
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!

112

212

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

11/18土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

三陸産天然ぶり切身 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 解凍後、弱火のグリルかフライパ
ンで焼いてどうぞ

クリーミーコロッケ
（レンジ対応） 4個 6個 8個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

ねぎ風味かまぼこ 10個 10個 10個 冷蔵 フライパンで焼き、お好みでしょ
う油をかけてどうぞ

生姜ちりめんしらす 60g 60g 60g 冷蔵 温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,705円  3人用 2,150円  4人用 2,581円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

豚ばら・もも角切り 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

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

ぞ

さっくりチキンカツ 4個 6個 8個 冷凍 170℃〜 180℃の油で揚げてど
うぞ

蔵王ハヤシ
（濃縮ソース） 240g 480g 480g 常温 レシピ参照

中華くらげ 70g 100g 150g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に和えてどう
ぞ

2人用 1,583円  3人用 2,443円  4人用 2,931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

鮭ヤンチャ焼き 280g 380g 380g 冷凍
北海道の浜料理をご家庭で手軽に楽しんで
頂けるように鮭と味噌ダレをセットにしま
した。好みの野菜としめじを加えてどうぞ

じゃが黒豚 新商品 150g 240g 300g 冷凍 レシピ参照

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 鮭ヤンチャ焼きに加えてどうぞ

国産小粒納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,403円  3人用 1,960円  4人用 2,060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。

鶏肉のじぶ煮風

じゃが黒豚のスープ

①鶏肉は食べやすい大き
さのそぎ切りにし、小麦
粉を薄くまぶす。
②春菊は堅い茎を落とし、
塩を入れた熱湯でゆで
る。水にとって冷まし、
水気を絞って3㎝長さに
切る。

①鍋にスープと水250〜
440㏄を入れて火にか
け、沸騰したら凍ったま
まのじゃが黒豚を入れ
る。鍋底に付かないよ

③長ねぎは芯を除いて白髪ねぎにし、水にさらす。
④鍋にＡを入れて強火で煮立て、①を加える。再び
煮立ったら弱めの中火にして２〜３分煮、春菊を
加えてひと煮する。
⑤④を器に盛り、水けをきった白髪ねぎを添える。

うに約20秒間箸等で軽くかき混ぜる。
②食べやすく切ったほうれん草を加える。
※お好みの野菜（玉ねぎ、人参、長ねぎ等）を加えても
美味しく召し上がれます。

国産鶏むね肉…200g
春菊……………………… 1束
長ねぎ…………………… 5㎝
　　だし汁……… 1/2カップ
Ａ　砂糖・酒・しょう油
　　　…… 各大さじ1と1/2
小麦粉・塩……………各適量

じゃが黒豚…150g
ほうれん草………………適量

材料� 【約279kcal／1人分】

材料� 【約123kcal／1人分】

基本

基本

ハヤシライス

④豚肉に火が通ったら、一旦火を止め、水と蔵王ハヤ
シ濃縮ソースを1袋入れ、よく混ぜる。
⑤④に再び火をつけ、混ぜながらひと煮立ちさせたら
出来上がり。
⑥皿にご飯を盛り、⑤をかける。

①豚ばら・もも角切りはあ
らかじめ解凍しておく。
②玉ねぎは薄切りにする。
③厚手の鍋にサラダ油を熱
し、玉ねぎを入れて、キ
ツネ色になるまでよく炒
め、①を加えて更に炒め
る。

はつ

豚ばら・もも角切り…160g
蔵王ハヤシ（濃縮ソース）

…240g
玉ねぎ………………… 中1個
ご飯……………… 茶碗2杯分
水……………………… 160㎖
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約675kcal／1人分】

ぶりのバター風味照焼きソテー
①ぶりは解凍し、軽く水
気を拭き、酒をかけて
しばらくおく。焼く寸
前に水気を拭き、小麦
粉をまぶす。
②Aを合わせておく。
③フライパンにサラダ油
を熱し、①を入れて中
火で焼く。

いき

三陸産天然ぶり切身…2切
酒…………………… 大さじ2
小麦粉……………………適量
　　おろし生姜… 小さじ1/2
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
バター……………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約389kcal／1人分】

④両面に焼き色がついたら②を回しかけ絡ませ、ぶ
りを先に器に盛り、フライパンに残ったタレにバ
ターを入れ、軽く煮詰めてぶりにかける。

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



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!

412

512

2

月

火

11/21火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ロースしゃぶ
しゃぶ用（ごまだれ付） 220g 330g 440g 冷凍 レシピ参照

福島県産米粉入り
エビフライ 4尾 6尾 8尾 冷凍

無リンのエビを福島県産米粉入りの
衣で包んだ食材オリジナルのエビフ
ライです レシピ参照

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 大根おろしに添えたり、きざみ
きゅうりと和えてどうぞ

きざみきゅうり 130g 130g 130g 常温 しらす干しと和えてどうぞ

2人用 1,632円  3人用 2,336円  4人用 2,925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 レシピ参照

まん丸ねぎとろ
（たれ付） 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、温かいご飯にのせ添付の

タレをかけてどうぞ

海鮮萬菜豆腐
（和風あん付き） 174g 306g 348g 冷凍

冷凍のまま油で揚げるかフライパ
ンで焼き、和風あんをかけてどう
ぞ

じゃが黒豚 新商品 150g 240g 300g 冷凍 お好みの野菜やきのことスープに
してどうぞ

2人用 1,516円  3人用 2,242円  4人用 2,797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
ももスライス 150g 180g 250g 冷蔵 レシピ参照

豚肉の
ごま味噌焼きの素 150g 225g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

海鮮萬菜豆腐
（和風あん付き） 174g 306g 348g 冷凍

冷凍のまま油で揚げるかフライパ
ンで焼き、和風あんをかけてどう
ぞ

大きな野菜餃子 6個 9個 12個 冷凍
新鮮な国産野菜をふんだんに使用
した餃子です。冷凍のまま、フラ
イパンで焼いてどうぞ

甘辛みそ 80g 100g 120g 冷蔵 温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,708円  3人用 2,277円  4人用 2,901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。

豚ロースしゃぶしゃぶ

エビフライ

①国産豚ロースしゃぶ
しゃぶ用は解凍してお
く。
②ごぼうはささがきにし、
水にさらす。
③野菜ときのこ類は食べ
やすい大きさに切って
おく。
④鍋に昆布を入れた水を

160℃位の熱した油できつね色にな
るまで揚げる。
【タルタルソース】
①ゆで卵は細かく刻む。カッテージ
チーズはフォークなどでほぐしてお
く。パセリ、ピクルスも刻んでおく。
②ボウルに①と砂糖、レモン汁、塩・
こしょうを入れて混ぜ合わせる。
③②にマヨネーズを加え、よく混ぜ、
塩・こしょうで味を調える。

沸かし、だしが出たら昆布を取り除き、②を加える。
⑤沸騰しただし汁に野菜や豚肉を入れ、添付のごま
だれをつけてどうぞ。

国産豚ロース
　しゃぶしゃぶ用

（ごまだれ付）…220g
昆布………………………適量
ごぼう………………… 1/2本
白菜………………… 2〜3枚
長ねぎ…………………… 1本
人参…………………… 1/3本
しめじ・えのき茸……各適量

福島県産米粉入り
エビフライ…4尾

ゆで卵………………………2個
カッテージチーズ……… 50g
ピクルス…………… 大さじ1
砂糖………………… 小さじ1
マヨネーズ…… 大さじ4〜6
レモン汁…………………適量
パセリ……………………適量
塩・こしょう…………各適量

材料� 【約356kcal／1人分】

材料� 【約452kcal／1人分】

基本

基本

豚肉の一口ねぎカツ
①豚肉は半分に切り、塩・
こしょうする。長ねぎは
2〜3㎝長さに切る。
②肉に長ねぎをのせてクル
クルと巻き、小麦粉、溶き
卵、パン粉の順に衣をつ
ける。
③油を中温（170℃〜180℃）
に熱し、②を揚げる。

はつ

麓山高原豚
ももスライス…150g

長ねぎ………………… 1/2本
小麦粉……………………適量
溶き卵………………… 1個分
パン粉……………………適量
塩・こしょう…………各少々
揚げ油……………………適量

材料� 【約317kcal／1人分】

ますと野菜の炒め物

①ますは一口大に切り片
栗粉をつけ、多めの油
でカリッと焼く。
②人参は短冊に切り、生
しいたけは軸を取って
そぎ切りにし、小松菜
は3㎝のざく切りにす
る。生姜は薄切り、長

いき

塩ます輪切り…2切
人参……………………… 25g
生しいたけ……………… 2枚
小松菜…………………… 1株
生姜…………………… 1/2片
長ねぎ………………… 1/4本
片栗粉……………………適量
揚げ油……………………適量
サラダ油…………………適量
　　鶏がらスープ………少々
　　水…………… 1/4カップ
　　酒…………… 大さじ1/2
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
　　酢…………… 大さじ1/2
　　片栗粉………… 小さじ1

材料� 【約342kcal／1人分】

ねぎは小口切りにする。
③Aの材料をよく混ぜ合わせ、調
味液を作る。
④フライパンにサラダ油を熱し、
人参、生しいたけ、小松菜をさっ
と炒め、取り出す。

⑤フライパンに生姜と長ねぎを入れて炒め、香りが
出てきたら、①と④を入れ、③の合わせ調味液を
加えさっと炒め合わせてできあがり。

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



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!

612

712

3

水

木

11/25土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

キタノメヌケ切身 2切 3切 4切 冷凍
メバル科の魚です。解凍後、中火
のグリルでじっくりと焼いてどう
ぞ

メヒカリ丸干し 150g 200g 300g 冷凍
茨城県産の脂ののった鮮度の良い
「メヒカリ」を丸ごと干し上げまし
た。フライや天ぷらにしてどうぞ

たらのサクサク
竜田揚げ 120g 150g 180g 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど

うぞ

揚蒲鉾　さつま揚げ 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

2人用 1,223円  3人用 1,736円  4人用 2,139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
肩ローススライス 150g 180g 250g 冷蔵 レシピ参照

黄金生姜入り
鶏つみれの塩麹鍋 230g 280g 410g 冷凍

高知県産黄金しょうがの千切りを入れた和風の
鶏つみれと塩麹入りのスープセットです。お好
みの野菜とえのきを入れてどうぞ

国産豚味付きホルモン 200g 400g 400g 冷凍 お好みの野菜と一緒に炒めてどう
ぞ

玉ねぎ天 5本 10本 10本 冷蔵 フライパンで焼いてどうぞ

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 黄金生姜入り鶏つみれの塩麹鍋に
入れてどうぞ

2人用 1,511円  3人用 2,161円  4人用 2,485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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

スケソウダラ切身 2切 3切 4切 冷凍 煮付け・フライ・ムニエルなどに
どうぞ

九州産若どり使用サラダチキン
プレーンタイプ 新商品

120g 240g 240g 冷蔵 レシピ参照

新潟産なめ茸 80g 120g 120g 常温
化学調味料・保存料は使用してな
いなめ茸です。豆腐にかけてどう
ぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,255円  3人用 1,994円  4人用 2,263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。

豚肉の生姜焼き炒め

サラダチキンのネギだれかけ

①混ぜ合わせたAに豚小間
肉を漬けておく。
②人参は短冊切り、にら
は4㎝長さに切る。もや
しはひげ根をとる。
③フライパンにごま油を
半量入れて熱し、①を炒
めて取り出す。
④フライパンに残りのご
ま油を入れて熱し、②を
入れて強火で炒め、酒を
ふり塩・こしょうで調
味する。

①サラダチキンは食べやすい大き
さに切る。
②長ねぎはみじん切りにする。
③サラダチキン以外の材料を混ぜ
合わせる。（ラー油や豆板醤の量
は味見をして調節してください）
④器にサラダチキンを盛り、③を
かける。

⑤④に③の豚肉を戻し入れ、サッと炒め合わせる。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

人参…………………… 1/3本
にら…………………… 1/3束
もやし…………………… 50g
酒…………………… 大さじ1
塩・こしょう…………各少々
ごま油……………… 大さじ1
　　生姜のすりおろし
　　　…………… 大さじ1/2
Ａ　砂糖………… 小さじ1/2　　酒…………… 大さじ1/2
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　みりん……… 大さじ1/2

九州産若どり使用
　サラダチキン
　プレーンタイプ…120g
長ねぎ………………… 1/2本
塩………………… 小さじ1/2
ラー油……………… 大さじ1
ごま油……………… 大さじ2
鶏ガラスープの素… 小さじ1
豆板醤…………… 大さじ1/2
お湯………………… 大さじ3

材料� 【約257kcal／1人分】

材料� 【約250kcal／1人分】

基本

基本

照り焼き豚チーズ巻き

④合わせておいたAを入れて煮立てる。フライパンを
振りながら絡めて照りを出す。
⑤食べやすい大きさに切り、盛り付ける。

①豚肉を広げ、チーズが隙
間から出ないように巻
き、全体に塩・こしょう
をし、小麦粉をまぶす。
②Aを混ぜ合わせておく。
③フライパンに油を熱し、
肉の巻き終わりを下にし
て軽く焼き目が付くまで
焼く。酒を入れて蓋をし、
蒸し焼きにしてしっかり
火を通す。

はつ

麓山高原豚
肩ローススライス…150g

溶けるチーズ…………… 3枚
塩・こしょう…………各少々
小麦粉……………………適量
サラダ油…………………適量
酒…………………… 小さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1

材料� 【約343kcal／1人分】

さつま揚げの照り焼き
①さつま揚げはあらかじ
め解凍しておく。
②フライパンにサラダ油
を熱し、中火で①を焼
く。
③②に少し焼き色がつい
たらAを加えて煮詰め
て照りをつける。

いき

揚蒲鉾 さつま揚げ…1枚
いりごま…………… 大さじ1
Ａ　砂糖………… 大さじ1/2　　しょう油……… 大さじ2
大根おろし………………適量
大葉……………………… 1枚
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約145kcal／1人分】

④③を食べやすい大きさに切り、盛りつけいりごま
をふる。お好みで大葉をしき、大根おろしをのせ
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 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!

812

912

4

金

土

11/28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

真たら角切り 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

氷温造り秋鮭の
雪見おろし（ゆず風味） 150g 220g 290g 冷凍 冷蔵庫で解凍後、そのままでお召

し上がりください

船凍真いか 1杯 1杯 2杯 冷凍 彩り野菜信田、お好みの野菜と一
緒に煮物にしてどうぞ

彩り野菜信田 2個 3個 4個 冷凍 船凍いかやお好みの野菜と一緒に
煮物にしてどうぞ

国産小粒納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,356円  3人用 1,743円  4人用 2,416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 180g 250g 冷蔵 レシピ参照

鶏のチリソース炒め 230g 360g 410g 冷凍 玉ねぎや人参と一緒に炒め、添付
のソースを絡めてどうぞ

黒豚入りシュウマイ 4個 6個 8個 冷凍 蒸しても揚げても美味しく頂けま
す

本格四川麻婆ソース 220g 440g 440g 常温 麻婆豆腐にしてどうぞ

国産大豆豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 麻婆豆腐にしてどうぞ

2人用 1,604円  3人用 2,409円  4人用 2,845円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

焼肉ビビンバ丼セット 185g 275g 370g 冷凍
スライスした豚肩肉と国産野菜主体で作ったナムル
ミックスと甘口しょう油タレとごま油のセットです。
フライパンで調理後、温かいご飯にのせてどうぞ

柳カレイ一夜干し切身 2切 3切 4切 冷凍
一夜干しですが、焼魚・煮魚どち
らでも美味しく召し上がれます

レシピ参照

無添加焼きちくわ 1本 2本 2本 冷蔵 レシピ参照

きざみ昆布 15g 20g 20g 常温 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

2人用 1,232円  3人用 1,888円  4人用 2,226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。

柳カレイの煮付け
①Aを鍋に煮立て、柳カレ
イ切身を入れる。アルミ
ホイルなどで落し蓋を
し中火で煮る。

柳カレイ一夜干し切身
…2切

　　水………………… 150㏄
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　砂糖…………… 大さじ1
　　みりん……… 大さじ1/2
　　酒……………… 大さじ3

材料� 【約183kcal／1人分】

基本

油揚げと刻み昆布の煮物
①きざみ昆布は5分程度水に漬け
て戻し、水気を切っておく。人
参はいちょう切りにする。ちく
わは斜め薄切りにする。三角油
揚げは熱湯を回しかけ、食べや
すい大きさに切る。
②鍋に水、酒、砂糖を煮立て、き
ざみ昆布と人参を加えて5分程
煮る。
③②にちくわ、油揚げ、しょう油、

きざみ昆布…15g
無添加焼きちくわ…1本
国産大豆三角油揚げ…1枚

人参…………………… 1/3本
水……………………… 200㏄
酒…………………… 大さじ2
砂糖………………… 大さじ1
しょう油…………… 大さじ2
みりん……………… 大さじ2

材料� 【約182kcal／1人分】

基本

豚肉とじゃがいものこってり煮

③最後に②の火を強め、煮汁をとばすようにしながら
味を絡めて器に盛る。

①豚肉は一口大に切る。じゃ
がいもは皮をむいて、大
きめの一口大に切る。
②鍋にサラダ油を熱して豚
肉を炒め、続いてじゃが
いもも加えて炒める。さ
らに少なめの水とAを入
れて煮立て、アクを取っ
てから弱火にし、蓋をし
て約20分煮る。

はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

じゃがいも……………… 2個
サラダ油…………… 大さじ1
　　砂糖…… 大さじ1と1/2
　　みりん………… 小さじ1
Ａ　酒…………… 1/4カップ
　　しょう油
　　　……… 大さじ1と1/2
水…………………………適量

材料� 【約488kcal／1人分】

たら唐揚げ中華ソース炒め
①真たら角切りはあらか
じめ解凍しておき、出
てきた水分はキッチン
ペーパーで水気を取る。
②人参、玉ねぎ、絹さやは
せん切りにしておく。
③①に片栗粉をまぶす。
④フライパンに適量の揚
げ油を入れ、③を揚げ、
皿に出しておく。

いき

真たら角切り…100g
人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/2個
絹さや…………………… 25g
片栗粉……………… 大さじ1
　　酒・しょう油
Ａ　　…………… 各大さじ2
　　砂糖・オイスターソース
　　　…………… 各小さじ2
揚げ油……………………適量
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約232kcal／1人分】

⑤④のフライパンの油を一度拭き取り、サラダ油を
小さじ1入れ、②の野菜を炒める。
⑥⑤にAと④を入れ、味を整えたら出来上がり。

みりんを加えて、きざみ昆布が柔らかくなるまで煮含める。

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



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!

1112

1212

5

月

火

11/30木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ふり塩さんま おすすめ品 2尾 3尾 4尾 冷凍
大型な脂ののったさんまです。解
凍後、中火のグリルでじっくりと
焼いてどうぞ

メカジキ塩こうじ漬 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

いか一口フリッター 100g 150g 200g 冷凍 170℃の油で2〜 3分揚げてどう
ぞ

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,753円  3人用 2,321円  4人用 2,842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

菜彩鶏むね肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

豚バラ肉の
和風炒めセット 180g 240g 280g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

味わい春巻 4本 6本 8本 冷凍 170℃〜 180℃の油で揚げてど
うぞ

国産大豆使用揚げ出し
豆腐セット（つゆ付き） 212g 318g 424g 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げ、添

付のつゆをかけてどうぞ

揚蒲鉾　さつま揚げ 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、フライパンで焼き、お好
みでしょう油をかけてどうぞ

2人用 1,654円  3人用 2,258円  4人用 2,642円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ひき肉
（トレー入り） 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

南鮪入りまぐろたたき 150g 230g 300g 冷凍 わさびしょう油でどうぞ

若鶏のチーズ包み揚げ 2個 3個 4個 冷凍 国産若鶏でチーズを包み込みまし
た。中温の油で揚げてどうぞ

無塩せきショルダー
ベーコン（切落し）新商品

70g 100g 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 1,488円  3人用 2,144円  4人用 2,386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。

かぼちゃグラタン

ベーコンの野菜たっぷりスープ

①かぼちゃは丸ごとラッ
プで包み、電子レンジで
4〜5分加熱して、上部
1.5㎝を包丁で切り、種
とワタを取り除く。
②玉ねぎとパセリはみじ
ん切りにする。
③フライパンにオリーブオ
イルを熱し、玉ねぎを炒
める。透き通ったら解凍
した豚ひき肉を加えて炒
め、塩・こしょうをふる。

④③に小麦粉を入れて混ぜ、牛乳を少しずつ加えて
とろみがついたらAを注ぎ一煮立ちしたら火をと
める。
⑤①に④を詰め、ピザ用チーズをのせてトースター
で焼き目をつけてパセリを散らす。

解凍した、ショルダーベーコンにお好みの野菜を加
えて、スープにしてどうぞ。ショルダーベーコンに塩
分があるので、味をみて、調整して下さい。

国産豚ひき肉…200g
かぼちゃ………………… 1個
玉ねぎ………………… 1/4個
ピザ用チーズ…………… 60g
パセリ……………………適量
塩・こしょう…………各適量
小麦粉……………… 大さじ1
牛乳…………………… 100㏄
　　コンソメ顆粒
Ａ　　…………… 小さじ1/2
　　水………………… 200㏄
オリーブオイル… 大さじ1/2

材料� 【約558kcal／1人分】

基本

基本

鶏肉のビビンバ風

④ボウルでレタスとご飯を混ぜ、器
に盛る。②と③をのせ、白・黒ご
まをふり、半熟卵をのせる。
※お好みでマヨネーズ、一味唐辛子
をふる。

①人参は斜め2㎜厚さに
切ってから縦細切りに
し、レタスは一口大にち
ぎる。鶏肉は1㎝厚さに切
る。
②鍋に湯を沸かして塩（分量
外）少々を加え、人参、小
松菜の順にそれぞれさっ
と茹でる。小松菜は流水
で洗って水気を絞り、5㎝
長さに切る。人参はAで、
小松菜はBでそれぞれ和
えてナムルを作る。
③フライパンを熱してサラ
ダ油をひき、鶏肉を中火
で炒める。しっかりと炒
めて火が通ったら、混ぜ
合せたCを加えて炒める。

はつ

菜彩鶏むね肉…200g
レタス……………… 2〜3枚
人参…………………… 1/2本
ご飯…………………… 2膳分
　　ごま油……… 小さじ1/2
Ａ　砂糖・酢… 各小さじ1/2
　　塩……………………少々
小松菜………………… 1/2把
　　おろしにんにく……少々
Ｂ　白ごま………… 大さじ1
　　ごま油………………少々
　　砂糖・塩…………各少々
半熟卵…………………… 2個
　　コチュジャン…小さじ1/2
　　おろしにんにく・生姜
　　　…………………各少々Ｃ　酒・黒ごま… 各大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
　　砂糖・酢…… 各小さじ1
白・黒ごま……………各適量
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約686kcal／1人分】

明太マヨの里芋の素揚げ
①	里芋は皮をむき、電子
レンジで1分加熱し、片
栗粉を塗す。辛子明太
子とAを混ぜ合わせて、
明太マヨを作る。
②	180℃の油で里芋を色
よく揚げる。器に盛り、
①をかけて出来上がり。

いき

無着色辛子明太子…70g
里芋…………………… 10個
片栗粉……………………適量
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ1
　　レモン果汁…… 小さじ1
揚げ油……………………適量

材料� 【約239kcal／1人分】

�【約197kcal／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!

1312

1412

6

水

木

12/2土

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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

塩ます輪切り 2切 3切 4切 冷凍 焼魚でどうぞ

船凍真いか 1杯 1杯 2杯 冷凍
近海で漁獲された新鮮な真いかを
船上で急速凍結しました

レシピ参照

福島県産米粉入
板こんにゃく 1袋 1袋 1袋 常温 レシピ参照

2人用 1,257円  3人用 1,593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

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 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

氷温造りさば昆布
白しょう油干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルでじっくり

と焼いてどうぞ

赤いかねぎ醤油 120g 150g 180g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 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 1,474円  3人用 2,175円  4人用 2,711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 150g 180g 250g 冷蔵 レシピ参照

塩ちゃんこ鍋用 250g 375g 500g 冷凍 お好みの野菜、しめじ、豆腐と一
緒にどうぞ

鶏と玉ねぎの
かき揚げ天 150g 200g 400g 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 塩ちゃんこ鍋に入れてどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 塩ちゃんこ鍋に入れてどうぞ

2人用 1,635円  3人用 2,157円  4人用 2,994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。

豚肉と冬野菜のサラダ

いかとこんにゃくの煮物

①レンコンは半月切りに
し酢水につける。水菜
とレタスは食べやすく
切り、洗って水気をきっ
ておく。
②レンコンは酢水ごと鍋
に入れて1分程茹でて水
にとり水気をきってお
く。

①大根と板こんにゃくは
食べやすく切り、下茹で
しておく。船凍真いか
は解凍後、内臓を取り除
いて洗い（足の吸盤もよ
く洗う）、食べやすい大
きさに切る。
②鍋にAを煮立て、①の大
根と板こんにゃくを煮

③豚肉は食べやすい大きさに切って、フライパンで
こんがりと焼き、塩・こしょうをふる。
④器に盛り合わせ、ドレッシングをかける。

る。味がしみてきたら、①のいかを加えて煮含める。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

塩・こしょう…………各少々
レンコン………………… 40g
水………………………200cc
酢………………… 小さじ1/2
水菜……………………… 1株
レタス…………………… 3枚
好みのドレッシング……適量

船凍真いか…1杯
福島県産米粉入

板こんにゃく…1袋
大根…………………… 1/2本
　　水………………… 200㏄
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1

材料� 【約176kcal／1人分】

材料� 【約145kcal／1人分】

基本

基本

豚肉の酢煮

を加えてしんなりするまで炒め、④を入れ、強火で
煮詰めながらつやが出てくるまで炒める。
⑥器に盛り、周囲にチンゲン菜を添える。

①豚肉は2㎝幅に切り、Aで
味付けし、片栗粉をまぶす。
②玉ねぎは2㎝幅に切る。
③チンゲン菜は根元に十字
の切り目を入れて割く。
熱湯に塩（分量外）少々を
入れて茹で、水気をきっ
て冷ます。
④水とBを合わせて混ぜて
おく。
⑤フライパンにサラダ油を
しき豚肉を焼き、玉ねぎ

はつ

麓山高原豚
ローススライス…150g

玉ねぎ…………………… 1個
チンゲン菜……………… 1袋
片栗粉……………………適量
Ａ　酒・しょう油　　　………… 各大さじ1/2
　　鶏がらスープの素
Ｂ　………………… 小さじ1
　　酢・砂糖…… 各大さじ2
　　しょう油……… 大さじ1
サラダ油…………………少々
水………………… 1/2カップ

材料� 【約292kcal／1人分】

豆腐ステーキ しらすソース
①豆腐は4等分してキッ
チンペーパーで水切り
しておく。
②①に片栗粉をまぶし、
少し多めの揚げ油で両
面をこんがりと焼く。
③豆腐を取り出し、きれ
いにしたフライパンに
サラダ油を熱し、しら
すを炒める。

いき

国産大豆豆腐（木綿）
…1丁

しらす干し…50g
大根おろし………………適量
片栗粉……………………適量
しょう油…………………適量
揚げ油……………………適量
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約148kcal／1人分】

④②の豆腐に大根おろしと③をのせる。しょう油を
かけてどうぞ。

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

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!

1512

1612

7

金

土

12/5火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

塩いわし 2本 3本 4本 冷凍
丸々と太った脂ののっている塩い
わしです。解凍後、中火のグリル
でじっくりと焼いてどうぞ

銀ヒラス照焼き 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルまたはフラ
イパンで焼いてどうぞ

広島県産カキフライ 6個 12個 12個 冷凍 レシピ参照

海鮮焼餅
（カイセンシャーペイ） 4個 6個 8個 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど

うぞ

2人用 1,584円  3人用 2,564円  4人用 3,122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 180g 250g 冷蔵 レシピ参照

鶏肉の
オイスターソース炒め用 180g 270g 360g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

こだわり合挽き
ハンバーグ（ソース付） 190g 300g 380g 冷凍

解凍後、フライパンでじっくりと
焼き、添付のソースをかけてどう
ぞ

緑の大地ボンレスハム 55g 73g 90g 冷蔵 発色剤やリン酸塩を使用せずに
作ったボンレスハムです

2人用 1,440円  3人用 1,939円  4人用 2,463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 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

あじ開き干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 焼魚でどうぞ

豚キムチ鍋セット 260g 390g 390g 冷凍 レシピ参照

えのき 200g 200g 200g 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 1,473円  3人用 2,304円  4人用 2,484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。

ほうれん草の肉そぼろがけ

豚キムチ鍋

①ほうれん草は塩（分量
外）を加えた熱湯で茹で
て水にとり水気を切っ
て食べやすく切る。
②長ねぎは白髪ねぎにし、
水にさらし水気を切っ
ておく。
③フライパンにサラダ油
とにんにくを熱し、細か
く刻んだ豚肉を炒める。

①にら、白菜、長ねぎは食
べやすい大きさに切る。
えのきは根元を切落し、
ほぐしておく。しいた
けは軸を取り、飾り切り
にする。国産大豆豆腐
は水を切り、食べやすい
大きさに切る。

酒、砂糖、しょう油、こしょうで調味する。
④器に①を並べ、③を盛り、②の白髪ねぎを乗せる。

麓山高原豚
バラスライス…100g

ほうれん草……………… 1把
にんにくのみじん切り	 1片分
サラダ油………… 大さじ1/2
酒…………………… 大さじ1
砂糖………………… 大さじ1
しょう油…………… 大さじ1
こしょう…………………少々
長ねぎ（白い部分）……… 8㎝

豚キムチ鍋セット…260g
えのき…200g
国産大豆豆腐（木綿）…1丁

にら……………………… 1束
白菜……………………… 3枚
長ねぎ…………………… 1本
しいたけ…………… 3・4枚

材料� 【約231kcal／1人分】

材料� 【約177kcal／1人分】

基本

基本

プルコギ風豚焼き

①玉ねぎは1㎝の幅のくし型切りに
する。なすは長さを半分に切って
から8つ割にする。万能ねぎは5㎝
の長さに切る。
②漬けダレを作る。ごま油以外の材
料を大きめのボウルにいれ、よく

ポイント
りんごジュースが隠し味!!
漬けダレにりんごジュース
を加えると、さわやかな甘
味が加わって、味に奥行き
が出ます。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

玉ねぎ………………… 1/2個
なす……………………… 1本
万能ねぎ……………… 1/4束
＜漬けダレ＞
　　おろしにんにく… 1片分
　　りんごジュース	 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ2
　　七味唐辛子…………少々
　　炒り白ごま…… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
　　ごま油………… 大さじ1

材料� 【約340kcal／1人分】

カキフライ
①卵は茹で、粗みじん切
りにする。
②トマトはざく切り、キャ
ベツはせん切り、玉ね
ぎはみじん切りにする。
③ボールに①と②マヨ
ネーズ、塩こしょう、
お好みでパセリを入れ
て味を整える。
④広島県産カキフライは
170℃の油でカリッと
揚げる。

いき

広島県産カキフライ…6個
卵………………………… 2個
トマト…………………… 1個
キャベツ……………… 1/4個
玉ねぎ…………………… 1個
揚げ油……………………適量
マヨネーズ………… 大さじ2
パセリのみじん切り
　……………………お好みで
塩・こしょう…………各少々

材料� 【約344kcal／1人分】

⑤④を皿に盛り付け、③をかけたら出来上がり。

混ぜて最後にごま油を加えて混ぜる。
③②に豚肉、①を入れてよく混ぜ、約10分置いて味を
なじませる。
④フライパンを火にかけ、③を漬けダレごと入れ、豚
肉の色が変わって野菜がしんなりするまで炒める。

②鍋にスープと水400㏄を入れて火にかけ、豚肉、白
菜キムチ、①を入れて煮込む。

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!

1812

1912

8

月

火

12/7木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

ピーマンの肉詰
(生タイプ） 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

氷温造りサバの味噌煮 120g 180g 240g 冷凍
ノルウェー産のさばをじっくりと氷温熟
成し、信州味噌ベースのタレで煮付けま
した。解凍後、湯せんで3分温めてどうぞ

子持ちししゃも 100g 150g 150g 冷凍 レシピ参照

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,642円  3人用 2,196円  4人用 2,566円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

しまほっけ切身干し 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルでじっくり
と焼いてどうぞ

赤魚本仕込み粕漬 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

子持ちししゃも 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

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にし
ました。170℃の油で揚げてどうぞ

2人用 1,389円  3人用 1,993円  4人用 2,587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
肩ローススライス 150g 180g 250g 冷蔵 レシピ参照

若鶏のチーズ包み揚げ 2個 3個 4個 冷凍 国産若鶏にチーズを包み込みまし
た。170℃の油で揚げてどうぞ

チーズフォンデュ
コロッケ 2個 3個 4個 冷凍 170℃〜 180℃の油で揚げてど

うぞ

高菜ごはん 120g 120g 160g 常温
国産高菜を使用した混ぜご飯の素
です。温かいご飯に混ぜ合わせて
どうぞ

味付いなり 1袋 2袋 2袋 冷蔵 高菜ごはんを詰めてどうぞ

2人用 1,438円  3人用 1,930円  4人用 2,423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。

ピーマンの肉詰め
①フライパンにサラダ油
を熱し、凍ったままの
ピーマンの肉詰めの肉
面を下にして焦げ目が
ついたら返し、水少々を

加えて蓋をし蒸し焼きにする。
②器に盛り、好みでトマトケチャップをつける。

ピーマンの肉詰…160g
サラダ油…………… 大さじ1
トマトケチャップ………適量

材料� 【約94kcal／1人分】

基本

ししゃもの明太チーズ焼き
①子持ちししゃもは焼いておく。辛子
明太子は包丁の背で薄皮からほぐし
ておく。
②じゃがいもはよく洗って水気を取
り、1個ずつラップをして竹串が通
るまで加熱する（2個で約4分）。粗熱
をとり、皮ごと5〜7㎜厚さに切る。
③フライパンにオリーブオイルを熱

し、じゃがいもを並べ両面をカリッと焼き、塩・こしょうをする。
④薄くサラダ油を塗った耐熱皿に、子持ちししゃもとじゃがいも
を交互に並べ、辛子明太子の2/3量を塗りつける。
⑤チーズを散らしたうえに、残りの辛子明太子も散らしトース
ターやグリルでチーズがとろけるまで焼く。
※あればパセリのみじん切りやドライパセリを散らす。

子持ちししゃも…100g
無着色辛子明太子…70g

じゃがいも……………… 2個
とろけるチーズ………… 30g
オリーブオイル…… 大さじ1
塩・こしょう…………各少々
サラダ油…………………少々

材料� 【約229kcal／1人分】

基本

カリカリ豚丼

げて、片栗粉を薄くまぶし入れ、
こんがり焼き色がついたら上下を
返し、全体にカリッとするまで揚
げ焼きにする。
④器にご飯を盛り、③をのせる。キャ
ベツのせん切りと長ねぎの小口切
りものせて②をかける。

①豚肉はAをもみ込み約5分
おく。
②Bを小鍋に入れて煮立て、
半量程度になったら火を
止める。
③フライパンに1㎝深さの
油を熱し、①の豚肉を広

はつ

麓山高原豚
肩ローススライス…150g

　　おろし生姜…………少々
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1
片栗粉……………………適量
　　おろしにんにく… 1片分
　　酒……………… 大さじ2
Ｂ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　砂糖…………… 小さじ2
サラダ油…………………適量
ご飯…………………… 2杯分
キャベツのせん切り……適量
長ねぎの小口切り………適量

材料� 【約619kcal／1人分】

子持ちししゃもの揚げびたし
①ししゃもは解凍後、酒
少々をからめておく。
②なすはアクが出ないよ
うに、揚げる直前に皮
をむき、長さを三つに
切る。長ねぎは斜め薄
切りにする。
③鍋にAを入れて熱し、長
ねぎを加えておく。
④170℃の揚げ油でなす

いき

子持ちししゃも…100g
なす……………………… 2本
長ねぎ………………… 1/2本
酒…………………………少々
小麦粉……………………適量
　　酢・しょう油・
　　酒・みりん… 各大さじ2
Ａ　水…………… カップ1/4
　　砂糖…………… 大さじ1
　　ごま油……… 小さじ1/2
揚げ油……………………適量

材料� 【約178kcal／1人分】

を素揚げし、さらにししゃもの汁気をふいて薄く
小麦粉をまぶしカラリと揚げ、③に浸す。
⑤10分程おいて味がしみたら器に盛る。

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



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!

2012

2112

9

水

木

12/9土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産鶏手羽元
フライドチキン 4本 6本 8本 冷凍 レシピ参照

氷塩熟成鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 焼魚でどうぞ

炊飯器で簡単
きのこピラフ 新商品

130g 195g 195g 冷凍 レシピ参照

クリーミー
かに爪フライ 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

2人用 1,682円  3人用 2,506円  4人用 3,103円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

鮭ヤンチャ焼き 280g 380g 560g 冷凍
北海道の浜料理をご家庭で手軽に楽しんで頂け
るように、鮭と味噌ダレをセットにしました。
お好みの野菜と一緒に蒸し焼きにしてどうぞ

さんまフライ 2枚 3枚 4枚 冷凍
大きくて食べ応えのあるさんまフ
ライです。170℃の油で揚げてど
うぞ

クリーミー
かに爪フライ 2個 3個 4個 冷凍 凍ったまま170℃の油で揚げてど

うぞ

海老水餃子 130g 234g 234g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,558円  3人用 2,335円  4人用 2,982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

骨なしフライドチキン
（もも肉） 2個 3個 4個 冷凍 電子レンジで温めてお召し上がり

ください

モミの木の
チキンメンチカツ 2個 3個 4個 冷凍 170℃〜 180℃の油で揚げてど

うぞ

コーングラタン 2個 3個 4個 冷凍
マカロニと北海道コーンたっぷりのグ
ラタンです。オーブントースターで
12分〜 15分焼いてどうぞ

じゃが黒豚 新商品 150g 240g 300g 冷凍
もちもちつるっとした食感が楽し
めます。お好みの野菜と合わせて
スープでどうぞ

おいしい海藻
三色海藻サラダ 100g 100g 100g 常温 レシピ参照

2人用 1,391円  3人用 1,962円  4人用 2,399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。

フライドチキンとかに爪フライ盛り合わせ

炊飯器で簡単きのこピラフ

海老水餃子スープ

焼長芋と海藻のサラダ

【国産鶏手羽元
フライドチキン】

鶏手羽元を食べやすいよ
う開いて、下味を付け唐揚
げ粉をまぶしました。加熱
すると骨より血がにじみ
出ることがありますので
じっくりと揚げて下さい。

①商品は解凍しておく。
②米は研いで炊飯器に2合
分の水と一緒に浸水し
ておく。
③好みの野菜は粗みじん
切りにする。
④②の炊飯器に①と③を
加えてさっと混ぜ、炊
く。

プリプリの海老をたっぷ
り入れた餃子です。焼く
のはもちろんスープにし
ても。
①玉ねぎと人参はせん切
りにしておく。
②沸騰したお湯に凍った
ままの海老水餃子を入

①海藻サラダは、塩を洗い
5分程度塩抜きをする。
②長芋は1㎝厚さに切り、
軽く塩をふる。
③フライパンに油を熱し、
②を焦げ目がつくまで
焼く。
④海藻サラダ、長芋を合わ
せて、Aで和える。

【クリーミーかに爪フライ】
堺港産の紅ずわいがにの旨味とジューシーなクリー
ムを合わせました。
①揚げ油を170〜180℃に熱し、冷凍のまま5〜6分
揚げてください。

れ、餃子が半透明になったら、コンソメスープの
素、しょう油を入れ、塩・こしょうで味を調えた
ら、仕上げにごま油を入れる。

国産鶏手羽元
フライドチキン…4本

クリーミー
かに爪フライ…2個

揚げ油……………………適量

炊飯器で簡単
きのこピラフ…130g

米………………………… 2合
好みの野菜
（玉ねぎ・人参・ピーマン）
　　…………………… 100g

材料� 【約378kcal／1人分】

材料� 【約636kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

海老水餃子…130g
玉ねぎ………………… 1/3個
人参…………………… 1/3本
コンソメスープの素…… 1個
しょう油…………… 大さじ2
塩・こしょう…………各適量
ごま油……………… 小さじ1

おいしい海藻
三色海藻サラダ…100g

長芋…………………… 10㎝
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ3
　　みりん………… 大さじ2
Ａ　酢……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
　　水……………… 大さじ1
塩…………………………適量

材料� 【約214kcal／1人分】

材料� 【約103kcal／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!

2512

2612

10

月

火

12/12火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

うどん鶏すきセット 580g 820g 1110g 冷凍
国産小麦を使用した讃岐うどんとひとくちサイズ
にカットした鶏肉と、鰹や昆布の旨みを加えたしょ
う油スープのセットです レシピ参照

しまほっけ切身干し 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

お肉の生餃子 新商品 8個 12個 16個 冷凍
豚肉をたっぷり使用したジュー
シーな餡を皮で包みました。フラ
イパンで焼いてどうぞ

揚蒲鉾　さつま揚げ 1枚 2枚 2枚 冷凍
さつま揚げに国産の玉ねぎを入れて菜
種油で揚げました。さっと炙っていた
だくと、一層美味しくなります

2人用 1,623円  3人用 2,463円  4人用 3,108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

南鮪入りまぐろたたき 150g 230g 300g 冷凍 レシピ参照

あじ開き干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、中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

ポテトサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 そのままでどうぞ

伊勢志摩産
子持ちあらめ煮 60g 60g 80g 冷凍 解凍後、温かいご飯にのせてどう

ぞ

2人用 1,752円  3人用 2,619円  4人用 2,909円  

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

黄金生姜入り
豚味噌焼き（バラ） 180g 270g 360g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

奥入瀬黒豚の
肉詰いなり 2個 3個 4個 冷凍

国産の黒豚と野菜をたっぷりと使
用した具材を油揚げに詰めまし
た。煮浸しにしてどうぞ

白い木の葉揚げ 4個 6個 8個 冷凍 フライパンで焼いたり、お好みの
野菜と煮物にしてどうぞ

マカロニサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 そのままでどうぞ

2人用 1,560円  3人用 2,333円  4人用 2,957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。

うどん鶏すき鍋

焼きほっけご飯

①うどん鶏すきセットは
解凍しておく。
②野菜は食べやすい大き
さに切る。きのこ類は
ほぐしておく。
③鍋にスープと水900cc
を煮立て、鶏肉と野菜等

①しまほっけ切身干しは解凍する。
②米は炊く30分前に洗い水に入れ
て浸水し、ザルにあげて水を切り、
炊飯器にAと一緒に入れて炊く。
③三つ葉はざく切り、みょうがはせ
ん切りにする。
④①はグリルで両面を焼き、骨と皮
を取り除いて粗くほぐす。

を入れて煮込む。
④最後にうどんも入れて軽く煮込む。

⑤②が炊けたら④をのせて、蓋をして1〜2分置いてサックリ
混ぜる。
⑥⑤を器に盛り、③をのせる。

うどん鶏すきセット
…580g

白菜………………… 2〜3枚
長ねぎ…………………… 1本
人参…………………… 1/3本
きのこ類…………………適量

しまほっけ切身干し…2切
米………………………… 2合
三つ葉…………………… 4本
みょうが………………… 1本
　　薄口しょう油… 大さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　水………………… 300㏄
　　塩…………… 小さじ1/2

材料� 【約687kcal／1人分】

材料� 【約291kcal／1人分】

基本

基本

鶏肉の磯辺巻き

のせて巻く。たこ糸でくくってサラダ油で転がしな
がら焼き、焦げ色がつけばAを加えて煮詰める。
③食べやすい大きさに切り分け器に盛る。
※いんげんの代わりにほうれん草や長ねぎでも!

①鶏肉は1枚を観音開きに
し、酒と塩で下味をつけ
ておく。いんげんは、す
じを取り除いて塩ゆで
し、人参はいんげんの太
さにあわせた拍子切りに
する。
②鶏肉は水気を拭いてか
ら、のりを鶏肉の大きさ
に合わせて切ったものを
のせ、いんげんと人参を

はつ

菜彩鶏もも肉…200g
酒………………… 大さじ1/2
塩…………………………少量
いんげん………………… 6本
人参………………………少々
のり……………………… 1枚
サラダ油…………………適量
＜たれ＞
　　みりん………… 大さじ3
Ａ　しょう油……… 大さじ3
　　酒……………… 大さじ3
　　砂糖…………… 大さじ1

材料� 【約266kcal／1人分】

サラダ風ごはん
①きゅうりは皮を全部む
き、輪切りにする。塩
をふって少しおき、水
気を絞る。まぐろたた
きはボウルなどにあけ
しょう油をふりかけ、
軽く混ぜておく。
②Aを合わせ、少し冷まし
たご飯に加え、よく混
ぜる。

いき

南鮪入りまぐろたたき
…150g

ご飯……………… 茶碗2杯分
きゅうり……………… 1/2本
塩…………………………少々
しょう油…………… 小さじ1
　　マヨネーズ…… 大さじ1
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　からし………… 小さじ1
レタス……………………適量

材料� 【約487kcal／1人分】

③①と②を合わせ、レタスにくるんでどうぞ。

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

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!

2712

2812

11

水

木

12/14木

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

真鯛半身（刺身用） 1枚 1枚 2枚 冷凍
細胞を壊さずに凍結するプロトン凍結で
鮮度を閉じ込めました。腹部分の小骨を
切り取り、スライスしお刺身でどうぞ

赤海老 2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ参照

数の子松前漬け 新商品 50g 75g 100g 冷凍 歯ごたえの良い数の子に北海道産
の昆布とスルメを合わせました

2人用 2,313円  3人用 2,616円  4人用 4,416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

身欠きにしんソフト 2枚 3枚 4枚 冷凍 お好みで天ぷらや焼魚、煮物にし
てどうぞ

マトウダイ西京漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

ワラズカすり身 150g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

赤海老 2尾 3尾 4尾 冷凍 グリルで塩焼きにしてどうぞ

お魚屋さんの松前漬 新商品 100g 100g 100g 冷凍 解凍後、温かいご飯にのせてどう
ぞ

2人用 1,690円  3人用 2,122円  4人用 2,714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
ももスライス 150g 180g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産豚ヒレカツ（衣付） 4枚 6枚 8枚 冷凍 170℃の油で揚げてどうぞ

しそ入り丸餃子 6個 9個 12個 冷凍 冷凍のまま、フライパンで焼いて
どうぞ

笹かまぼこ厚焼き 2枚 3枚 4枚 冷蔵 わさびしょう油でどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,476円  3人用 2,131円  4人用 2,760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。

鶏もも肉のとろとろ玉ねぎ煮

赤海老のグリル

①フライパンにサラダ油
を熱し、薄切りにした玉
ねぎを焦げないよう中
火で薄く色づくまで炒
める。
②鶏もも肉の皮を下にし
て、①の上に乗せ蓋をし

①赤海老は解凍後、水気を
拭き取る。
②フライパンにオリーブ
オイルとにんにくを入
れて熱し、赤海老を並べ
て塩をふり、焼く。

て15分ほど弱火で蒸し焼きにする。
③酒としょう油を回しかけ、玉ねぎを焦げないよう
に混ぜる。蓋を取り、中火で煮汁がなくなるまで
煮詰める。
④鶏肉を食べやすく切って器に盛り、小ねぎの小口
切りを乗せる。

③片面焼いたら、裏返して酒を加え、蓋をして約20
秒蒸し焼きにする。

国産鶏もも肉…150g
玉ねぎ…………………… 1個
サラダ油…………… 大さじ1
酒……………………… 30㏄
しょう油…………… 大さじ1
小ねぎの小口切り………適量

赤海老…2尾
にんにくのみじん切り…少々
オリーブオイル…… 小さじ1
塩…………………………少々
酒…………………………少々

材料� 【約244kcal／1人分】

材料� 【約67kcal／1人分】

基本

基本

かぼちゃの豚肉巻き煮

め、②を加えて照りよく絡める。
④③を器に盛り付け、残った③の照りしょうゆを上か
らかけ、白髪ねぎを飾る。

①かぼちゃはスプーンで種
を取り、ところどころ皮
をむいて1㎝のくし形に
切り、電子レンジで約2分
間加熱する。
②①を芯にして豚肉で巻
き、小麦粉をまぶし、フ
ライパンにサラダ油を熱
し、さっと焼く。
③Aを合わせ、熱したフラ
イパンに入れて少し煮詰

はつ

麓山高原豚
ももスライス…150g

かぼちゃ……………… 1/2個
　　しょう油
　　　……… 大さじ4と1/2
Ａ　みりん… 大さじ4と1/2
　　酒……… 大さじ4と1/2
　　砂糖…… 大さじ1と1/2
小麦粉……………………適量
サラダ油…………………適量
白髪ねぎ…………………適量

材料� 【約308kcal／1人分】

ワラズカの伊達巻き
①ワラズカすり身は解凍
し、ボウルに入れて木
べらでよく混ぜておく。
②①にＡを混ぜ、溶いた
卵を少しずつ加え混ぜ
る。
③フライパンに油を熱し、
②を流し入れ、蓋をして
弱火で15〜20分焼く。

いき

ワラズカすり身…150g
卵………………………… 3個
　　砂糖…………… 大さじ3
Ａ　酒・みりん… 各小さじ1
　　うすくちしょう油・塩
　　　…………………各少々
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約245kcal／1人分】

食事バランスガイド

④③の粗熱を少し取り、まきすで巻き、伊達巻きを
作る。

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


