
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!

51

61

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

豚ももスライス 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

国産鶏水炊き用
（もも・手羽元・手羽先） 2人用 3人用 4人用 冷凍 お好みの野菜やきのこと一緒にど

うぞ

国産豚ロース塩焼き
（ごま油入り） 150g 200g 250g 冷凍

解凍後、お好みの野菜と一緒に油
をひかずにフライパンで焼いてど
うぞ

ごぼうのピリ辛炒め 145g 200g 230g 冷凍
しゃきしゃきとした食感が残るように丁寧に揚げられた国
産のごぼうと旨みのあるタレをセットにしました。冷凍の
まま、ごぼうを揚げ焼きにし、タレを絡めてどうぞ

2人用 1,554円  3人用 2,155円  4人用 2,668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

1

金

土

12/16土

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 解凍後、中火のグリルでじっくり
と焼いてどうぞ

子持ちカラフト
ししゃも 100g 150g 200g 冷凍

脂のり抜群の太った子持ちししゃ
もです。フライやそのまま焼いて
どうぞ

イカとエビの
チンジャオ風炒め（タレ付） 120g 160g 160g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

とれとれあじ 150g 300g 300g 冷凍 レシピ参照

春の七草 1袋 1袋 1袋 常温
国産の七草が入っており、おかゆ
に混ぜるだけの商品です。春の七
草ををお楽しみください

2人用 1,640円  3人用 2,296円  4人用 2,438円  

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 4個 6個 8個 冷凍 レシピ参照

ボウズギンポ
西京漬け 新商品

2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

野菜春巻 4個 6個 8個 冷凍
冷凍のまま160 〜 170℃の油で
3〜 4分皮がきつね色になるよう
に揚げてどうぞ

葉わさび醤油漬 新商品 70g 70g 70g 冷蔵
そのままはもちろんですが、お茶
漬けにしても美味しく召し上げれ
ます

直火焼
銀のクリームシチュー 100g 150g 150g 常温 レシピ参照

2人用 1,927円  3人用 2,689円  4人用 3,366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。

ボウズギンポ西京漬け
一般市場に出回らない希
少な魚「ボウズギンポ」を
西京漬けにしました。
①フライパンにサラダ油
をひき、中火でじっくり
と焼く。

ボウズギンポ西京漬け
…2切

サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約198kcal／1人分】

基本

クリームシチューのロールキャベツ煮込み
①	じゃがいも、人参は一口
大に切る。玉ねぎは薄
くスライスする。
②	鍋にバターを溶かし、玉
ねぎを焦がさないよう
に炒める。玉ねぎがし
んなりしたら、じゃが
いも、人参を加えて軽く
炒め、水を加えて蓋をし
沸騰したら、ロールキャ

ベツを加えて材料が柔らかくなるまで煮込む。
③	シチュールーと牛乳を加えてとろみが出るまで煮
込んだら出来上がり。

直火焼
　銀のクリームシチュー

…100g
国産ロールキャベツ…4個

じゃがいも……………… 2個
玉ねぎ…………………… 1個
人参…………………… 1/2本
水……………………… 600㎖
牛乳…………………… 200㎖
バター…………………… 10g

材料� 【約630kcal／1人分】

基本

豚肉とほうれん草のチーズ焼き

塩・こしょうを振って皿に取り出す。
④③のフライパンにサラダ油を足し、①を炒める。
⑤耐熱皿に③、④を移し、チーズを全体にのせてオー
ブントースターでチーズに焦げ目がつくまで焼く。

①豚肉は食べやすい大きさ
に切る。
②ほうれん草は塩茹でし、
水に放してから充分に水
気をきる。
③フライパンにバターを溶
かし、②をさっと炒め、

はつ

豚ももスライス…160g
ほうれん草…………… 100g
溶けるチーズ……… 大さじ3
バター……………… 小さじ1
サラダ油…………… 小さじ2
塩・こしょう…………各少々

材料� 【約285kcal／1人分】

あじのさつま揚げ
①	とれとれあじを解凍す
る。
②	ごぼうはささがきにし
て水にさらし、さっと
洗い、水気を切る。小
ねぎは小口切りにする。
③	①にAを加えてよく混
ぜ合わせ、②も加えて
混ぜる。

いき

とれとれあじ…150g
ごぼう……………… 小1/2本
小ねぎ…………………… 5本
大根おろし………………適量
　　みそ・酒… 各大さじ1/2
Ａ　塩……………………少々
　　小麦粉… 大さじ1と1/2
揚げ油……………………適量
しょう油…………………適量

材料� 【約222kcal／1人分】

④	4等分にして小さめの小判型にまとめる。
⑤	170℃に熱した揚げ油に入れ、中火でじっくりと
揚げる。全体にこんがりと色づいて浮き上がって
きたら出来上がり。
⑥	⑤を皿に盛り付け、お好みで大根おろしと一緒に
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



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!

101

111

2

水

木

12/19火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ボウズギンポ
西京漬け 新商品

2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルかフライパ
ンで焼いてどうぞ

白身魚の甘酢あん 130g 152g 215g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

紅ずわいがに焼売 136g 204g 272g 冷凍
紅ずわいがにをふんだんに使用し
た贅沢な焼売です。電子レンジで
温めてどうぞ

2人用 1,551円  3人用 2,173円  4人用 2,824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 180g 230g 冷蔵 レシピ参照

チキンハンバーグ 200g 300g 400g 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど
うぞ

ハッシュポテト 4個 6個 8個 冷凍
外はカリッと、中はホクホクのポテトの
美味しさが詰まっています。オーブン
トースターやフライパンで焼いてどうぞ

生姜ワンタン
（スープ付） 93g 151g 186g 冷凍 豚肉の旨味と生姜の香りを楽しめ

るワンタンスープです

2人用 1,276円  3人用 1,790円  4人用 2,336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
ももスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

子持ち浅羽かれい切身 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 レシピ参照

シーフードサラダ 70g 100g 150g 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 1,475円  3人用 2,145円  4人用 2,761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。

れんこんの肉巻き

牛ちゃんコロッケ&シーフードサラダ

①れんこんは5㎜厚さの輪
切りにし、水にさらす。
②豚肉は1枚ずつ広げてれ
んこんの大きさに合わ
せて切り、水気をきった
①をのせて巻き、小麦粉
をまぶす。
③フライパンにサラダ油
を熱し、②の巻き終わり
を下にして並べ、上下を

①玉ねぎを薄くスライス
して水にさらし、水気を
きっておく。
②シーフードサラダと①
を和える。
③牛ちゃんコロッケは冷

返しながら両面を焼き、合わせたAを絡める。5㎝
長さに切った小ねぎを加え、さっと炒める。
④器に盛り、お好みで一味唐辛子をふる。

凍のまま、約180℃の油で5〜6分揚げる。
④②と③を器に盛り合わせる。

麓山高原豚
ももスライス…150g

れんこん……………… 1/2本
サラダ油…………… 大さじ1
小麦粉……………………適量
　　水…………… 1/4カップ
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
小ねぎ…………………… 2本
一味唐辛子………………適量

牛ちゃんコロッケ…2個
シーフードサラダ…70g

玉ねぎ………………… 1/2個
揚げ油……………………適量

材料� 【約333kcal／1人分】

材料� 【約259kcal／1人分】

基本

基本

豚肉のオイスター焼き
①豚肉の両面に薄く片栗粉
をつける。キャベツはせ
ん切りにする。
②Aを合わせて①の豚肉を
つけ、サラダ油を熱した
フライパンで焼く。
③②の豚肉に火が通った
ら、残ったAを絡めて火を
止め、食べやすく切る。
④器にキャベツと豚肉を盛
り、刻みねぎを散らして
ミニトマトを飾る。

はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

片栗粉……………………適量
キャベツ…………… 3〜4枚
ミニトマト……………… 4個
刻みねぎ…………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ2
Ａ　水……………… 大さじ2
　　オイスターソース
　　　……………… 大さじ1
サラダ油…………… 小さじ2

材料� 【約480kcal／1人分】

赤魚和風竜田揚げ
①	赤魚切身はあらかじめ
解凍して食べやすい大
きさに切る。
②	①を下味の調味料に10
分程度漬ける。
③	大根は皮を剥き、おろ
す。長ねぎはみじん切
りにする。大根おろし
と長ねぎを混ぜる。
④	ブロッコリーは沸騰し
たお湯に塩（分量外）を
加え、茹でる。

いき

赤魚切身…2切
大根……………………… 5㎝
長ねぎ………………お好みで
ブロッコリー………お好みで
＜下味＞
　　しょう油……… 大さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
　　にんにく(すりおろし)
　　　…………… 小さじ1/2
　　しょうが(すりおろし)
　　　…………… 小さじ1/2
片栗粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量

材料� 【約223kcal／1人分】

⑤	②に片栗粉をまぶし、油でカラッと揚げる。
⑥	⑤を皿に盛り付け、③と④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

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!

121

131

3

金

土

12/21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

ブリ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

生からつくった
大きないわしフライ 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま、170℃〜 180℃の

油で揚げてどうぞ

三陸産たたきめかぶ 2個 3個 4個 冷凍
粗切りのため、食べ応えのあるめ
かぶです。解凍後、お好みでしょ
う油をかけてどうぞ

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（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 麻婆豆腐にしてどうぞ

2人用 1,324円  3人用 2,123円  4人用 2,542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 180g 230g 冷蔵 レシピ参照

ひとくちトンカツ 150g 240g 360g 冷凍 冷凍のまま170℃〜 180℃の油
で3〜 4分揚げてどうぞ

野菜春巻 4個 6個 8個 冷凍 冷凍のまま160℃〜 170℃の油
で揚げてどうぞ

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

国産大豆生揚げ（2枚入） 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,568円  3人用 2,326円  4人用 3,167円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

黄金生姜入り鶏つみれの
和風醤油鍋 新商品

200g 300g 400g 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4種のだし入りの和風醤油スー
プのセットです 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

いかの塩炒め
（たれ付）新商品

240g 240g 240g 冷凍
大きめにカットしたいか短冊に塩
炒めのたれを添付しました
レシピ参照

しめじ 100g 170g 170g 冷蔵 レシピ参照

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,533円  3人用 2,082円  4人用 2,406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。

黄金生姜入り鶏つみれの和風醤油鍋

いかの塩炒め

①本品は解凍しておく。
鍋に水を入れて沸騰さ
せる。
②解凍した鶏つみれをス
プーンで団子状にしな
がら入れ、中火で加熱す
る。
③アクを取り除き、食べや
すく切った野菜、しめ
じ、豆腐、スープを入れ
て弱火で煮込む。

①人参は短冊切りに、ピー
マンは種を取り除き細
切りにする。
②フライパンにサラダ油
を熱し、凍ったままのい
かを炒め、①を加えて炒

※味は水の量で調整してください。

め合わせる。水分がなくなったら、添付のたれを
絡め味を調える。

黄金生姜入り
　鶏つみれの和風醤油鍋

…200g
しめじ…100g
国産大豆豆腐（絹）…1丁

白菜…………………… 1/6玉
長ねぎ…………………… 1本
人参…………………… 1/2本
水菜……………………… 1株
水……………………… 500㏄

いかの塩炒め（たれ付）
…240g

人参…………………… 1/2本
ピーマン………………… 2個
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約379kcal／1人分】

材料� 【約183kcal／1人分】

基本

基本

焼き厚揚げとねぎの肉みそがけ

①豚肉は細かく切る。フライパンに
ごま油を熱し、長ねぎ、生姜を弱
火で炒め、香りが立ったら豚肉を
加え、中火でポロポロになるまで
炒める。みそ・砂糖、酒を加えて
よく混ぜ、さらに混ぜながら弱火
で汁気がなくなるまで煮詰める。

②生揚げは熱湯をかけて油抜きし、水気を拭き取る。
長ねぎは４〜５㎝長さのぶつ切りにする。
③フライパンを熱して②の厚揚げと長ねぎをのせ、中
火で全体にこんがり焼き色をつける。厚揚げを食べ
やすい大きさに切り、長ねぎと共に盛り、①の肉み
そをかける。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

国産大豆生揚げ（2枚入）
…1p

ごま油…………… 大さじ1/2
長ねぎのみじん切り
　…………………… 1/2本分
生姜のみじん切り……１片分
みそ・砂糖………各大さじ３
酒……………………大さじ２
長ねぎ……………………２本

材料� 【約471kcal／1人分】

ブリのガーリックマヨ照焼き
①	ブリはあらかじめ解凍
しておく。ブリに酒（分
量外）を振ってしばらく
置き、キッチンペーパー
で水気を拭き取って片
栗粉をまぶす。
②	Aの調味料は合わせて
おく。
③	小ねぎは小口切りにす
る。

いき

ブリ切身…2切
片栗粉……………… 大さじ1
マヨネーズ………… 大さじ2
小ねぎ…………………… 5㎝
　　しょう油、酒、みりん、
　　酢………… 各大さじ1/2
Ａ　砂糖…………… 小さじ1
　　にんにく（すりおろし）
　　　……………… 小さじ1

材料� 【約303kcal／1人分】

④	フライパンにマヨネーズを入れて熱し、溶けたら
ブリを入れて中火で焼く（上にしたい面を先に下
にする）。綺麗な焼き色がついたら裏返して蓋を
し、弱火で3分蒸す。中火に戻して②の調味料を
加え、両面絡めながら煮詰める。
⑤	④を器に盛って小ねぎを散らす。

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



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!

151

161

4

月

火

12/26火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

豚ロース厚切り 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

ビンチョウ鮪切落し 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、わさびしょう油でどうぞ

味付き炙り
たこスライス 新商品

80g 120g 160g 冷凍
岩手県産の新鮮なたこを香ばしく炙
り、食べやすく薄くスライスし、ダシ
を効かせた醤油タレと合わせました

豚にらだんごの
白湯スープ 新商品

124g 206g 248g 冷凍
国産にらが入った豚肉団子とタレのセットで
す。白湯湯でごま油や魚介の旨味を加え深み
のある味わいです レシピ参照

2人用 1,819円  3人用 2,588円  4人用 3,195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
肩ローススライス 150g 180g 230g 冷蔵 レシピ参照

果汁たっぷり豚焼肉 200g 300g 300g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

黒豚にらまんじゅう 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

ペッパー入り
ロングウィンナー 120g 240g 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 1,536円  3人用 2,256円  4人用 2,525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

塩ます輪切り 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

アジ味醂漬 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

氷温造りさばの梅煮 200g 300g 400g 冷凍 冷凍のまま湯せんで約10分

帆立と白身魚の絹寄せ
（京風あんかけ） 130g 195g 260g 冷凍 冷凍のまま湯せんで約7分

国内産冷凍あさり 100g 120g 120g 冷凍 あさりの味噌汁にしてどうぞ

2人用 1,720円  3人用 2,419円  4人用 3,071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。

豚ロースのお手軽ピザ風

豚にらだんごの白湯スープ

①豚ロース厚切りは解凍
し、黒こしょうをふって
おく。
②ピーマンはうすい輪切
り、ミニトマトはスライ
スする。
③①の全体に小麦粉をま
ぶし、余分な粉ははたい
ておく。

①人参は細切り、長ねぎは
斜め切りにする。
②鍋に水と添付のタレを
入れて火にかける。
③沸騰したら、①と豚にら
だんごを入れて煮込む。

④熱したフライパンに③を入れて両面を焼く。
⑤アルミホイルに④をのせトマトケチャップを塗
り、ミニトマト、ピーマン、ミックスチーズをのせ
てトースターまたはグリルで焼く。
⑥チーズが溶けて表面がこんがりになったら、器に
盛りドライパセリをふる。

豚ロース厚切り…160g
黒こしょう………………少々
ミニトマト……………… 4個
ピーマン………………… 1個
ミックスチーズ…………適量
トマトケチャップ… 大さじ2
ドライパセリ……………適量
小麦粉……………… 大さじ1

豚にらだんごの
白湯スープ…124g

人参…………………… 1/3本
長ねぎ…………………… 1本
水……………………… 500㏄

材料� 【約310kcal／1人分】

材料� 【約145kcal／1人分】

基本

基本

豚肉の生姜焼き

熱し、①を並べて両面をこんがりと焼き、フライパ
ンの中の油を捨てる。②を回し入れ、フライパンを
軽く振って味をなじませる。
⑤④を③の真ん中に盛り、焼き汁をかける。

①豚肉は半分に切り、塩・
こしょうをふり、手で軽
く叩いてなじませる。
②生姜はすりおろし、Aの
材料と混ぜておく。
③キャベツはせん切りに
し、器の真ん中をあけて
周囲に盛る。ゆで卵は輪
切りにし、キャベツの上
に並べる。
④フライパンにサラダ油を

はつ

麓山高原豚肩ロース
スライス…150g

キャベツ………………… 3枚
ゆで卵…………………… 2個
塩・こしょう…………各少々
生姜……………………… 1片
サラダ油………… 大さじ1/2
　　砂糖・みりん・ごま油
Ａ　　…………… 各大さじ1
　　しょう油・酒
　　　…………… 各大さじ2

材料� 【約321kcal／1人分】

塩ますのちゃんちゃん焼き
①	塩ますはあらかじめ解
凍して食べやすい大き
さに切る。
②	野菜は食べやすい大き
さに全て切る。
③	Aを混ぜ合わせておく。
④	小ねぎは小口切りにす
る。
⑤	フライパンに②を敷き
つめ、①をのせ、③を回
しかける。

いき

塩ます輪切り…2切
キャベツ……………… 1/4個
人参(小)	……………… 1/4本
玉ねぎ………………… 1/2個
小ねぎ…………………… 5本
　　味噌…………… 大さじ2
　　しょう油……… 小さじ1
Ａ　砂糖…………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ3

材料� 【約243kcal／1人分】

⑥	⑤に蓋をして弱火でじっくりと蒸し焼きにする。
⑦	⑥を皿に盛り付け、④をかけて出来上がり。

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



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!

171

181

5

水

木

12/28木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

さわらかま 2切 3切 4切 冷凍
脂ののったさわらのかまです。焼
く前に一度塩水に浸してから中火
のグリルで焼いてどうぞ

銀ひらすみりん漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

シーフード
りんごカレーセット 170g 250g 320g 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 新鮮なごぼうを使用した食感の良

いサラダです

2人用 1,533円  3人用 2,081円  4人用 2,641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

豚ばらスライス 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

行者にんにく入り
国産豚和風焼き 150g 200g 300g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

国産若鶏の
ひとくちムニエル 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

炊飯器で
簡単きのこピラフ 130g 195g 260g 冷凍

エリンギ、まいたけが入ったピラ
フの素です。人参や玉ねぎなどお
好みの野菜を加えてどうぞ

2人用 1,449円  3人用 2,010円  4人用 2,563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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産さば仙台味噌漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

はるさめの炒め物 180g 360g 360g 冷凍
電子レンジで温めるだけの人気商
品です。電子レンジで温めてどう
ぞ

黒豚にらまんじゅう 4個 6個 8個 冷凍
フライパンにサラダ油をひき、弱
火〜中火で片面3〜 4分、両面き
つね色になるまで焼いてどうぞ

国産大豆生揚げ（2枚入） 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,549円  3人用 2,318円  4人用 2,770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。

豚肉の厚揚げ巻き

国産さば仙台味噌漬

①生揚げは半分に切り、3
等分にする。全部で12
個に切り分ける。
②豚肉は長さを半分に切っ
て広げ、①を1個ずつ巻
きつける。巻き終わった
ら、小麦粉をまぶす。
③フライパンにサラダ油
を熱し、豚肉の巻き終わ
りを下にして焼く。肉
に火が通り、全体に焼き

三陸近海で漁獲された脂質の高いサバを三枚卸に
し、仙台味噌をベースにしたオリジナルの調味液に
一晩漬込みました。
味噌を軽く拭き取り、焦がさないように焼いて下さ
い。

色がついたら混ぜ合わせたAを入れて絡める。
④器に盛り、小口切りにした小ねぎを散らす。

麓山高原豚
バラスライス…150g

国産大豆生揚げ（2枚入）
…1p

小麦粉……………………適量
　　トマトケチャップ
Ａ　　……………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
サラダ油…………………適量
小ねぎ…………………… 2本

材料� 【約456kcal／1人分】

【約313kcal／1人分】

基本

基本

豚ばらきのこ蒸ししゃぶ

きを広げてその上に豚肉をのせ、600wの電子レン
ジで約7分加熱する（豚肉に火が通っているか確認し
足りない場合は再加熱してください）
⑤	③とごま油、塩を混ぜる。
⑥	器に④を盛り付け、ネギ塩だれをのせる。

①	豚ばらスライスはあらか
じめ解凍しておく。
②	しめじ、えのきは石づき
を切る。
③	長ねぎはみじん切りにす
る。
④	耐熱容器にしめじ、えの

豚ばらスライス…160g
しめじ…………………… 1袋
えのき…………………… 1袋
長ねぎ………………… 10㎝
ごま油……………… 大さじ1
塩………………… 小さじ1/2

材料� 【約428kcal／1人分】

シーフードカレーライス
①	シーフードりんごカ
レーセットのイカとエ
ビは解凍後、水気を切っ
ておく。
②	玉ねぎは薄切り、人参
は小さめにカットする。
③	熱した鍋にサラダ油を

いき

シーフードりんご
カレーセット…170g

玉ねぎ………………… 3/4個
人参…………………… 1/2本
ごはん………………… 2杯分
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約501kcal／1人分】

熱して、②を炒め、イカとエビを加えて更に炒め
る。
④	③に水を280〜300㎖加え、具材に火が通るまで
煮込む。
⑤	④の火を一旦止め、添付のカレールーを加えて混
ぜ、再び弱火にかけてとろみがつくまで煮込む。
⑥	器にご飯を盛り付け、⑤をかけて出来上がり。

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

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!

191

201

6

金

土

1/6土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産鶏ささみフライ 140g 210g 280g 冷凍 レシピ参照

真たら切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ハッシュポテト 4個 6個 8個 冷凍
北海道産のじゃがいもをカット
し、玉ねぎを加えてあっさり塩味
に仕上げました レシピ参照

目光丸干し 120g 180g 240g 冷凍 脂のり抜群の目光です。唐揚げに
してどうぞ

2人用 1,370円  3人用 2,015円  4人用 2,656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

子持ち浅羽かれい切身 2切 3切 4切 冷凍 煮魚にどうぞ

ピリ辛さんま 2尾 3尾 4尾 冷凍 解凍後、中火のグリルでじっくり
と焼いてどうぞ

しめさば昆布〆 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、そのままでどうぞ

ささがきごぼう天 5本 10本 10本 冷蔵 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 1,357円  3人用 2,294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

麓山高原豚肩切落し 150g 180g 230g 冷蔵 レシピ参照

国産豚肉の
すき焼き風煮 150g 200g 300g 冷凍

お好みの野菜と生しいたけ、豆腐
と一緒にどうぞ。お好みで食べる
際に生卵に絡めてどうぞ

国産豚スペアリブ
スライス 200g 250g 300g 冷凍

解凍後、フライパンで両面を焼い
て塩こしょう等で味付けをしてど
うぞ

生しいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 国産豚肉のすき焼き風煮と一緒に
どうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産豚肉のすき焼き風煮と一緒に
どうぞ

2人用 1,458円  3人用 1,885円  4人用 2,312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。

鶏ささみフライとハッシュポテト

真だらのチーズムニエル

①国産鶏ささみフライ
は冷凍のまま、170〜
180℃に熱した油で5〜
6分揚げて下さい。
②ハッシュポテトはフラ
イパンにサラダ油をひ

①真たら切身は解凍して
おく。塩・こしょうを
ふり、小麦粉をまぶす。
②ピーマンはせん切りに
する。
③フライパンにバターを
入れて熱し、①を置いて
②とピザ用チーズをの

き、片面3分を目安に焼いて下さい。
（オーブントースターで焼く場合は10分を目安にし
てください）

せて蓋をして、中火で3〜4分焼く。
④器に③を盛り、ベビーリーフを添える。

国産鶏ささみフライ
…140g

ハッシュポテト…4個
揚げ油……………………適量

真たら切身…2切
ピーマン（赤・黄）… 各1/6個
ベビーリーフ……………適量
小麦粉……………………適量
ピザ用チーズ…………… 40g
バター…………………… 10g
塩・こしょう…………各少々

材料� 【約333kcal／1人分】

材料� 【約194kcal／1人分】

基本

基本

かぶと豚肉のみそ炒め

で炒める。色が変わったら、かぶを加えて1〜2分
炒め合わせ、よく混ぜたAを加えて手早く絡める。
最後に生姜汁を加えて大きく混ぜ合わせる。

①かぶは茎を切り落とし、
皮をむき、5㎜厚さの半月
形に切る。かぶの葉は2㎝
長さに切る。
②豚肉は食べやすい大きさ
に切り、塩・こしょうを
ふって片栗粉をまぶす。
③フライパンにサラダ油を
熱し、豚肉を入れて中火

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

かぶ………………… 1〜2個
塩・こしょう…………各適量
片栗粉……………………適量
サラダ油………… 大さじ1/2
Ａ　みそ…………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ2
生姜汁……………… 大さじ1

材料� 【約219kcal／1人分】

ごぼう天と水菜のサラダ
①	水菜は食べやすい大き
さに切り、玉ねぎは薄
くスライスし共に水に
さらしておく。
②	水菜と玉ねぎの水気を
切り和えておく。

いき

ささがきごぼう天…5本
水菜…………………… 1/2株
玉ねぎ…………………… 1個
かつお節…………………適量
お好みのドレッシング…適量

材料� 【約205kcal／1人分】

③	フライパンに油を引かずにささがきごぼう天を焼
き、軽く焦げ目を付ける。
④	皿に、焼いたささがきごぼう天を食べやすい大き
さに切り並べる。
⑤	ささがきごぼう天の上に和えた水菜と玉ねぎをの
せる。
⑥	最後にかつお節をのせて上からお好みのドレッシ
ングをかけて出来上がり。

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



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!

221

231

7

月

火

1/11木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

豚ロース肉
こうじ味噌漬け 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

加塩紅鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

彩り野菜信田 2個入 3個入 4個入 冷凍
かぼちゃ・人参・いんげん・ひじきを豆腐のすり身と山芋で
ふんわりつなげて油揚げで包みました。野菜と煮物にして
も、フライパンで焼いてもおいしくいただけます

さんま黒酢煮 120g 120g 150g 冷凍 解凍後、そのままどうぞ

2人用 1,497円  3人用 1,978円  4人用 2,556円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ビンチョウ鮪切落し 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

赤魚味噌漬 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

サーモンフライ 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま170℃〜 180℃の油
で揚げてどうぞ

葉わさび醤油漬 新商品 70g 70g 70g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,718円  3人用 2,237円  4人用 2,752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

マーボー春雨の素 210g 260g 315g 冷凍 解凍後、チンゲン菜や人参と一緒
に炒めてどうぞ

彩の国黒豚メンチカツ 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま180℃の油で揚げてど
うぞ

揚蒲鉾　にら天 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

無塩せきベーコン
（スライス） 55g 73g 92g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,665円  3人用 2,420円  4人用 2,930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。

鮭のごま酢煮
①鮭は一口大に切り、軽く塩・こ
しょうをふり、小麦粉を薄くま
ぶす。
②フライパンを熱してサラダ油
を１〜２㎝深さまで入れ、①を
並べ入れて両面をこんがり焼
いて取り出す。
③ピーマンは縦半分に切ってヘ
タと種を除き、３〜４㎜幅の
斜め切り、セロリも同じ幅の斜
め切りにする。赤唐辛子は種
を除いて粗みじん切りにする。
④鍋にＡ、赤唐辛子を入れて煮立

て、②を加えてさっと煮る。火からおろして③のピーマ
ン、セロリ、白すりごまを加え、そのまま冷めるまでおく。

加塩紅鮭切身…２切
塩・こしょう…………各少々
小麦粉……………………適量
赤ピーマン…………… 1/2個
ピーマン………………… 1個
セロリ………………… 1/2本
赤唐辛子……………… 1/2本
白すりごま… 大さじ1と1/2
サラダ油…………………適量
　　だし汁………… 1カップ
　　酢…………… 1/3カップ
Ａ　みりん… 大さじ1と1/2
　　しょう油
　　　……… 大さじ1と1/2
　　砂糖…大さじ１と１／２

材料� 【約278kcal／1人分】

基本

豚ロース肉こうじ味噌漬け
①豚ロース肉こうじ味噌
漬けは解凍しておく。
②フライパンにサラダ油
を熱し、①を焼く。

豚ロース肉
こうじ味噌漬け…2枚

サラダ油………………… 適量

材料� 【約248kcal／1人分】

基本

鶏もも肉のチーズ焼き

⑤	④にブロッコリーと無塩せきベー
コンを入れさっと炒める。
⑥	⑤に塩こしょう、しょう油、砂糖
を入れ味を整える。
⑦	耐熱皿に⑥を入れ、ピザ用チーズ
のせ、180℃のオーブンでチーズ
に色がつく程度に焼いて出来上が
り。

①	菜彩鶏もも肉はあらかじ
め解凍しておく。
②	①と無塩せきベーコンは
食べやすい大きさに切る。
③	ブロッコリーは房ごとに
分け、固ゆでする。玉ね
ぎは薄くスライスする。
④	フライパンにバターを引
き、鶏もも肉にある程度
火が通るまで炒め、玉ね
ぎを入れ更に炒める。

はつ

菜彩鶏もも肉…200g
無塩せきベーコン

(スライス)…55g
ブロッコリー………… 1/2株
玉ねぎ………………… 1/2個
塩こしょう………………少々
しょう油…………… 大さじ2
砂糖………………… 小さじ1
ピザ用チーズ…………… 50g
バター…………………… 10g

材料� 【約491kcal／1人分】

ビンチョウ鮪の漬け丼
①	ビンチョウ鮪の切落し
はあらかじめ解凍して
おく。
②	ボールに葉わさび醤油
漬と①を入れ、冷蔵庫
で10分置く。
③	丼にご飯を盛り、大葉
を敷き、②をのせ、お

いき

ビンチョウ鮪切落し
…150g

葉わさび醤油漬…70g
大葉……………………… 6枚
ご飯…………………… 2杯分
白炒りごま………………適量

材料� 【約445kcal／1人分】

好みで白炒りごまを散らしてどうぞ。
※鮪の量により味を調節してください。

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!

241

251

8

水

木

1/13土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

かます開き一夜干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルでじっくり
と焼いてどうぞ

シルバー京風味噌漬 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

いかの塩炒め
（たれ付）新商品 240g 240g 380g 冷凍 解凍後、しめじとお好みの野菜と

一緒に炒めてどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 いかの塩炒めと一緒に炒めてどう
ぞ

2人用 1,325円  3人用 1,639円  4人用 2,196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
ローススライス 150g 180g 230g 冷蔵 レシピ参照

豚肉のひとくち
竜田焼きの素 160g 240g 320g 冷凍

解凍後、フライパンに油をひき、
焦がし過ぎないように両面を焼い
てどうぞ

ふっくらつくね 200g 300g 400g 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど
うぞ

無添加焼ちくわ 1本 2本 3本 冷蔵 レシピ参照

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,554円  3人用 2,287円  4人用 2,963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 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

広島県産冷凍かき 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照
かきのレシピ2種掲載

子持ちからふと
ししゃも 120g 180g 180g 冷凍 中火のグリルで焼いて下さい

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 レシピ参照

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,401円  3人用 1,950円  4人用 2,250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。

かき飯

ミートグラタン

かきのみぞれ鍋

①豚ひき肉は解凍してお
く。
②長ねぎと大葉はみじん
切り、れんこんは薄切
りにして酢水にさらす。
③フライパンにバターを
入れて熱し、長ねぎとれ
んこんを入れて炒め、①
を加えて色が変わるま
で炒める。

①豆腐、白菜、長ねぎは食べや
すい大きさに切る。えのきは
根元を切落す。
②鍋にだし昆布を入れて水を張
り、15分程置いてから沸騰
させ、だし昆布は取り出す。
塩を加えて味をみる。
③①と冷凍かきを入れ、大根お
ろしをたっぷりとのせる。

④③にAを加えて一煮立ちしたら火を止める。
⑤耐熱皿に④を入れ、ピザ用チーズとマヨネーズを
のせ、トースターで焼き色がつくまで焼き、大葉を
散らす。

④具材に火が通ったら、ポン酢をかけていただく。

国産豚ひき肉…200g
長ねぎ………………… 1/3本
れんこん……………… 100g
大葉……………………… 2枚
ピザ用チーズ…………… 40g
バター…………………… 10g
マヨネーズ………… 大さじ1
　　酢……………………適量
Ａ　味噌…………… 小さじ1
　　生クリーム……… 100㏄

広島県産冷凍かき…160g
えのき…200g
食材豆腐（木綿）…1丁

だし昆布………… 10㎝角1枚
塩…………………………少々
白菜…………………… 1/4玉
長ねぎ…………………… 1本
大根おろし………… 1/2本分

材料� 【約625kcal／1人分】

材料� 【約187kcal／1人分】

基本

基本

基本 ちくわと豚肉の長いも巻き
①	ちくわは豚肉が巻ける太
さに切る。長芋も切った
ちくわの長さに切る。
②	ちくわの中に長芋を入れ
る。豚肉に大葉を敷き、
ちくわに巻く。
③	熱したフライパンにごま
油を引き、②を入れて焼
き、Aの調味料を回し入れ
て煮絡めたら出来上がり。

はつ

麓山高原豚
ローススライス…150g

無添加焼ちくわ…1本
長芋…………………… 1/3本
大葉……………………… 4枚
ごま油……………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　はちみつ……… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1

材料� 【約401kcal／1人分】①米は洗って水気を切っ
て15分ほどおく。
②しめじは石づきを切
り、ほぐしておく。
③炊飯器に①、かつおだ
し、めんつゆを入れて
2合分の水加減にする。
②と冷凍かきを加えて
普通に炊く。

広島県産冷凍かき…160g
しめじ…………………… 30g
米………………………… 2合
エーコープかつおだし
　…………… 大さじ1と1/2
めんつゆ…… 大さじ1と1/2
小ねぎ……………………適量

材料� 【約314kcal／1膳分】

③炊き上がったら蒸らし、器によそり、小口切りに
した小ねぎを散らす。

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



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!

261

271

9

金

土

1/16火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

マダラ切身（骨とり） 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

にしんおから番屋漬け 2切 3切 4切 冷凍
おからを水で洗い落とし、水気を
よく拭き取り、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

えびとにらをふんだんに使用した餡を
もちもちの皮に包みました。冷凍のま
まフライパンで焼いてどうぞ

たこわさび 60g 60g 80g 冷凍 解凍してどうぞ

2人用 1,617円  3人用 2,180円  4人用 2,860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
豚バラスライス 150g 180g 230g 冷蔵 レシピ参照

豚肉と野菜の
おろし炒め用 160g 240g 320g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

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で作ったナムルミック
スと甘口のしょう油タレとごま油のセットです。人参
や玉ねぎを加えて炒め、ビビンバにしてどうぞ

ポークシューマイ 9個 12個 18個 冷凍 揚げても蒸しても美味しく頂けま
す

仙台麩（あぶら麩） 1本 2本 2本 常温 レシピ参照

2人用 1,776円  3人用 2,504円  4人用 3,242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 200g 250g 冷蔵 野菜炒めにしてどうぞ

氷温造り
シルバー醤油漬け 2切 3切 4切 冷凍

氷温製法により鮮度を保ち素材の
美味しさ、甘味を引き出しました
レシピ参照

とっておきはんぺん 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

まぐろ油漬フレーク 70g 90g 90g 常温 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 1,275円  3人用 1,905円  4人用 2,200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。

シルバーとかぶのせいろ蒸し
①シルバー醤油漬けは解
凍しておく。
②かぶは茎を1㎝程残して
縦6等分、生姜はせん切
り、レタスは3等分に手
でちぎる。
③せいろにレタスを重ね
て敷き、①とかぶを入れ
る。

④鍋に水適量を入れ沸騰したら③をのせて酒をふり、
蓋をして弱火で12分蒸す。
⑤混ぜ合わせたAをつけて召し上がり下さい。
（せいろがない場合は蒸し器かお皿を使用ください）

氷温造り
シルバー醤油漬け…2切

かぶ……………………… 1個
レタス…………………… 2枚
酒…………………… 大さじ1
Ａ　黒酢…………… 大さじ2
　　生姜………………… 10g

材料� 【約171kcal／1人分】

基本

はんぺんのツナマヨサンド焼き
①はんぺんは斜め２等分
に切り、中心に切れ目を
入れる。
②まぐろ油漬フレークは
袋から出し、油をきって
おく。大葉は粗く刻む。
③②とAを混ぜ合わせ、①

に詰め、グリルで焼き色がつくまで焼く。
④③を半分に切って、皿に大葉を添えて盛る。

とっておきはんぺん…1枚
まぐろ油漬フレーク…70g

大葉……………………… 4枚
　　マヨネーズ…… 大さじ2
Ａ　粉チーズ……… 大さじ1
　　塩・こしょう……各少々

材料� 【約222kcal／1人分】

基本

豚バラと麩の柔らか角煮

なるまで煮る。最後に水溶き片栗粉を入れ、とろみ
をつけて出来上がり。

①	仙台麩を水で戻し、軽く
絞る。
②	仙台麩を食べやすい大き
さに切り、豚肉を巻く。
分量外の塩こしょうをか
け味をなじませる。
③	フライパンにサラダ油を
ひき、②に色がつく程度
に焼く。
④	③に調味料Aとゆで卵を
入れて煮汁が半分以下に

はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

仙台麩(あぶら麩)…1本
ゆで卵…………………… 2個
　　しょう油……… 大さじ3
　　酒……………… 大さじ2
Ａ　砂糖…………… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　だし汁…………… 300㎖
水溶き片栗粉………… 50㎖
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約482kcal／1人分】

タラじゃがグラタン
①	マダラ切身はあらかじ
め解凍しておき、ひと
くち大に切って塩こ
しょうを振る。野菜、
きのこは火が通りやす
い大きさに切る。
②フライパンにバター
20gを熱して玉ねぎを
炒め、しんなりしたら、
小麦粉を加えて2〜3分
弱火で炒める。フライパ

いき

マダラ切身（骨とり）…2切
塩・こしょう…………各少々
じゃがいも……………… 1個
しめじ………………… 1/2個
玉ねぎ………………… 1/2個
＜ホワイトソース>
　　バター……………… 30g
　　小麦粉………… 大さじ2
　　牛乳……………… 200㎖
　　塩・こしょう……各少々
ピザ用チーズ…………… 50g

材料� 【約491kcal／1人分】

ンを火からおろし、牛乳を加え
よく混ぜ、再び中火にかけ2〜3
分煮て塩こしょうで味を調える。
③	フライパンにバター10gを熱
し、①を両面焼き色がつくまで
焼き、じゃがいもとしめじを加
えて2〜3分炒める。②のフライ

パンに加え、2〜3分煮る。
④	耐熱容器に③を分け入れ、ピザ用チーズを散らす。
250℃に予熱しておいたオーブンで10〜12分、
おいしそうな焼き色がつくまで焼けば出来上が
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



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!

291

301

10

月

火

1/18木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

加塩紅鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

まとう鯛
ごまみりん漬干し 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

伊勢はんぺんフライ
（チーズ） 160g 240g 320g 冷凍 冷凍のまま170℃〜 180℃の油

で揚げてどうぞ

ほたてワンタン
塩スープ付き 112g 148g 184g 冷凍

ほたての風味と食感を味わえるワン
タンとあっさりとした旨みたっぷり
の塩スープをセットにしました

2人用 1,672円  3人用 2,345円  4人用 3,047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

菜彩鶏むね肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

豚ばらしゃぶしゃぶ用
（ごまだれ付） 220g 330g 440g 冷凍

解凍後、一枚ずつ熱湯に入れ、完
全に火が通ったら取り出し、添付
のたれでお召し上がりください

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

国産鶏ぼんじり
塩こしょう焼き 200g 300g 300g 冷凍 解凍後、フライパンに油をひかず

に焼いてどうぞ

2人用 1,569円  3人用 2,248円  4人用 2,652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

国産鶏むね肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

ブリ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

かぼちゃコロッケ（福島県産
かぼちゃ使用）新商品 2個 3個 4個 冷凍

福島県産栗五郎かぼちゃ使用の新
商品。冷凍のまま170℃に熱した
油で揚げて下さい

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

焼ちくわ 128g 128g 192g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,602円  3人用 2,141円  4人用 2,823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。

鶏肉とちくわの磯辺焼き

ブリのキムチ煮

①鶏むね肉と焼きちくわ
は解凍し、食べやすい大
きさに切る。
②混ぜ合わせたAに①を入
れて全体に絡める。最
後に片栗粉をまぶす。
③フライパンにサラダ油
を熱し、②を入れて中火
で焼く。鶏肉に火が通

①ブリ切身は解凍し、塩をふって5
分程おき、キッチンペーパーで水
気をふく。
②大根は1㎝幅の半月切りにして下
茹でし、生姜は薄切り、白菜キム
チはざく切りにする。
③鍋にごま油を入れて熱し、①の両
面を焼き取り出す。
④③に②とAを加えて煮詰め、③を
戻し入れて弱火で絡める。
⑤器に盛り、好みでパセリを添える。

りずらい場合は蓋をして蒸し焼きにする。
④塩で味を調えて器に盛り、青のりを散らす。

国産鶏むね肉…200g
焼きちくわ…128g

　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ2
　　青のり………… 大さじ1
片栗粉……………………少々
サラダ油…………… 大さじ1
塩…………………………少々

ブリ切身…2切
大根…………………… 1/4本
生姜……………………… 10g
白菜キムチ……………… 50g
塩…………………………少々
　　しょう油……… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
Ａ　鶏ガラスープの素
　　　……………… 大さじ1
　　水………………… 200㏄
ごま油…………… 大さじ1/2

材料� 【約352kcal／1人分】

材料� 【約286kcal／1人分】

基本

基本

鶏唐揚げの中華マリネ
①鶏肉は一口大に切り、酒・
しょうゆで下味をつける。
②玉ねぎは薄切り、人参は
せん切りにする。
③つけ汁は鍋に入れ、ひと
煮する。
④①の汁気をきって小麦粉
をふり、中温の揚げ油で
揚げ、熱いうちに③につ
ける。冷めたら②の野菜
も漬け込む。

はつ

菜彩鶏むね肉…200g
酒・しょう油…… 各大さじ1
玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/2本
小麦粉……………………適量
揚げ油……………………適量
＜つけ汁＞
　　水…………… 1/2カップ
　　酢…………… 1/4カップ
　　砂糖…… 大さじ1と1/2
　　しょう油……… 大さじ2
　　ごま油……… 大さじ1/2
　　赤唐辛子……………少々

材料� 【約333kcal／1人分】

鮭とキャベツの酒蒸し
①鮭は軽く塩をふり15分
程おいた後、出てきた
水分をペーパータオル
で抑える。鮭を鍋にし
き、ひたひた程度の量
の酒を加える。
②生姜の薄切りと長ねぎ
と十字に切り込みを入

いき

加塩紅鮭切身…2切
キャベツ………………… 4枚
酒…………………… 2カップ
長ねぎ（青い部分）…… 1本分
生姜……………………… 1片
しいたけ………………… 2枚
ポン酢……………………適量

材料� 【約185kcal／1人分】

れたしいたけを上にのせ、火にかける。
③沸騰して鮭の色が変わったら、キャベツを食べや
すい大きさに手でちぎり、上にのせて蓋をして約
5分弱火で加熱する。キャベツがしんなりしてき
たら火を止める。
④皮を除き、半分に切った鮭とキャベツを器に盛り、
ポン酢適量をかけてどうぞ。

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



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!

311

12

11

水

木

1/20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

赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 煮魚や塩焼きにしてどうぞ

国産鶏と根菜の
平つくね 新商品

200g 300g 400g 冷凍
国産鶏肉を使用したごぼう入りの平つくねに、玉ね
ぎ・れんこん・里芋の入った生地で包んだ二重構造の
ハンバーグです。電子レンジで加熱してどうぞ

ほたての炊き込みご飯 120g 175g 240g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,552円  3人用 2,189円  4人用 2,817円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

目光丸干し 120g 180g 240g 冷凍 脂ののり抜群の目光です。唐揚げ
にしてどうぞ

さんま三枚おろし 4枚 6枚 8枚 冷凍 レシピ参照

イカフラワーの
チリソースセット 125g 210g 210g 冷凍 解凍後、玉ねぎと一緒に炒め、タ

レを絡めてどうぞ

白身魚とチーズの
磯辺焼き 176g 264g 352g 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。フライパ
ンで焼いてどうぞ

2人用 1,543円  3人用 2,213円  4人用 2,763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 180g 200g 230g 冷蔵 レシピ参照

奥入瀬黒豚入り
つまみ揚げ（レンコン） 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま、低温の油でゆっくり

と揚げてどうぞ

丸餃子セット
（ほうれん草・にんじん） 100g 150g 200g 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど

うぞ

豚肉のみそ煮 250g 300g 300g 冷凍
豚肉に白味噌ベースににんにくの効い
たタレを合わせました。お好みの野菜
と豆腐と一緒に煮込んでどうそ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 豚肉のみそ煮に入れてどうぞ

2人用 1,595円  3人用 2,119円  4人用 2,442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。

豚肉と野菜のくるくる巻き

ほたて炊き込みご飯

①豚肉は塩・こしょうを
ふっておく。
②大根、人参、セロリは
ピーラーで薄切りにし
て、大根と人参は下茹で
する。
③薄切りにした大根に①
をのせ、人参とセロリを
順にのせてくるくる巻
く。
④鍋に③を入れてAを注

①人参は細切り、油揚げは油抜
きをし細かく刻む。
②米は洗ってザルにあげておく。
③ほたての炊き込みご飯は解凍
しておく。
④炊飯器に②と添付のタレと水
を入れ2合分の目盛りにする。

ぎ、蓋をして中火で煮る。沸騰したら弱火で肉に
火が通るまで煮る。
⑤好みで、柚子こしょうやポン酢をかける。

⑤①とほたてを④の上に並べ入れて、普通に炊く。
⑥炊き上がったら5〜10分蒸らし、大きくかき混ぜる。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

大根…………………… 1/3本
人参……………………… 1本
セロリ…………………… 2本
塩・こしょう…………各少々
柚子こしょう……………適量
ポン酢……………………適量
　　だし汁…………… 300㏄
Ａ　酒………………… 50㏄
　　塩…………… 小さじ1/4

ほたての炊き込みご飯
　…120g

米………………………… 2合
人参…………………… 1/3本
油揚げ…………………… 1枚

材料� 【約206kcal／1人分】

材料� 【約344kcal／1膳分】

基本

基本

豚肉となすの炒め煮

たらAとなすを加え、煮汁がなくなる程度まで煮て、
水溶き片栗粉を加えてとろみをつける。
④器に盛り、小口切りの小ねぎを散らす。

①豚肉は一口大に切り、な
すは縞模様に皮をむき、
縦4等分に切り、3㎝長さ
に切り、しばらく水にさ
らす。小ねぎは小口切り
にする。
②フライパンにサラダ油を
熱し、水気を切ったなす
を炒め、しんなりとして
きたら、取り出す。
③豚肉を炒め、色が変わっ

はつ

麓山高原豚
ももスライス…180g

なす……………………… 2本
小ねぎ…………………… 1本
サラダ油…………… 大さじ3
水溶き片栗粉……………適量
　　だし汁…………… 100㎖
　　酒…………… 大さじ1/2
Ａ　砂糖………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 大さじ1
　　みりん………… 小さじ1

材料� 【約357kcal／1人分】

さんまの梅しそ巻き
①	さんまはあらかじめ解
凍しておく。塩を軽く
振って10分置き、水気
はペーパーで拭き取る。
②	大葉は縦半分に切り、
梅干しは種を取って
ペースト状に刻んでお
く。

いき

さんま三枚おろし…4枚
梅干し…………………… 4粒
大葉……………………… 4枚
片栗粉………… 大さじ2〜3
塩…………………………少々
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約224kcal／1人分】

③	さんまに大葉と梅肉を乗せて丸めてつまようじで
止め、片栗粉をまぶす。
④	フライパンに少し多めにサラダ油を引き、③を焼
いていく。器に盛り付け出来上がり。

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


