ

三陸産
するめいか下足唐揚 100g 150g 200g 冷凍 170℃の油で揚げてどうぞ

極細きざみ昆布 50g 80g 80g 冷蔵 レシピ参照

無添加焼ちくわ 新商品 1本 2本 2本 冷蔵
北海道産のスケソウダラを使用し
無添加に仕上げました
レシピ参照

2人用 1,486円  3人用 2,194円  4人用 2,682円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

菜彩鶏むね肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

国産鶏重ねカツ
（チーズ入り） 2枚 3枚 4枚 冷凍

国産鶏むね肉をうす切りにして重
ね、チーズを挟みました。170℃
の油で揚げてどうぞ

国産豚肉あらびき
チャーハンの素 190g 285g 380g 冷凍

粗挽きにした豚ひき肉を甘辛味噌ダレで味付
けしました。椎茸、長ねぎをみじん切りにし
て一緒に炒め、チャーハンにしてどうぞ

黒豚のもっちり
ポテト包み 4個 6個 8個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

揚蒲鉾　ごぼう天 1枚 2枚 2枚 冷凍
さつま揚げに国産のごぼうを入れ、菜
種油で揚げました。解凍後、フライパ
ンで焼くと更に美味しく頂けます

2人用 1,443円  3人用 2,130円  4人用 2,568円  



5
●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。

かぶとスペアリブの煮込み

国産きのこ炊き込みご飯

①かぶは茎2㎝くらいを残
して4つ割りにし皮をむ
く。
②混ぜ合わせたAにチキン
スペアリブを入れ、手で
よく揉み込み15分ほど
おいて下味をつける。
③鍋に水100㏄を入れ②
を調味料ごと加えて蓋
をして弱火で約10分煮
る。
④①を加え、蓋をして10

①お米2合に通常の水加減で、国産きのこ炊き込みご
飯を入れ、軽く混ぜ炊いてください。
②炊き上がったら、よく混ぜ合わせ、充分に蒸らす。
※味付けいなりに詰めてどうぞ。

分ほど煮る。くずれやすいのでひと混ぜし様子を
みる。

国産チキンスペアリブ
…200g

かぶ……………………… 3個
　　しょう油……… 大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
　　長ねぎのみじん切り
　　　……………… 大さじ1
Ａ　おろしにんにく　　　…………… 小さじ1/2
　　しょうがのみじん切り
　　　…………… 小さじ1/2
　　すり白ごま… 大さじ1/2
　　ごま油……… 大さじ1/2

材料� 【約307kcal／1人分】

�【約268kcal／1人分】

基本

基本

甘辛チキン

にんにくを揉み込む。下味を揉み
込んだら片栗粉をまんべんなく付
ける。
⑥熱したフライパンに、サラダ油を
しき、⑤を中火で焼いていく。※
衣が剥がれやすくなる為、ひっく

①菜彩鶏むね肉は、あらか
じめ解凍しておく。
②Aの調味料を混ぜ、甘辛ダ
レを作っておく。
③長ねぎは白髪ねぎにして
水にさらした後、キッチ
ンペーパーで水気を切っ
ておく。
④①をフォークで全体に穴
を開け、一口大の食べや
すい大きさに切る。
⑤④の全体に砂糖をまぶ
し、その後、塩、こしょう、

はつ

菜彩鶏むね肉…200g
長ねぎ………………… 10㎝
砂糖………………… 小さじ1
酒…………………… 小さじ1
塩・こしょう…………各少々
にんにくすりおろし
　　……………… 小さじ1/2
片栗粉……………… 大さじ3
サラダ油…………… 大さじ3
　　しょう油……… 大さじ3
　　砂糖…………… 大さじ2
Ａ　みりん……… 大さじ1強
　　ごま油………… 小さじ2
　　蜂蜜…………… 小さじ1

材料� 【約345kcal／1人分】

ちくわときざみ昆布煮

④鍋に①と③、Aを入れ、蓋をして弱めの中火で5分
ほど煮る。
⑤④に②のさつまいもを入れ5分、Bを入れ更に10
分ほど煮る。最後は強火で煮詰める。

①極細きざみ昆布は5分
ほど水に浸して塩抜き
し、水を切っておく。
②さつまいもは乱切りに
して10分くらい水に浸
してアク抜きをする。
③無添加焼ちくわは、縦
半分に切り、更に斜め
に切っておく。

いき

極細きざみ昆布…50g
無添加焼ちくわ…1本

さつまいも(小)…………… 1本
　　水………………… 200㏄
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1弱
Ｂ　しょう油……… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1

材料� 【約243kcal／1人分】

り返す時以外はなるべく触らない。
⑦⑥がこんがり焼けたら余分な油をキッチンペーパー
で拭き取り、Aを入れて煮絡める。皿に盛り付け、
白髪ねぎを飾る。

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



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!

410

510

2

水

木

9/21木

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

縞ほっけ冷風干し
(二枚卸）� 1枚 2枚 2枚 冷凍

脂ののったホッケを二枚卸にし天
然塩に漬込みました。焼魚でどう
ぞ

厚揚げのチャプチェ風
（春雨付）新商品

240g 240g 240g 冷蔵 レシピ参照

大きな野菜餃子 新商品 6個 9個 12個 冷凍 新鮮な野菜をふんだんに使った野
菜タイプの餃子です

2人用 1,507円  3人用 2,237円  4人用 2,545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

縞ほっけ一夜干し
二枚卸 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど

うぞ

石狩産わかさぎ 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、片栗粉をつけて油で揚げ
てどうぞ

どさんコーン 4個 6個 8個 冷凍 バターをしいてフライパンで焼
き、しょうゆをからめてどうぞ

素干しあみえび 新商品 20g 20g 20g 常温 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 1,355円  3人用 2,237円  4人用 2,525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

豚ばらスライス 160g 240g 320g 冷凍 野菜炒めにしてどうぞ

鶏のチリソース炒め 230g 230g 360g 冷凍
国産むね肉の唐揚げにチリソース
をセットしました。ピーマンや玉
ねぎと一緒に炒めてどうぞ

豚もつ煮込み 200g 400g 400g 冷蔵 しめじと一緒に煮込み、刻んだね
ぎを散らしてどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 豚もつ煮込みと一緒に煮込んでど
うぞ

2人用 1,565円  3人用 2,179円  4人用 2,636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。

豚肉と根菜の土鍋蒸し

厚揚げのチャプチェ風（春雨付）

①レンコンと大根は皮を
むき2～3㎜幅のいちょ
う切りにする。ごぼう
はささがき、小ねぎは斜
め切りにする。
②土鍋に①の野菜を敷き、
豚肉をのせ、酒をまわし
かけて蓋をして中火で
蒸し、沸騰したら弱火で
5分蒸す。

①にらと厚揚げは食べや
すい大きさに切る。
②フライパンにごま油を
温め、野菜と厚揚げを炒
める。
③野菜にほんのり火が

③②が蒸しあがったら、混ぜ合わせたAのタレをかけ
小ねぎを散らす。

通ったら水を約70㏄と春雨を入れ、水に浸る様に
して弱火で炒め煮にする。
④春雨がやわらかくなったらタレを加えて全体にな
じませる。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

レンコン……………… 100g
ごぼう…………………… 50g
大根…………………… 100g
小ねぎ…………………… 2本
酒……………………… 150㏄
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　酢……………… 大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
　　すり白ごま…… 大さじ2

厚揚げのチャプチェ風
（春雨付）…240g

もやし…………………… 1袋
にら…………………… 1/2袋
ごま油……………… 大さじ1

材料� 【約245kcal／1人分】

材料� 【約309kcal／1人分】

基本

基本

白菜と春雨たっぷり豚肉炒め

②春雨は茹でて戻し、食べやすい長
さに切る。
③フライパンにサラダ油を熱し、豚
肉を炒める。肉の色が変わったら
白菜を加えて、芯の部分が透き通
るくらいまで炒める。

①白菜は1㎝幅に、豚肉は食
べやすい大きさに切り、
豚肉に酒としょう油で下
味をつける。

はつ

麓山高原豚もも薄切り
…150g

白菜…………………… 1/8個
春雨（乾）………………… 20g
酒・しょう油（肉の下味用）
　　……………… 各小さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
　　酒…………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 大さじ1
　　オイスターソース
A　　………………… 小さじ1
　　鶏ガラスープの素
　　　…………… 小さじ1/2
　　水……………… 大さじ2
　　塩・こしょう……各少々

材料� 【約267kcal／1人分】

あみえびと玉ねぎのかき揚げ
①玉ねぎは薄切りにする。
②ボールにAを混ぜ合わ
せ、①と素干しあみえ
びを入れ更に軽く混ぜ
る。
③揚げ油を熱し、お好み
の大きさに流し込み、
かき揚げを作る。

いき

素干しあみえび…10g
玉ねぎ…………………… 1個
　　卵………………… 1/2個
Ａ　冷水……………… 200㏄　　小麦粉…………… 200g
　　塩……………ひとつまみ
揚げ油……………………適量

材料� 【約508kcal／1人分】

④③に春雨とAを加え、春雨が汁気を半分くらい吸う
まで炒めたら出来上がり。

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!

610

710

3

金

土

9/26火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

めばる半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

氷温造りシルバー
醤油漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルでじっくり

と焼いてどうぞ

フライパンで
海老チーズカツ 4枚 6枚 8枚 冷凍

海老とチーズを組み合わせた、フライパンで
焼ける海老カツです。フライパンに多めの油
を入れて揚げ焼きにしてどうぞ

たこ天 100g 150g 150g 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

2人用 1,447円  3人用 2,097円  4人用 2,616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

国産チキンスペアリブ 200g 250g 300g 冷凍 甘辛く味付けしてどうぞ

豚パラパラミンチ 新商品 100g 200g 300g 冷凍 レシピ参照

豚肉とエリンギの
カレー炒め 180g 225g 270g 冷凍

豚もも肉の細切りとエリンギをカ
レーソースで味付けしました。お好
みの野菜と一緒に炒めてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,060円  3人用 1,513円  4人用 1,816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
バラスライス 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

真だら切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

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あっさり
とした塩味でありながら、だしの効いた深
みのある塩スープのセットです

えのき 200g 200g 200g 冷蔵
「たらとえのき茸のごまだれレン
ジ蒸し」と「鶏団子の塩スープ」
にお使いください レシピ参照

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,360円  3人用 1,892円  4人用 2,376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。

かぼちゃの豚肉巻き

たらとえのき茸のごまだれレンジ蒸し

①かぼちゃは種とわたを
除き、水にさっとくぐら
せて耐熱皿にのせ、ラッ
プをかけて電子レンジ
で3分加熱する。皮をと
ころどころむき、幅7～
8㎜、長さ3～4㎝のくし
切りにする。豚肉は塩、
こしょうをふる。
②かぼちゃに豚肉をのば

①真だら切身は解凍し塩少々をまぶして
おく。Aを混ぜ合わせ、ごまだれを作っ
ておく。
②えのきと小松菜は根元を切落し、約5㎝
長さに切る。
③耐熱皿に②をのせ、水気をふき取った
真だら切身をのせ、ごまだれをかける。
④③にラップをして、真だらに火が通る
まで電子レンジで加熱（約6分）する。

しながら巻きつけ、2個ずつ竹串に刺す。
③ボウルにAを合わせてさっくり混ぜ、②をくぐらせ
て、中温（170～180℃）の揚げ油で3～4分揚げ、
器に盛る。

⑤器に移し替え、好みで七味唐辛子をかける。

麓山高原豚
バラスライス…150g

塩…………………………少々
こしょう…………………少々
かぼちゃ……………… 1/2個
　　小麦粉……… 1/2カップ
Ａ　カレー粉　　　……… 大さじ1と1/3
　　水……………… 1カップ
サラダ油…………………適量

真だら切身…2切
えのき…1/2束（100g）

小松菜…………………… 2株
塩…………………………少々
　　すり白ごま…… 小さじ4
　　砂糖…………… 小さじ2
Ａ　醤油…………… 小さじ3
　　酒……………… 小さじ2
　　ごま油………… 小さじ3

材料� 【約417kcal／1人分】

材料� 【約259kcal／1人分】

基本

基本

ひき肉納豆チャーハン

③②にご飯と小ねぎを入れ炒め、Aを入れて味を調え
たら出来上がり。

①小ねぎは細かく刻む。
②熱したフライパンにサラダ油をし
き、生姜とにんにくを入れ香りが
出てきたら、豚パラパラミンチを
入れ炒める。ある程度火が通って
きたら、食材小粒納豆を貼付のタ
レごと入れて更に炒める。

はつ

豚パラパラミンチ…100g
食材小粒納豆（2入）…1p

小ねぎ…………………… 5本
サラダ油…………… 大さじ1
ご飯……………… 茶碗2杯分
　　塩・こしょう……各少々
Ａ　めんつゆ……… 大さじ3
　　砂糖………… 小さじ1/2
生姜すりおろし…… 小さじ1
にんにくすりおろし
　…………………… 小さじ2

材料� 【約603kcal／1人分】

めばるの煮付け
①めばる半身は、あらか
じめ解凍しておく。
②生姜はせん切りにする。
③鍋にAを入れ沸騰して
きたら、①、②を入れ
落とし蓋をして20分煮
る。

いき

めばる半身…2枚
生姜……………………… 20g
　　酒………………… 200㏄
Ａ　しょう油……… 大さじ3
　　みりん………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1

材料� 【約167kcal／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!

1110

1210

4

水

木

9/28木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

三田屋コロッケ 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

銀ヒラス
二段仕込み 新商品

2切 3切 4切 冷凍 砂糖と食塩のみで二段仕込みで漬
け込みました。焼魚でどうぞ

無着色たらこ 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

ごぼうサラダごま入り
マヨネーズ 1袋 1袋 2袋 冷蔵 三田屋コロッケの付け合せにどう

ぞ

2人用 1,513円  3人用 1,890円  4人用 2,493円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

真だら切身（うす塩味） 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

さんま味醂干し 2枚 3枚 4枚 冷凍
宮城県産のさんまを無着色の味醂調味液に
一昼夜漬け込んだ後に干しあげました。弱
火のグリルでじっくりと焼いてどうぞ

いか一口フリッター 100g 100g 150g 冷凍 一度油で揚げて頂くと更に美味し
く頂けます

帆立と白身魚の絹寄せ
（京風あんかけ） 130g 195g 260g 冷凍 しっとりとしたほたてのしんじょ

うです。湯煎で温めてどうぞ

2人用 1,436円  3人用 1,975円  4人用 2,627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 お好みの野菜と肉巻きにしてどう

ぞ

豚肉の
塩こうじ焼きの素 160g 240g 320g 冷凍

厚切り豚もも肉を熟成させ、塩こ
うじで味付けしました。フライパ
ンで焼いてどうぞ

鶏ささみ一口カット 100g 200g 300g 冷凍 レシピ参照

無着色たらこ 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,559円  3人用 2,084円  4人用 2,572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。

三田屋コロッケとごぼうサラダ

じゃがいもたらこバター

神戸の「三田屋」特製の専用パン粉使用です。
170～180℃に熱した油で揚げてください。
ごぼうサラダごま入りマヨネーズを添えてどうぞ。

①耐熱容器にバターを入れ、電
子レンジで20秒ほど加熱し
てやわらかくする。
②無着色たらこは薄皮に包丁
で切り目を入れ、中身をしご
き出し、①と混ぜ合わせる。

③じゃがいもは皮をむいて4～6等分に切り、耐熱容器に
入れてラップをし火が通るまで加熱する（約6分）。
④フライパンに②を入れて弱火で焦げないように熱し、
③を入れて全体にからめる。粗挽き黒こしょうをふっ
て混ぜ合わせる。

無着色たらこ…70g
じゃがいも……………… 2個
バター……… 大さじ1と1/2
粗挽き黒こしょう………適量

材料� 【約192kcal／1人分】

基本

基本

鶏のささみと大葉とたらこの春巻き

粉で封をする。これを春巻きの枚数分行う。
③揚げ油を温め、②をカリッとするまで揚げる。

①ささみ一口カットと無着
色たらこはあらかじめ解
凍し、たらこは食べやす
い大きさに切る。
②春巻きの皮に大葉、ささ
み一口カット、無着色た
らこの順に置いて包み、
巻き終わりを水溶き小麦

はつ

鶏ささみ一口カット
…100g

無着色たらこ…70g
大葉……………………… 6枚
春巻きの皮……………… 6枚
揚げ油……………………適量
小麦粉+水…………………少量

材料� 【約259kcal／1人分】

たらのチリソース

き色がつくまで焼き、一旦取り
出しておく。
⑥⑤のフライパンの汚れをキッチ
ンペーパーで拭き取り、残りの
サラダ油を入れ豆板醤を炒め
る。香りが出てきたら玉ねぎを

①たらは食べやすい大きさ
に切り、塩・こしょうを
振って15分置く。出て
きた水分はキッチンペー
パーでよく拭き取る。
②Aを混ぜ合わせておく。
③玉ねぎはみじん切りに
し、レタスは食べやす
い大きさにカットする。
④①に薄く片栗粉をまぶ
す。
⑤熱したフライパンにサ
ラダ油を大さじ2をし
き、④を入れ、両面に焼

いき

真だら切身（うす塩味）
…2切

玉ねぎ………………… 1/2個
レタス…………………… 5枚
片栗粉……………… 大さじ2
豆板醤…………… 小さじ1/2
塩・こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ3
　　水……………… 大さじ4
　　ケチャップ…… 大さじ3
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　砂糖・片栗粉・　　中華スープの素
　　　…………… 各小さじ1
　　おろしにんにく・生姜
　　　………… 各小さじ1/2

材料� 【約308kcal／1人分】

加え、しんなりとするまで炒める。
⑦⑥に②を入れ、全体にとろみがついたら、⑤を戻
しチリソースと絡める。
⑧皿にカットしたレタスをしき、⑦を盛り付けて出
来上がり。

�【約321kcal／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



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
●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!

1310

1410

5

金

土

9/30土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

親子丼の素 240g 360g 480g 冷凍 玉ねぎと卵を加えるだけで美味し
い親子丼が出来ます

氷塩熟成鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

国産大豆三角油揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 親子丼にどうぞ

2人用 1,146円  3人用 1,694円  4人用 2,039円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

赤魚の干物焼酎仕込み 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

生からつくった
大きないわしフライ おすすめ品

2枚 3枚 4枚 冷凍
国内で水揚げされた鮮度抜群の大羽い
わしを厳選しワンフローズンで加工し
ました。170℃の油で揚げてどうぞ

エビチリ春巻 4本 6本 8本 冷凍
プリプリのえびにトマトケチャップをたっぷ
り加えた中華の定番エビチリを春巻きにしま
した。170℃の油で揚げてどうぞ

くるみ小女子 40g 60g 60g 冷凍 解凍してどうぞ

2人用 1,326円  3人用 1,832円  4人用 2,263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

若どり照焼き 240g 240g 300g 冷凍 解凍後フライパンでじっくりと焼
いてどうぞ

豚ロース
一口カットステーキ 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

丸餃子セット
（ほうれん草・にんじん）新商品 100g 150g 200g 冷凍

国産のほうれん草と人参を使用し
た、彩りのきれいな、丸餃子です。
フライパンで焼いてどうぞ

フライパンで
海老チーズカツ 4枚 6枚 8枚 冷凍

海老とチーズを組み合わせた、フライパンで
焼ける海老カツです。フライパンに油を多め
に入れて揚げ焼きにしてどうぞ

2人用 1,552円  3人用 2,022円  4人用 2,590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。

鮭と野菜のレンジ蒸し

三角油揚げのお好み焼き風

赤魚炊き込みご飯

豚ロース一口ステーキソテー

①生しいたけは4つ割りに
する。トマトはくし形に
切り、ピーマンはせん切
り、玉ねぎは薄切りにす
る。
②耐熱皿に鮭を盛って①
をのせ、Aをかけてラッ
プをし、電子レンジで約
8分程度加熱する。

①キャベツはせん切りにし、
耐熱容器に移し2分程加熱
し、柔らかくする。マヨネー
ズと和える。
②三角油揚げの一片に切り込
みを入れ、①を詰める。
③②の油揚げをオーブントー
スターまたはグリルでカ
リッとするまで焼く。

①…赤魚の干物焼酎仕込み
は、あらかじめ解凍し
ておく。
②…米を洗い、釜の分量目盛
りまで水を入れ、①とA
コープかつおだしを加
えて炊飯する。
③…小ねぎは細かく刻み、②

①豚ロース一口カットステーキ
はあらかじめ解凍しておく。
②調味料Aは混ぜ合わせてお
く。
③フライパンにサラダ油を熱
し、①を入れ焼き、ある程度、
火が通ったら②を入れ煮絡め
る。
④皿にサニーレタスをしき、③
を盛り付ける。

④③を食べやすく切り、お好みソース、マヨネーズ
　かつおぶし、青のりをかける。

が炊き上がったら赤魚の小骨を取り除き混ぜ合わ
せる。

氷塩熟成鮭切身…2切
生しいたけ……………… 2個
トマト………………… 1/2個
ピーマン……………… 1/2個
玉ねぎ………………… 1/2個
　　サラダ油…… 大さじ1/2
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　塩…………… 小さじ1/2

国産大豆三角油揚げ…1枚
キャベツ…………… 2、3枚
マヨネーズ………… 大さじ1
お好みソース……………適量
マヨネーズ………………適量
かつおぶし………………適量
青のり……………………適量

材料� 【約168kcal／1人分】

材料� 【約203kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

赤魚の干物焼酎仕込み
…1枚

米……………………… 1.5合
Aコープかつおだし
　…………………… 大さじ1
小ねぎ…………………… 5本

豚ロース一口カット
ステーキ…160g

サニーレタス…………… 4枚
サラダ油…………… 小さじ1
　　しょう油……… 大さじ3
　　みりん………… 大さじ3
　　砂糖…………… 小さじ1
Ａ　酢……………… 大さじ1
　　水……………… 大さじ1
　　にんにくのすりおろし
　　　……………… 小さじ1

材料� 【約226kcal／1人分】

材料� 【約337kcal／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



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!

1610

1710

6

月

火

10/3火

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 レシピ参照

すけそうだら
塩こうじ風 150g 200g 250g 冷凍

骨・皮を取り除き一口サイズにカットしたすけそ
うだらを塩こうじベースのタレに漬けました。フ
ライパンでお好みの野菜と炒めてどうぞ

かにと三つ葉の
やわらか蒸し 4個 6個 8個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

ほっき貝グラタン 2個 3個 4個 冷凍
クリーミーなグラタンにほっき貝のひも
を入れました。食感も楽しめるグラタン
です。オーブンで焼いてどうぞ

2人用 1,339円  3人用 1,918円  4人用 2,492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

キャベツのメンチカツ 2枚 3枚 4枚 冷凍
キャベツを大きくカットし、国産豚肉と
合わせたヘルシーなメンチカツです。
180℃の油で揚げてどうぞ

国産きのこ炊き込み
ご飯の素 2合用 3合用 3合用 常温 6種の国産きのこを使用した炊き

込みご飯の素です。

生姜でほっこり和風
スープ（国産春雨付） 150g 150g 190g 冷凍

塩ベースの生姜スープと豚バラ
肉、国産春雨をセットにしまし
た。ねぎを加えてどうぞ

鶏ひき肉とごぼうの
味噌煮込み 60g 80g 80g 常温

国産の新鮮なごぼうと国産鶏のひき肉を
じっくりと味噌と醤油の味付けで煮込んだ
逸品です。温かいご飯と一緒にどうぞ

2人用 1,680円  3人用 2,111円  4人用 2,466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 生姜醤油に漬けて焼いてどうぞ

黄金カレイ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

帆立と白身魚の絹寄せ
（京風あんかけ） 130g 195g 260g 冷凍 沸騰したお湯に冷凍のまま入れて

約10分間加熱してください

しらす干し 50g 80g 100g 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 1,366円  3人用 2,048円  4人用 2,560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。

黄金カレイの照り焼き風

和風オムライス

①黄金カレイは解凍後水
気を拭き取り、片栗粉を
まぶす。（袋に入れて振
ると、まんべんなくつ
きます）
②フライパンにサラダ油
をひき、①の両面をこん
がりと焼く。

①フライパンにサラダ油を熱
し、長ねぎ、生姜を入れて炒
め、香りがたってきたらご飯
を加えて炒め合わせる。
②①に納豆、しらす干しを混ぜ
合わせ、塩・こしょう、しょう
油で味を調えて2つに分ける。
③フライパンにサラダ油をひき
中火にかける。フライパンが
温まったら、溶きほぐした卵

③②のフライパンにAを加えて、煮絡める。

液の半量を流し入れて広げ、半熟程度に焼き上げる。
④器に②を盛り、③の卵焼きをかぶせ、刻みのりをのせる。
⑤残り1個も同様に作る。

黄金カレイ切身…2切
片栗粉……………… 大さじ2
サラダ油…………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ2
Ａ　砂糖…………… 小さじ1
　　めんつゆ……… 大さじ2

しらす干し…50g
食材小粒納豆…1p

卵………………………… 3個
ご飯…………………… 2杯分
長ねぎのみじん切り… 1/2本
生姜のみじん切り… 1/2片分
塩・こしょう…………各少々
しょう油…………………適量
サラダ油…………………適量
刻みのり…………………適量

材料� 【約203kcal／1人分】

材料� 【約549kcal／1人分】

基本

基本

豚巻きなすの甘辛炒め

①なすはヘタを取り、6等分
に切り、水にさらしておく。
②豚肉に塩とこしょうを振
り、下味をつけておく。

はつ

麓山高原豚
もも薄切り…150g

なす……………………… 1本
塩…………………………少々
こしょう…………………少々
片栗粉……………… 大さじ2
ごま油……………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ1
＜甘辛ダレ＞
　　しょう油……… 大さじ3
　　みりん………… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ2
　　砂糖　………… 小さじ1
　　コチュジャン…小さじ1/2

材料� 【約320kcal／1人分】

鮭のホイル焼き
①氷塩熟成鮭切身はあら
かじめ解凍しておく。
②玉ねぎは薄切り、しめ
じは食べやすい大きさ
にほぐしておく。
③Aは混ぜ合わせておく。
④アルミホイルに①、玉ね
ぎ、しめじ、混ぜ合わせ

たA、バターを半量入れ、包む。これを2個作る。
⑤フライパンに少量の水を入れ、④を蓋をして蒸し
焼きにする。

いき

氷塩熟成鮭切身…2切
玉ねぎ………………… 1/2個
しめじ………………… 1/2株
バター　………………… 20g
　　マヨネーズ…… 大さじ2
Ａ　塩・こしょう……各少々　　みそ………… 小さじ1/2
　　酒……………… 小さじ1

材料� 【約281kcal／1人分】

入れ、酒を入れ蓋をして蒸し焼きにする。
⑦⑥に火が通ったら⑤を入れ煮絡める。

③①のなすをキッチンペーパーで水
気を取り、②の豚肉をなすの数分
巻いていく。
④③に片栗粉をまぶす。
⑤甘辛ダレの調味料はあらかじめ合
わせておく。
⑥フライパンにごま油を熱し、④を

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!

1810

1910

7

水

木

10/5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

塩さば半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

石巻産いわし開き 4枚 6枚 8枚 冷凍 レシピ参照

しらす干し 50g 50g 80g 冷凍 温かいご飯と一緒にどうぞ

冷凍しじみ（宍道湖産） 100g 100g 150g 冷凍 しじみ汁にしてどうぞ

国産大豆豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 しじみと一緒にみそ汁にしてどう
ぞ

2人用 1,258円  3人用 1,679円  4人用 2,234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 焼肉にしてどうぞ

麓山高原豚肩切落し 150g 230g 300g 冷蔵 レシピ参照

肉だんご 150g 300g 300g 冷凍 鶏肉と野菜をバランス良く、配合し
た、ヘルシーな肉だんごです

豆腐とまい茸の信田 2個 3個 4個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

県産大豆
ひきわり納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 県産大豆使用

2人用 1,437円  3人用 2,230円  4人用 2,682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

さば文化干切身 2切 3切 4切 冷凍 ノルウェー産の脂のりの良い真さ
ばです。焼魚でどうぞ

子持ちカラフト
ししゃも 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

高菜昆布 おすすめ品 180g 180g 180g 冷蔵 豆腐の薬味にどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 冷や奴にしてどうぞ

2人用 1,370円  3人用 1,967円  4人用 2,429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。

揚げ里芋のあんかけ

ししゃもとポテトの炒め揚げ

①里芋は皮をむき、生しい
たけと豚肉は細切りに
する。
②揚げ油を170℃に熱し、
①の里芋をゆっくりと
きつね色になるまで揚
げる。
③鍋にAを煮立て、①の生
しいたけ、豚肉を加えて
中火で煮、水溶き片栗粉

①じゃがいもはよく洗い、水気をつけ
たままラップに包み、電子レンジで
3分程加熱し、上下をかえて2分加熱
する。あら熱がとれたら一口大に切
る。ししゃもは水気をしっかりとふ
いておく。Aの材料は混ぜ合わせる。
②フライパンに油を入れて熱し、じゃ
がいもを入れて中火で3～4分炒め
揚げする。柔らかくなって、こんが

を回し入れ、とろみをつける。
④②を器に盛り、③のあんをかけ、小口切りにした小
ねぎを散らす。

り色づいたらとり出して、油をきる。
③②のフライパンにししゃもを入れ、フライパンを回しながら強
火で炒め揚げする。器にししゃもとじゃがいもを盛り合わせA
をかける。

麓山高原豚肩切落し
…150g

里芋……………………… 8個
生しいたけ……………… 2枚
小ねぎ……………………適量
　　だし汁……… 1/2カップ
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　みりん……… 大さじ1/2
水溶き片栗粉……… 大さじ2
揚げ油……………………適量

子持ちカラフト
ししゃも…100g

じゃがいも……………… 2個
　　生姜のみじん切り
　　　…………… 大さじ1分
Ａ　酢……………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ1
　　塩……………………少々
サラダ油…………………適量

材料� 【約390kcal／1人分】

材料� 【約206kcal／1人分】

基本

基本

豚肉とかぼちゃの香味だれ

　　　　⑥④に⑤を入れ、煮絡める。

①かぼちゃは種を取り、
ラップで包み、電子レン
ジ（500w）で約5分加熱す
る。
②豚肉は生姜とにんにくで
味付けをし、片栗粉をま
ぶす。
③フライパンにサラダ油を
熱し、②の豚肉を炒める。
④③にある程度、火が通っ
たらフライパンの端に豚
肉を寄せ、空いたスペー
スに①を入れて焼き色を
つける。
⑤香味だれ
の材料を
混ぜてお
く。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

かぼちゃ……………… 100g
酒…………………… 大さじ1
生姜すりおろし… 小さじ1/2
にんにくすりおろし
　………………… 小さじ1/2
片栗粉……………… 大さじ2
サラダ油…………… 大さじ1
＜香味だれ＞
　　玉ねぎ（みじん切り）
　　　…………… 大さじ1
　　長ねぎ（みじん切り）
　　　…………… 大さじ1
　　オイスターソース
　　　…………… 大さじ1/2
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　酒…………… 大さじ1/2
　　砂糖………… 大さじ1/2
　　蜂蜜………… 大さじ1/2
　　白ごま………… 小さじ1

材料� 【約355kcal／1人分】

石巻産いわし開きの照り焼き
①長ねぎは3㎝長さのぶ
つ切りにし、Aの調味
料は合わせておく。
②いわしの水分を拭き、
両面に小麦粉を薄くま
ぶして、余分な粉をは
たき落とす。
③フライパンにごま油を

いき

石巻産いわし開き…4枚
小麦粉……………………適量
長ねぎ…………………… 1本
　　しょう油・酒
Ａ　　…… 各大さじ1と1/2
　　みりん………… 大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
ごま油……………………少々

材料� 【約268kcal／1人分】

熱し、いわしの身側から焼き、
裏側も焼く。長ねぎも一緒に焼
く。
④こんがり焼けたら火を止め、
いったん器に取る。フライパン
をペーパーで拭き、Aを入れて
火にかけ、温まってきたら、い

わしを戻し入れて味を絡め、長ねぎも加えて絡め
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



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!

2010

2110

8

金

土

10/7土

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

びんちょう鮪
切りおとし 150g 200g 250g 冷凍 わさび醤油でどうぞ

ペッパー入り
ロングウインナー 120g 160g 240g 冷蔵 レシピ参照

冷凍しじみ（宍道湖産） 100g 150g 200g 冷凍
宍道湖漁協の生産者より直接仕入れた
原料を産地工場で砂抜き後冷凍しまし
た。冷凍のまま調理してください

2人用 1,341円  3人用 1,798円  4人用 2,252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

マカジキ切り落とし 200g 250g 300g 冷凍 野菜炒めや揚げ物にしてどうぞ

アジの旨味干し 新商品 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルでじっくり
と焼いてどうぞ

いかねぎ塩だれ 120g 120g 150g 冷凍 レシピ参照

ふわふわ焼き
（かに入り） 2個 3個 4個 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

まいたけ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,410円  3人用 1,782円  4人用 2,225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 フライパンでじっくりと焼いてど
うぞ

麓山高原豚ひき肉 150g 230g 300g 冷凍 レシピ参照

4種の豆とかぼちゃの
コロッケ おすすめ品

2個 3個 4個 冷凍
北海道産の4種の豆と国産かぼちゃ
ををたっぷりと使ったコロッケで
す。170℃の油で揚げてどうぞ

まいたけ 100g 100g 100g 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 1,263円  3人用 1,835円  4人用 2,271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。

唐揚げ南蛮風

ミルクポトフ

①鶏肉は一口大に切り、
Aに10分程つけておく。
汁気を拭き、小麦粉をま
ぶし170℃に熱した油
でカラリとするまで揚
げる。
②人参はせん切りにし、玉
ねぎは薄く切り、Bに漬
け込む。
③温かいうちに、①と②を
絡めて、器に盛る。

①ペッパー入りロングウイン
ナーは斜めに4等分に切る。
②かぶと玉ねぎは縦1/4等
分、人参は乱切り、パセリ
は粗みじん切りにする。
③鍋に①、かぶ、人参、玉ね
ぎを入れ、Aを注ぎ火にか
け沸騰したら弱火で15～
20分煮込む。
④③に牛乳を加えて沸騰した

ら火を止め、パセリを加える。

国産鶏むね肉…200g
小麦粉……………………適量
サラダ油…………………適量
人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/2個
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　酒……………… 小さじ1
　　生姜汁……… 大さじ1/2
　　酢……………… 大さじ3
Ｂ　しょう油……… 大さじ3
　　みりん………… 大さじ3

ペッパー入りロング
ウインナー…120g

かぶ……………………… 3個
人参…………………… 1/2本
玉ねぎ………………… 1/2個
パセリ……………………適量
牛乳…………………… 200㏄
　　水…………………400cc
Ａ　コンソメ（顆粒）　　　……………… 小さじ1
　　塩・こしょう……各少々

材料� 【約327kcal／1人分】

材料� 【約253kcal／1人分】

基本

基本

豆腐のあんかけ

①麓山高原豚ひき肉はあら
かじめ解凍しておく。
②長ねぎをせん切りにし、
白髪ねぎを作る。

はつ

麓山高原豚ひき肉…150g
まいたけ…100g
国産大豆豆腐（木綿）…1丁

長ねぎ…………………… 5㎝
しょう油…………… 大さじ3
酒…………………… 大さじ2
砂糖………………… 小さじ1
豆板醤…………… 小さじ1/2
生姜すりおろし…… 小さじ1
にんにくすりおろし…小さじ1
水溶き片栗粉……… 大さじ1
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約338kcal／1人分】

いかとまいたけのねぎ塩炒め
①いかねぎ塩だれはあら
かじめ解凍しておく。
②まいたけは食べやすい
大きさにほぐす。
③熱したフライパンにサ

いき

いかねぎ塩だれ…120g
まいたけ…100g

サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約114kcal／1人分】

ラダ油をしき、①を炒め、ある
程度火が通ったら②を入れ更に
炒めたら出来上がり。

③まいたけは食べやすい大きさにほ
ぐしておく。
④豆腐は食べやすく正方形に切り、
湯通しする。
⑤フライパンにサラダ油をしき、生

姜とにんにく、豆板醤を入れ炒め、ひき肉を入れあ
る程度火が通るまで炒める。
⑥⑤にまいたけを入れ炒め、しょう油、酒、砂糖で味
付けを行い、最後に水溶き片栗粉でとろみをつける。
⑦皿に④を並べ、⑥をかけ、白髪ねぎを散らす。

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!

2310

2410

9

月

火

10/12木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産ロールキャベツ 190g 285g 380g 冷凍 レシピ参照

ボウズギンポ照焼き
新商品

2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ホッキ貝サラダ 80g 100g 120g 冷凍 解凍後、生野菜のスライスを加え
てどうぞ

揚蒲鉾　玉ねぎ天 1枚 2枚 2枚 冷凍 電子レンジで温めて食べやすい大
きさに切ってどうぞ

2人用 1,414円  3人用 2,090円  4人用 2,568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

菜彩鶏もも肉 200g 300g 400g 冷凍 唐揚げにしてどうぞ

豚ももスライス 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

国産ロールキャベツ 2個 3個 4個 冷凍
厳選された国産の鶏ひき肉と豚ひき肉を国産の
キャベツで巻いた、ヘルシーなロールキャベツ
です。お好みのスープで煮てどうぞ

無塩せきベーコン
（スライス） 55g 73g 92g 冷蔵 ロールキャベツに巻いてお好みの

味付けにしてどうぞ

2人用 1,503円  3人用 2,128円  4人用 2,720円  

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 煮付けにしてどうぞ

ボウズギンポ照焼き
新商品

2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルでじっくり
と焼いてどうぞ

骨まで食べる
あじフライ 100g 150g 200g 冷凍

国産の真あじを圧力釜で骨まで軟らかく炊
き上げ、サクサク感のあるフライ粉を付け
ました。170℃の油で揚げてどうぞ

無着色たらこ 70g 70g 70g 冷凍 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 1,608円  3人用 2,269円  4人用 2,577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。

ロールキャベツの洋風おでん

ボウズギンポ照焼き

①大根、人参、じゃがいも
は皮をむき、食べやすい
大きさに切り、面取りを
する。
②鍋に材料がかぶるくら
いの水を入れ、大根、人
参、ロールキャベツを入
れて柔らかくなるまで
煮る。

照り焼き風味の優しい味です。中火のグリルで焼い
てください。
【ボウズギンポ】
一般にはなかなか流通しないスズキ系の白身魚です。

③②に固形コンソメとじゃがいもを加えて煮る。
④具材がやわらかくなったら、塩で調味する。

国産ロールキャベツ
…190g

大根……………… 10㎝長さ
じゃがいも……………… 2個
人参…………………… 1/2本
固形コンソメ…………… 1個
塩…………………… 小さじ1

材料� 【約168kcal／1人分】

基本

基本

豚肉とさつまいもの煮物

まいもを入れ、焼き色をつける。
③鍋にAを煮立て豚肉とさつまいもを加え、再び煮立っ
たら火を弱めてアクをとり、水でぬらしたキッチン
ペーパーをかぶせて10分煮、上下を返してキッチン
ペーパーをはずして煮詰める。

①豚もも肉は一口大に切
り、下味を絡める。さつま
いもは1㎝厚さの輪切りに
し、水に10分ほどさらす。
②フライパンにサラダ油大
さじ1/2を熱し、豚肉を入
れて両面をこんがりと焼
く。いったん取り出し、
サラダ油大さじ1/2をた
して、水気をふいたさつ

はつ

豚ももスライス…160g
さつまいも……………… 1本
＜下味＞
　　酒…………… 大さじ1/2
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　だし汁………… 1カップ
Ａ　砂糖…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
　　みそ…………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約307kcal／1人分】

油揚げのたらこチーズ焼き
①無着色たらこはあらか
じめ解凍しておく。
②アルミホイルに油揚げ
をおき、①のたらこを
全体にのせ、たらこの
上にチーズを散らす。

いき

食材油揚げ…2枚
無着色たらこ…70g

ピザ用チーズ……… 大さじ2
大葉……………………… 4枚

材料� 【約161kcal／1人分】

③②をオーブントースターに入れ、約3分焼く。
④焼いている間に大葉をみじん切りにする。
⑤③が焼き上がったら食べやすい大きさに切り、④
を散らす。

�【約173kcal／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!

2510

2610

10

水

木

10/14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

国産　ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍
北海道産の大型のぶりを切身加工
にしました。塩焼きや照焼きにし
てどうぞ

子持ちカラフト
ししゃも 100g 150g 200g 冷凍 フライやグリルで焼いてどうぞ

海鮮ミックス 100g 100g 150g 冷凍 レシピ参照

ごぼうサラダ
ごま入りマヨネーズ 1袋 1袋 1袋 冷蔵 そのままでどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,448円  3人用 1,758円  4人用 2,228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 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 ソテーにしてどうぞ

エビチリ春巻 4本 6本 8本 冷凍
ぷりぷりのえびが入った人気の春
巻きです。170℃の油で揚げてど
うぞ

麻婆豆腐の素 200g 300g 300g 冷凍
たっぷりのひき肉に生姜を効かせ
た、香味豊かなソースです。豆腐
と一緒に調理してどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 麻婆豆腐にしてどうぞ

2人用 1,516円  3人用 2,273円  4人用 2,660円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
バラスライス 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

北海道産ます切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

いかねぎ塩だれ 120g 150g 180g 冷凍
食べやすいように鹿の子を入れて
短冊状にカットしたムラサキイカ
です。しめじと炒めてどうぞ

しめじ 100g 170g 170g 冷蔵 豚汁やいかねぎ塩だれと炒めてど
うぞ

福島県産米粉入
板こんにゃく 1袋 2袋 2袋 常温 レシピ参照

2人用 1,217円  3人用 1,763円  4人用 2,124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。

豚汁

ますの香り蒸し

①豚バラスライスは食べ
やすく切る。しめじは
根元を切り落としほぐ
しておく。ごぼうはささ
がきに、大根・人参はい
ちょう切り、じゃがいも
は食べやすく切る。長ね
ぎは斜め薄切りにする。
板こんにゃくはスプー
ンなどでちぎっておく。
②鍋にサラダ油を熱し、豚
バラスライス、しめじ、
ごぼうを炒め、火が通っ
たら残りの材料と水を

①ます切身は解凍しておく。
②生姜はせん切り、長ねぎは斜
め薄切り、小ねぎは小口切り
にする。
③フライパンに長ねぎを敷き、
①を置いて生姜を散らした
らAをまわしかけ、蓋をして
中火で7～8分蒸し焼きする。

加えて柔らかくなるまで煮込む。
③調味料を入れて味を調える。

④③を皿に盛り、小ねぎをのせて、フライパンで熱したご
ま油をまわしかける。

麓山高原豚
バラスライス…100g

しめじ…1/2袋
福島県産米粉入

板こんにゃく…1袋
サラダ油…………… 大さじ1
大根……………… 10㎝長さ
ごぼう………………… 1/2本
人参…………………… 1/3本
じゃがいも……………… 1個
長ねぎ…………………… 2本
酒…………………… 大さじ1
みそ………………… 大さじ1
しょう油………… 大さじ1/2
水…………………… 2カップ

北海道産ます切身…2切
生姜…………………… 1/2片
長ねぎ………………… 1/2本
小ねぎ…………………… 2本
Ａ　酢……………… 大さじ1
　　だし汁…………… 100㏄
ごま油……………… 大さじ1

材料� 【約241kcal／1人分】

材料� 【約194kcal／1人分】

基本

基本

さらし玉ねぎとゆで豚の土佐酢和え

②鍋にAを煮立て、豚肉を広げなが
らさっと茹で、水気をよくきる。
③小鍋に酒を入れて火にかけ、アル
コール分をとばし、Bを加えよく
混ぜ、②の豚肉を和え、①の玉ね
ぎ、小ねぎ、かつお節をまぶす。
④器に盛り、ごまをふる。

①玉ねぎは半分にし、薄切
りにし、水にさらす。パ
リッとしたら、水気をよ
くきる。小ねぎは斜め薄
切りにする。

はつ

麓山高原豚
バラ切落し…150g

玉ねぎ………………… 1/2個
小ねぎ…………………… 3本
　　水……………………適量
Ａ　玉ねぎのみじん切り
　　　……………………少々
酒…………………… 大さじ1
　　酢……………… 大さじ2
Ｂ　しょう油……… 小さじ3
　　砂糖…………… 小さじ1
かつお節……………………5g
黒ごま…………… 小さじ1/2

材料� 【約326kcal／1人分】

海鮮オイスター炒め
①海鮮ミックスは解凍
し、全体の水気を拭き、
Aで下味をつける。
②長ねぎは白髪ねぎに
し、水にさらし水気を
きっておく。
③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。
④フライパンにサラダ油
を熱し、①を炒める。チ

いき

海鮮ミックス…100g
しめじ…100g

長ねぎ………………… 1/3本
チンゲン菜……………… 1株
　　塩……………………少々
Ａ　片栗粉………… 小さじ1
　　オイスターソース・酒
　　　…………… 各大さじ1
　　しょう油………小さじ1/
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207kcal／1人分】

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。
⑤④を器に盛り、白髪ねぎをのせ
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



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
●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!

2710

2810

11

金

土

10/17火

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

チキンカツ 2枚 3枚 4枚 冷凍 170℃の油で揚げてどうぞ

国産豚肉の
ごま醤油焼き 150g 200g 300g 冷凍

国産豚肩肉のたれ漬け商品で、本醸造醤油ベースに果実、野
菜を加え、素材の味を活かした味付けになっています。お好
みの野菜と一緒に炒めてどうぞ レシピ参照

国産豚ばらネギ巻き 4個 8個 12個 冷凍 フライパンでじっくりと焼いてど
うぞ

ペッパー入り
ロングウィンナー 120g 160g 240g 冷蔵

国産原料を使用し、黒胡椒入りの香辛料
を加えて作った無塩せきのロングウィン
ナーです。フライパンで焼いてどうぞ

2人用 1,168円  3人用 1,794円  4人用 2,477円  

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

目鯛切身（無塩） 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

びんちょう鮪
切りおとし 150g 200g 250g 冷凍 わざび醤油でどうぞ

いか天ぷら 4枚 6枚 8枚 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

えびワンタンスープ
（スープ付） 100g 165g 200g 冷凍

プリプリのえびをたっぷりと使用
したワンタンです。刻んだねぎと
一緒にどうぞ

三陸べっぴんわかめ 50g 80g 80g 冷蔵 ワンタンスープと一緒にどうぞ
レシピ参照

2人用 1,609円  3人用 2,256円  4人用 2,805円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

鶏むね肉
パラパラミンチ 新商品

200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 中火のグリルで焼いてどうぞ

豚もつ煮込み 200g 200g 400g 冷蔵
国産の豚内臓肉に、こんにゃくと調味料を加え
じっくり煮込んだもつ煮込みです。長ねぎや豆
腐を加えるとなお一層おいしくいただけます

かにあんかけの素 160g 240g 240g 冷凍 レシピ参照

国産大豆豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵
もつ煮込みに加えたり、湯通しし
た豆腐にかにあんかけをかけてど
うぞ

2人用 1,546円  3人用 2,114円  4人用 2,726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。

鶏ひき肉の青じそ包み

大根のかにあんかけ

①小ねぎは小口切り、生
姜はみじん切りにする。
梅干しは種を除いて細
かく刻む。
②ボウルに解凍した鶏む
ね肉パラパラミンチ、
塩、みそを入れて粘り
が出たら、しょう油、
卵、白いりごまも加えて
混ぜる。
③②を8等分に分けてか

①…大根は3㎝厚さの輪切りにして
皮を剝き、面取りをして断面に
十字に切り込みを入れる。
②…鍋に米のとぎ汁を入れ沸いた
ら、大根を加え、竹串が通るく
らいまで茹でる。

ら、青じその半分に乗せて折り曲げて全部を包む。
④フライパンにサラダ油を熱し、青じその葉先を先
に下にして色が鮮やかになったら裏返して、茎側
を少し焼き目がつくまで肉にしっかり火を通す。

③…②の鍋にそっと水を注いで冷ましながら大根を洗い、水に
しばらく浸けておく。
④…別の鍋に水と白だし、大根を入れて柔らかくなるまで煮る。
⑤…器に④の大根を盛り、湯せんしたかにあんかけの素をかけ
て出来上がり。

鶏むね肉パラパラミンチ
…200g

青じそ…………………… 8枚
みそ……………… 小さじ1/2
塩…………………………少々
生姜……………………… 1片
しょう油………… 小さじ1/2
卵………………………… 1個
白いりごま………… 大さじ1
梅干し…………………… 2個
小ねぎ…………………… 1本
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約263kcal／1人分】

かにあんかけの素…160g
大根…………………… 1/2本
白だし……………………適量

材料� 【約64kcal／1人分】

基本

基本

国産豚肉のごま醤油焼き

④フライパンにサラダ油をしき、①を入れある程度火
が通ってきたら②のまいたけを入れ炒める。
⑤皿にキャベツをしき、④をのせる。

①国産豚肉のごま醤油焼き
は、あらかじめ解凍して
おく。
②まいたけは食べやすい大
きさにほぐしておく。
③キャベツはせん切りにす
る。

はつ

国産豚肉の
ごま醤油焼き…150g

まいたけ…………………… 1p
キャベツ………………… 5枚
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約215kcal／1人分】

目鯛の酒蒸し
①目鯛は解凍し、わかめ
は水で戻し食べやすく
切る。
②生姜は薄切り、小ねぎ
は斜め切りにする。
③フライパンにAを入れて
沸騰させ、わかめを敷
いて目鯛と生姜を乗せ、
蓋をして6～7分蒸す。

いき

目鯛切身（無塩）…2切
三陸べっぴんわかめ…20g

生姜……………………… 10g
小ねぎ…………………… 2本
　　水………………… 150㏄
　　塩…………… 小さじ1/3
Ａ　酢……………… 小さじ1
　　サラダ油……… 大さじ2
　　塩…………… 小さじ1/3

材料� 【約186kcal／1人分】

④皿に③を盛り、小ねぎを乗せ、混ぜ合わせたB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



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!

3010

3110

12

月

火

10/19木

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 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

マトウ鯛味噌漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルでじっくり
と焼いてどうぞ

鮭メンチカツ（チーズ）
新商品

4個 6個 8個 冷凍
北海道産の鮭とチーズを混ぜてフ
ライにしました。170℃の油で揚
げてどうぞ

揚蒲鉾　ごぼう天 1枚 2枚 2枚 冷凍
さつま揚げに国産のごぼうを入れ、菜
種油で揚げました。解凍後、フライパ
ンで焼くと更に美味しく頂けます

2人用 1,278円  3人用 2,003円  4人用 2,526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 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

麓山高原豚肩切落し 150g 230g 300g 冷蔵 野菜炒めにしてどうぞ

豚モモチンジャオロース風
炒め用 180g 200g 360g 冷凍

国産豚モモ肉を細切りにし、チンジャオ
ソースとセットにしました。ピーマンや
お好みで竹の子と一緒に炒めてどうぞ

十六雑穀入り
ハンバーグ 100g 150g 200g 冷凍

国産の十六種類の雑穀を使用した
ヘルシーなハンバーグです。フラ
イパンで焼いてどうぞ

2人用 1,254円  3人用 1,701円  4人用 2,342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

いかリング竜田揚げ 130g 200g 260g 冷凍
国産のするめいかをリング状にカット
して、淡口醤油・砂糖・みりんのみの
調味液に漬込み打ち粉しました

4種の豆とかぼちゃの
コロッケ おすすめ品

2個 3個 4個 冷凍
北海道産の4種の豆（金時豆・大豆・
手亡豆・黒豆）と国産のかぼちゃを
たっぷり使ったコロッケです

海老水餃子 新商品 130g 130g 234g 冷凍
モチったした皮が特徴です。冷凍
のまま沸騰したお湯で約5～6分茹
でて、わかめを添えてどうぞ

三陸べっぴんわかめ 50g 80g 80g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,582円  3人用 2,152円  4人用 2,824円  
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玉ねぎと豚肉の甘辛炒め

わかめのナムル

①玉ねぎは厚さ1㎝のくし
形に切り、人参は短冊切
りにする。豚肉は1㎝幅
に切り、Aで下味をつけ
ておく。
②フライパンにサラダ油
大さじ1/2を熱し、豚肉
を炒めて取り出す。サラ
ダ油大さじ1/2をたし、
玉ねぎ、人参を炒め、豚
肉を戻し入れる。
③Bを加えて手早く混ぜる。

①べっぴんわかめはたっ
ぷりの水につけて塩を
落とし、熱湯にくぐらせ
て水気を絞り、食べやす
い大きさに切る。
②じゃがいもと人参はせ
ん切り、ほうれん草は
根元を切り落とし5㎝の
長さに切り、熱湯でサッ
と茹で冷ます。
③Aを3等分にし、わかめ

とほうれん草とそれぞれ和え、じゃがいもと人参
は一緒に混ぜ合わせる。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/4本
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油・酒
A　　…………… 各小さじ3/4
　　こしょう……………少々
　　しょう油
　　　……… 大さじ1と1/2
Ｂ　砂糖…………… 小さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
　　こしょう……………少々

三陸べっぴんわかめ…50g
じゃがいも……………… 1個
人参…………………… 1/3本
ほうれん草…………… 1/2束
　　ごま油………… 大さじ3
　　塩…………… 小さじ1/3
　　こしょう……………少々
Ａ　にんにくのすりおろし
　　　……………… 小さじ1
　　一味唐辛子…………少々
　　すり白ごま… 大さじ1/2

材料� 【約338kcal／1人分】

材料� 【約201kcal／1人分】

基本

基本

麓山高原豚
バラスライス…100g

里芋……………………… 6個
だし汁……… 1と1/2カップ
　　酒……………… 大さじ2
Ａ　砂糖…………… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ2
白髪ねぎ…………………適量

材料� 【約★kcal／1人分】

里芋と豚肉の煮物
①里芋はたわしでこすり
洗いし皮をむき、縦2つ
に切り、水に放す。
②一口大に切った豚肉は、
フライパンに並べて中
火にかける。焼色がつ
いたら取り出す。
③鍋に①と②を入れ、だし
汁を加えて火にかける。

煮立ったらAを加え、落し蓋をして中火で約20分煮
る。
④器に盛り、白髪ねぎを散らす。

材料� 【約357kcal／1人分】

はつ

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


