
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!

23

33

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

バラちらし用3種 新商品

（イカダイスカット・
 黄肌鮪ダイスカット・
 サーモンダイスカット）

各50g 各75g 各100g 冷凍 ちらし寿司用の3種類です
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

レトルトあさり 新商品 120g 120g 120g 常温 レシピ参照

2人用 1,283円  3人用 1,705円  4人用 2,065円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ちらし寿司セット3種
新商品

2人用 3人用 4人用 冷凍
黄肌鮪、海老、帆立貝柱の3種の
ちらし寿司セットです。錦糸卵を
のせてちらし寿司でどうぞ

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

白身魚フライ 2個 3個 4個 冷凍 オーブントースターで約7〜 10
分焼いてどうぞ

千葉県産冷凍はまぐり 100g 130g 150g 冷凍 砂抜きをした冷凍はまぐりです
レシピ参照

2人用 1,627円  3人用 2,247円  4人用 2,924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

2/20火

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 200g 冷蔵 レシピ参照

奥入瀬鶏トロ（背肉）
塩こうじ焼き（ごま油入り） 200g 300g 400g 冷凍

解凍後、フライパンに油を引か
ず、お好みの野菜と一緒に炒めて
どうぞ

キャベツたっぷり
生餃子 8個 12個 16個 冷凍

キャベツをふんだんに使用した生
餃子です。冷凍のままフライパン
で焼いてどうぞ

チーズがとろーり
ふんわりプチかま 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

五目ちらし寿司の素 2合用 3合用 4合用 常温
3/3は桃の節句です！温かいご飯
に混ぜ、お好みで錦糸卵をのせて
ちらし寿司にしてどうぞ

2人用 1,552円  3人用 2,072円  4人用 2,543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。

バラちらし

はまぐりのお吸い物

豚唐揚げのおろしかけ

①バラちらし用ダイス
カットは解凍しておく。
　厚焼き玉子は1㎝四方に
カットする。
②酢飯用に炊いたご飯が
熱いうちに、混ぜ合わせ
たすし酢をまわしかけ
切るように混ぜる。
③器に②をよそり、根元を
切落した貝割れ菜と①
を彩りよく散らす。

①昆布は両端に切り目を
入れる。
②はまぐりは冷凍のまま
素早く水洗い後、鍋に①
の昆布、水を入れて火に
かける。沸騰後、はま
ぐりを入れアクを除き、

①豚肉は半分に切り、Ａを絡めて
10分ほどおく。
②①の汁気をキッチンペーパー
で拭き取りながら軽く片栗粉
を絡め、揚げ油を170℃に熱し
てからかりっと揚げ、油を切る。
③器にレタスをしき、②を盛り、
汁気を絞った大根おろしを天
盛りにし、ポン酢をかけてどう
ぞ。

弱めの中火で煮る。貝の殻が開いたら取り出して
汁を濾し、酒で味を調える。塩気が足りなければ
塩少量を加える。

イカダイスカット…50g
黄肌鮪ダイスカット…50g
サーモンダイスカット

…50g
ご飯…………………… 2合分
厚焼き玉子………………適量
貝割れ菜………………適量　
＜すし酢＞　
　　酢……… 大さじ2と2/3
　　砂糖…… 大さじ2と1/2
　　塩……………… 小さじ1

材料� 【約706kcal／1人分】

基本

いき

はつ

千葉県産
冷凍はまぐり…100g

昆布………………… 3×5㎝
水…………………… 3カップ
酒…………………… 小さじ1
塩…………………………適量

麓山高原豚
ももスライス…150g

大根おろし…………… 200g
レタス…………………… 3枚
　　酒……………… 小さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
Ａ　みりん………… 小さじ1
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　こしょう……………少々
片栗粉・揚げ油…………適量
ポン酢……………………適量

材料� 【約23kcal／1人分】

材料� 【約291kcal／1人分】

あさりのお吸い物
沸騰したお湯に、レトルトあさり
を汁ごと加え、塩で調味して下さ
い。

基本

【約36kcal／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



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!

53

63

2

月

火

2/22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

しまほっけ切身干し 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

氷温造り
あじの南蛮漬け 130g 200g 200g 冷凍 解凍後、そのままどうぞ

プリプリ海老焼売 4個 6個 8個 冷凍
プリプリの海老をふんだんに使用
した焼売です。電子レンジで温め
てどうぞ

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 1,354円  3人用 1,959円  4人用 2,355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 ポークカレーにしてどうぞ

豚肉とえびの
チャプチェ 200g 250g 400g 冷凍 レシピ参照

ひじきコロッケ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま175℃〜 180℃の油
で揚げてどうぞ

直火焼き
カレールー中辛 100g 170g 170g 常温

直火でじっくり練り上げて材料からの旨み
を最大限に引き出したカレールーです。豚
肉を加えてポークカレーでどうぞ

中華くらげ 50g 70g 100g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に和えてどう
ぞ

2人用 1,514円  3人用 2,045円  4人用 2,632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 レシピ参照

黒かれい切身 2切 3切 4切 冷凍 北海道産の黒かれいです。
煮魚にどうぞ

直火焼国産鶏ハラミ 160g 160g 240g 冷凍
国産若鶏のジューシーでやわらかい食感の「ハ
ラミ肉」に塩ベースの味付けをし、直火焼き
で焼き上げました レシピ参照

とれたて産直めかぶ 2個 3個 4個 冷凍 新物原料のめかぶです。納豆と合
わせてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 産直めかぶと合わせてどうぞ

2人用 1,643円  3人用 2,207円  4人用 2,768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。

豚丼

直火焼国産鶏ハラミ

①玉ねぎは薄切りにする。
②フライパンにサラダ油
を熱し、豚肉を炒めて色
が変わったら玉ねぎを
加えて炒め合わせる。
③②にＡを加えて絡める。
④長ねぎはせん切りにし
て水にさらし、白髪ねぎ
を作る。大根はすりお
ろし、水気を絞る。
⑤丼にご飯を盛り、③をの
せて白髪ねぎと糸唐辛
子、白ごまをのせる。

①直火焼国産鶏ハラミは
解凍しておく。
②フライパンにサラダ油
を熱し、①を炒める。
③器にレタスと②を盛り
合わせる。

麓山高原豚肩切落し
…150g

ご飯…………………… 2杯分
玉ねぎ………………… 1/2個
長ねぎ…………………… 7㎝
大根…………………… 10㎝
糸唐辛子…………………適量
白ごま……………………適量
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　砂糖…… 大さじ1と1/2
　　みりん………… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1

直火焼国産鶏ハラミ
…160g

サラダ油…………… 小さじ1
レタス……………………適量

材料� 【約738kcal／1人分】

材料� 【約227kcal／1人分】

基本

基本

納豆としらすのかき揚げ
①	しらす干しはあらかじ
め解凍しておく。
②	玉ねぎは薄切り、人参
はせん切り、三つ葉は
ざく切りにする。
③	ボールにＡを混ぜ合わ
せ、①と②、納豆をタレ
ごと入れる。
④	揚げ油を温めて、③を
揚げる。
⑤	お好みで大根おろしと
合わせてどうぞ。

いき

しらす干し…50g
食材小粒納豆（2入）…1p

玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/3本
三つ葉…………………… 1束
　　小麦粉…………… 100g
　　片栗粉………… 大さじ3
Ａ　卵黄………………… 1個
　　冷水……………… 150㏄
　　塩……………ひとつまみ
揚げ油……………………適量
大根おろし…………お好みで

材料� 【約644kcal／1人分】

豚肉とえびのチャプチェ

④	③に①を加え、食材に火が通るまで炒める。

①	豚肉とえびのチャプチェ
はあらかじめ解凍してお
く。
②	玉ねぎ、白菜は食べやす
い大きさに切る。
③	フライパンにサラダ油を
熱し、野菜がしんなりと
するまで炒める。

はつ

豚肉とえびの
チャプチェ…200g

玉ねぎ………………… 1/2個
白菜……………………… 3枚
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約228kcal／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!

73

83

3

水

木

2/24土

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

氷温造り
さばのおろし煮 2切 3切 4切 冷凍 冷凍のまま湯せんで約7分

海鮮バーグ 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。
解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

ギバサ（タレ付） 2個 3個 4個 冷凍 解凍後、添付のタレをかけてどう
ぞ

2人用 1,402円  3人用 2,065円  4人用 2,740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

国産鶏むね味噌漬け
（仙台みそ使用） 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、フライパンに油をひき、お

好みの野菜と一緒に炒めてどうぞ

国産若鶏の
和風生つくね 4枚 6枚 8枚 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
ロングウインナー 3本 6本 6本 冷蔵 一度ボイル後、フライパンで焼き

目がつくくらいに焼いてどうぞ

2人用 1,392円  3人用 2,002円  4人用 2,389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

ハンバーグだね
（福島県産豚使用）新商品

220g 330g 440g 冷凍 レシピ参照

赤魚塩麹漬 2切 3切 4切 冷凍
塩麹に漬込み麹の旨味とコクが素
材の味を引き出します。中火で焼
いてどうぞ

フライパンで！黒ごま
玄米ささみ揚げ 新商品

100g 200g 300g 冷凍
鶏ささみに黒ごまと玄米パフを混
ぜた衣を付けました。フライパン
調理でできます

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 レシピ参照

大豆のまんま 80g 80g 80g 常温 レシピ参照

2人用 1,534円  3人用 2,319円  4人用 2,989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。

ハンバーグだねでスタッフドオニオンスープ

しらすと里芋のマヨしょう油和え

①玉ねぎは皮をむいて上
下を切落し、スプーンで
中心をくりぬいて解凍
しておいたハンバーグ
だねを詰める。（電子レ
ンジで加熱すると、く
りぬきやすくなります）
②①でくり抜いた玉ねぎ、
にんにくをみじん切り
にする。

①しらす干しは解凍する。
②里芋は皮をむいて食べやすい大
きさに切り、小ねぎは小口切り、
レモンはいちょう切りにする。
③②の里芋は耐熱皿にのせ、ラッ
プをして電子レンジで3〜4分
加熱する。

③鍋にサラダ油をひき、②をしんなりするまで炒め
る。①、大豆のまんま、トマト缶、水、コンソメを
加えてことことと煮込む。

④ボウルに①、③、Ａを入れて混ぜ合わせ、小ねぎを散らし、
レモンを添える。

ハンバーグだね…220g
大豆のまんま…80g

玉ねぎ…………………… 4個
にんにく………………… 1片
トマト缶…………1缶（400g）
水……………………… 600㏄
コンソメ固形…………… 2個
サラダ油………… 大さじ1/2

しらす干し…50g
里芋……………………… 4個
小ねぎ…………………… 3本
レモン………………… 1/4個
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ3
　　しょう油……… 大さじ1

材料� 【約462kcal／1人分】

材料� 【約215kcal／1人分】

基本

基本

鮭の竜田揚げ
①	氷塩熟成鮭切身はあら
かじめ解凍し、食べや
すい大きさに切り、Ａ
を揉み込む。
②	①に片栗粉をまぶし、
170℃の油でカリッと
するまで揚げる。

いき

氷塩熟成鮭切身…2切
　　しょうが……… 小さじ1
Ａ　にんにく……… 小さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
片栗粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量

材料� 【約237kcal／1人分】

野菜たっぷり中華丼

り、人参は短冊切り、しいたけは
薄切りにする。
②野菜を耐熱容器に入れ、電子レン
ジで1分加熱する。
③ごま油をフライパンで熱し、豚肉
を炒め、色が変わったら②を加え
て炒める。

④鶏がらスープの素を加え、野菜がしんなりとしたら
Aをいれて一煮立ちさせる。
⑤一旦火を止めて、水溶き片栗粉を加えて、とろみを
つけたら出来上がり。温かいご飯にのせてどうぞ。

①豚肉と白菜、ブロッコリー
は食べやすい大きさに切

はつ

麓山高原豚
　肩ローススライス…150g
白菜………………… 5〜6枚
人参…………………… 1/4本
しいたけ………………… 2個
ブロッコリー………… 1/2個
鶏がらスープの素… 小さじ2
　　オイスターソース
Ａ　　……………… 大さじ2
　　水……………… 200ml
水溶き片栗粉……………適量
ご飯…………………… 2杯分
ごま油……………………少々

材料� 【約515kcal／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!

93

103

4

金

土

2/27火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

マトウダイ切身 2切 3切 4切 冷凍
大型のマトウダイを切身にしまし
た。脂がのっていて焼魚や煮魚に
最適です

ぷりぷり冷凍かき 120g 160g 160g 冷凍 レシピ参照

ホタテクリーム
コロッケ 2個 3個 4個 冷凍 175℃〜 180℃の油で揚げてど

うぞ

手かけ揚　ずんだ 新商品 4個 8個 8個 冷蔵
ずんだ餅風の甘さともちもち感が
特徴のさつま揚げです。フライパ
ンで焼いてどうぞ

2人用 1,311円  3人用 1,935円  4人用 2,260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 180g 200g 冷蔵 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 冷凍のまま170℃〜 180℃の油

で揚げてどうぞ

フライパンで！黒ごま
玄米ささみ揚げ 新商品

100g 200g 300g 冷凍
鶏ささみに黒ごまと玄米パフを混
ぜた衣を付けました。冷凍のまま
フライパンで焼いてどうぞ

手かけ揚　ずんだ 新商品 4個 8個 8個 冷蔵
ずんだ餅風の甘さともちもち感が
特徴のさつま揚げです。フライパ
ンで焼いてどうぞ

梅おにぎり昆布 新商品 60g 60g 60g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,349円  3人用 2,044円  4人用 2,496円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ももスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

塩さば半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 千葉の脂ののったサバを定塩加工
しました。焼魚でどうぞ

国産チキンスペアリブ 150g 180g 200g 冷凍 レシピ参照

ひじき白和えの素 1袋 2袋 2袋 常温 豆腐と和えるだけで簡単にひじき
の白和えが出来上がります

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 ひじきの白和えにどうぞ

2人用 1,280円  3人用 1,952円  4人用 2,214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。

ぐるぐるチャーシュー

チキンスペアリブのはちみつ生姜煮

①豚ももスライスは縦に
重なったまま並べ、下味
の酒と生姜汁をふる。
②長ねぎは5㎝長さに切り
芯を除き、縦にせん切り
にし、白髪ねぎにする。
水にさらして水気をき
る。三つ葉は食べやす
く切る。
③①を手前からくるくる
と巻き、小麦粉を全体に

①ブロッコリーは小房に分け、
サラダ油、塩を加えた熱湯で
茹でて器に盛る。
②鍋にチキンスペアリブと生
姜、Ａを入れて熱し、アクを
取りながら中火で15分煮る。
③①に②を盛り、煮汁をかける。

まぶす。フライパンにサラダ油を熱し、巻き終わり
を下にして入れ、弱火で約7〜8分全体に焼き色が
つくまで焼く。
④豚肉から出た脂をペーパータオルなどで拭き取
り、Ａを入れて全体に絡める。
⑤粗熱を取り食べやすく切った④を器に盛り、②を
添える。好みで黒こしょうをふる。

麓山高原豚
ももスライス…150g

酒…………………… 小さじ2
生姜汁……………… 小さじ1
小麦粉……………………適量
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油・酒
Ａ　……………… 各大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
長ねぎ……………………適量
三つ葉……………………適量
黒こしょう…………お好みで

材料� 【約260kcal／1人分】

材料� 【約243kcal／1人分】

基本

基本

かきのバターソテー

①	ぷりぷり冷凍かきはあらかじめ
解凍し、余分な水分を拭き取り、
片栗粉をまぶしておく。
②	Ａの調味料は合わせておく。
③	フライパンにバターを入れ、①
を中火で両面こんがりと焼く。
④	③に②を入れ煮絡める。

いき

ぷりぷり冷凍かき…120g
片栗粉……………… 大さじ1
バター…………………… 20g
　　しょうが（すりおろし）
　　　……………………適量
　　にんにく（すりおろし）
　　　……………………適量
Ａ　オイスターソース　　　…………… 大さじ1/2
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　みりん………… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約197kcal／1人分】

ほうれん草チャンプルー

を加えて炒め、溶きほぐした卵を流し入れる。さっ
と混ぜて火を通し、塩・こしょうで味を調える。

①ほうれん草は塩を加えた
熱湯でさっと茹で、冷水
に取り、水気を絞ってお
く。3〜4㎝長さに切り、
さらに水気を絞る。
②豚肉はＡを加えてよく混
ぜる。
③フライパンを熱し、②を
炒める。火が通ったら①

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

ほうれん草……………… 1束
卵………………………… 1個
塩・こしょう…………各少々
　　塩…………… 小さじ1/4
Ａ　酒…………… 大さじ1/2　　ごま油………… 小さじ1
　　こしょう……………少々

材料� 【約269kcal／1人分】

チキンスペアリブ…150g
ブロッコリー………… 1/2株
生姜薄切り…………… 1片分
サラダ油・塩	…………各少々
　　はちみつ・酢…各大さじ1
Ａ　しょう油・酒　　　…… 各大さじ1と1/2
　　水……… 1と1/2カップ

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!

123

133

5

月

火

3/1木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ますの昆布仕込み 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

やわらかさんま
みりん干し 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

揚げずにそのまま
丸ごと海老フリッター 100g 100g 150g 冷凍 レシピ参照

すり身寄せ（カニ入り） 4個 6個 8個 冷凍
解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ。お好みの野菜と一緒に煮物に
しても美味しく頂けます

2人用 1,416円  3人用 1,869円  4人用 2,498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 レシピ参照

豚ジンギスカン 200g 300g 400g 冷凍
豚ウデ肉で作るジンギスカン風の
炒め物の素です。解凍後、お好み
の野菜と一緒に炒めてどうぞ

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

肉じゃがの素 140g 175g 210g 冷凍
じゃがいも・人参・玉ねぎ・水を
加えて煮込むだけの簡単調理がで
きます

2人用 1,415円  3人用 1,999円  4人用 2,557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

梨果汁でやわらか
福島県産豚みそ焼き 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

しまほっけ切身干し 2切 3切 4切 冷凍 焼き魚でどうぞ

やりいか 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

中華そぼろあん 200g 300g 400g 冷凍
好みの野菜（白菜、豆腐など）と
炒め合せても美味しいです
レシピ参照

梅おにぎり昆布 新商品 60g 60g 60g 冷蔵
北海道産昆布を細かく刻みじっくり
と炊き上げたところに紀州産の梅を
使用し風味豊かに仕上げました

2人用 1,586円  3人用 2,155円  4人用 2,744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。

梨果汁でやわらか国産豚みそ焼き

やりいかの中華そぼろあん

海老フリッターのごちそうサラダ

かぶと鶏肉の煮物

①梨果汁でやわらか福島
県産豚みそ焼きは解凍
する。
　玉ねぎは薄切りにする。
②フライパンにサラダ油
を熱し、①を炒め合せ
る。

①大根は食べやすく切り
やわらかくなるまで下
茹でし水気を切る。
②①にやりいかと中華そ
ぼろあんを加え、やり
いかに火が通るまで煮
る。

①	海老フリッターは解凍
後そのまま食べられま
すが、冷凍のまま170℃
〜180℃の油で一度揚
げる。
②	卵は茹で卵にし、縦4等
分にする。キャベツと人
参はせん切りにする。

①かぶは茎を2㎝程残して
切り、2〜4つ割りにし
て皮をむく。
②鶏肉は一口大に切る。
④Ａを煮立てて②を入れ、
アクを取り除いて①を
加え、落とし蓋をして煮
含める。

③	器に野菜を盛り付け、①と②の卵をのせ、周りにミ
ニトマトを飾る。お好みのドレッシングをかけて
どうぞ。

梨果汁でやわらか
　福島県産豚みそ焼き

…150g
玉ねぎ………………… 1/2個
サラダ油…………… 小さじ1

やりいか…100g
中華そぼろあん…200g

大根………………… 10㎝分

材料� 【約198kcal／1人分】

材料� 【約215kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

揚げずにそのまま丸ごと
　海老フリッター…100g
レタス…………………… 6枚
人参…………………… 1/3本
キャベツ……………… 100g
ミニトマト……………… 4個
卵………………………… 1個
お好みのドレッシング…適量

菜彩鶏もも肉…200g
かぶ……………………… 3個
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ2
　　だし汁………… 1カップ

材料� 【約176kcal／1人分】

材料� 【約272kcal／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!

143

153

6

水

木

3/3土

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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産豚肉の
ごま醤油焼き 150g 300g 400g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

肉詰いなり 2個 3個 4個 冷凍 解凍後、フライパンで焼き、お好
みで薬味をのせてどうぞ

無塩せきベーコン 55g 73g 92g 冷蔵 発色剤やリン酸塩を使用しない無
塩せきのベーコンです

2人用 1,340円  3人用 1,976円  4人用 2,512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

キハダ鮪切落し 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、わさびしょう油でどうぞ

ナメタガレイ
仙台味噌漬 新商品

2切 3切 4切 冷凍
解凍後、味噌を軽く拭き取り、弱
火のグリルで焦げないように焼い
てどうぞ

国産むらさきいか短冊 100g 150g 150g 冷凍 レシピ参照

菜の花わさび 新商品 70g 70g 70g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,678円  3人用 2,146円  4人用 2,493円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

春キャベツの
メンチカツ 2枚 3枚 4枚 冷凍

春キャベツをカットし挽いた豚肉と合わせ
て味付けしたメンチカツです。凍ったまま
180℃の油で約6分半揚げて下さい

塩ます輪切 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

中華風春巻 4個 6個 8個 冷凍
米粉入りのパリッとした皮が特徴
の中華風春巻です。凍ったままきつ
ね色になるまで揚げて下さい

中華くらげ 50g 70g 100g 冷蔵 レシピ参照

笹かまぼこ 4枚 6枚 8枚 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,556円  3人用 2,235円  4人用 2,933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。

塩ますの和風タルタルソース添え

ささかまのサラダ

①鍋に水を沸騰させ、解凍
した塩ます輪切を10分
程茹でて水気をきって
おく。
②玉ねぎはみじん切りに
して水にさらし、水気を
きっておく。
③ゆで卵はフォークなど
で潰し、②とＡを混ぜ合
わせる。

①笹かまぼこは斜め薄切
りにする。レタスは食べ
やすい大きさにちぎり、
パプリカは細切りにす
る。
②中華くらげと①を和え、
好みのドレッシングを
かける。

④①を器に盛り、③を添える。

塩ます輪切…2切
ゆで卵…………………… 1個
玉ねぎ………………… 1/4個
　　マヨネーズ
　　　……… 大さじ1と1/2
　　砂糖　………………少々
Ａ　しょう油……………少々
　　めんつゆ……………少々
　　青のり……… 大さじ1/2
　　塩・こしょう……各少々

中華くらげ…50g
笹かまぼこ…4枚

レタス……………………適量
パプリカ……………… 1/2個

材料� 【約234kcal／1人分】

材料� 【約91kcal／1人分】

基本

基本

いかとしめじのピリ辛炒め
①	国産むらさきいか短冊
はあらかじめ解凍して
おく。
②	しめじは軸を取り、ほ
ぐしておく。
③	Ａの調味料は合わせて
おく。
④	フライパンにサラダ油
を熱し、①と②に火が
通るまで炒める。

いき

国産むらさきいか短冊
…100g

しめじ…100g
　　豆板醤……… 小さじ1/2
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　みりん………… 小さじ1
　　塩・こしょう……各少々
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約129kcal／1人分】

⑤	④に調味料Ａを入れ、絡める。

きんぴら巻き

④	別のフライパンにサラダ油を熱し、③の巻き終わり
を下にして入れ、焼き色をつけて火を通す。

①	人参とごぼうは同じ長さ
になるようにせん切りに
する。ごぼうは水にさら
す。
②	フライパンにごま油を入
れ、①を炒め、Ａの調味料
を入れて調味する。
③	豚肉を広げ、等分した②
を芯にして巻く。

はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

人参…………………… 1/3本
ごぼう………………… 1/3本
ごま油……………… 小さじ1
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ2
サラダ油…………… 小さじ2

材料� 【約349kcal／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!

163

173

7

金

土

3/6火

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

真あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

きざみ昆布 15g 15g 20g 常温 肉厚油揚げと煮物にしてどうぞ

国産大豆　肉厚油揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 きざみ昆布と煮物にしてどうぞ

2人用 1,140円  3人用 1,574円  4人用 1,836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
ローススライス 130g 150g 180g 冷蔵 生姜焼きにしてどうぞ

若鶏のこがし醤油焼 200g 250g 400g 冷凍
国産鶏肉の肩小肉を使用し、たまり
醤油のタレをあわせました。解凍
後、フライパンで焼いてどうぞ

しっとり肉そぼろ 100g 200g 300g 冷凍 レシピ参照

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,443円  3人用 1,899円  4人用 2,551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

スケソウダラ切身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

さば昆布漬け 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

ひじきコロッケ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま、175 〜 180℃の油
で揚げてどうぞ

海鮮ワンタンスープ
（スープ付） 100g 165g 165g 冷凍 お好みの野菜と絹豆腐と一緒に

スープにしてどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 海鮮ワンタンスープと合わせてど
うぞ

2人用 1,255円  3人用 1,903円  4人用 2,316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。

照焼き風チキンのねぎソースがけ

あじの黄身焼き

①鶏肉は肉厚の部分に包
丁を入れて薄くし、厚み
が均一になるようにす
る。レタスは食べやすい
大きさにちぎり、水に入
れてシャキッとさせる。
長ねぎは粗みじん切り
にする。

①真あじ開きは解凍する。
②大根はすりおろして水気を絞
り、生姜はみじん切り、青じそ
は2枚千切りして混ぜ合わせる。
③①に卵黄を塗り、グリルで焼き
目をつけて火が通るまで中火で
7〜8分焼く。

②フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉を皮目から入
れてカリッと焼き、裏返して中まで火を通す。
③器にレタスを敷き、鶏肉をそぎ切りにしてのせる。
④鶏肉を取り出した②のフライパンに、長ねぎを入
れて炒め、Ａを加えて煮立て、アツアツを③にかけ
る。

④器に③を盛り、残りの青じそと②を添え、好みでしょう油
をかける。

国産鶏もも肉…200ｇ
レタス…………………… 2枚
長ねぎ…………………… 4㎝
サラダ油………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
　　ごま油……… 小さじ1/2

真あじ開き…2枚
卵黄…………………… 1個分
大根…………………… 100g
生姜……………………… 1片
青じそ…………………… 4枚
しょう油…………………適量

材料� 【約296kcal／1人分】

材料� 【約176kcal／1人分】

基本

基本

たらのソテーにらあんかけ
①たらは食べやすい大き
さに切り、塩・こしょう
で下味をつけ小麦粉を
まぶす。にらは3〜4㎝
長さに切り、えのき茸
は根元を切り落とし長
さを半分に切る。生姜
はみじん切りにする。
②ごま油で①のたらをソ
テーして器に取り出す。
③鍋にサラダ油を熱し、①

の生姜を軽く炒めてＡとにらとえのき茸も加えて
炒める。煮立ったら水溶き片栗粉でとろみをつけ
②にかける。

いき

スケソウダラ切身…2枚
えのき茸……………… 1/2袋
にら…………………… 1/2束
塩・こしょう…………各少々
小麦粉……………………適量
生姜…………………… 1/2片
ごま油…………… 大さじ1/2
サラダ油………… 小さじ1/2
だし汁…………… 1/2カップ
Ａ　塩・こしょう・砂糖　　　…………………各少々
水溶き片栗粉……………適量

材料� 【約121kcal／1人分】

食事バランスガイド

肉そぼろオムレツ

④	③が半熟になってきたら半分に折りたたむ。
⑤	④を器に盛り付け、お好みのソースをかけてどうぞ。

①	肉そぼろは一度湯せんを
する。
②	ボールに卵を割りほぐ
し、牛乳と塩・こしょう
を入れる。
③	フライパンにサラダ油を
熱し、②を入れ、①をのせ
る。

はつ

しっとり肉そぼろ…100g
鶏卵…4個

牛乳………………… 小さじ2
塩・こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
お好みのソース…………適量

材料� 【約334kcal／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



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!

193

203

8

月

火

3/8木

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

キハダ鮪切落し 150g 200g 250g 冷凍 わさびしょう油をつけてどうぞ

三陸産生たこスライス 60g 90g 90g 冷凍
三陸で水揚げされる水たこを軽く
煮あげてお刺身用にしました。わ
さびしょう油をつけてどうぞ

無塩せきウインナー 76g 116g 152g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,606円  3人用 2,206円  4人用 2,642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 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

目鯛切身塩麹漬け 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、調味液を拭き取り、中火
のグリルで焼いてどうぞ

イカフラワーの
旨味昆布炒め 110g 170g 170g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

チーズがとろーり
ふんわりプチかま 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 1,444円  3人用 2,076円  4人用 2,541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
ももスライス 150g 180g 200g 冷蔵 レシピ参照

国産鶏手羽中照り焼き
（粒こしょう） 200g 300g 400g 冷凍

解凍後、フライパンに油を引き、
お好みの野菜と一緒に炒めてどう
ぞ

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

ポークシューマイ 6個 9個 12個 冷凍 油で揚げても蒸しても美味しく頂
けます

2人用 1,396円  3人用 1,932円  4人用 2,435円  

はつらつ お肉コース



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。

豚肉とセロリのはちみつ炒め

ウインナーと白菜のミルク煮

①豚肉は食べやすい大き
さに切る。セロリは筋
を取り、斜め薄切りにす
る。にんにくは潰し、Ａ
は混ぜ合わせる。
②フライパンにごま油と
にんにくを入れて中火
で熱し、香りがたってき
たら豚肉を入れる。
③豚肉の色が変わってき

①白菜は2〜3㎝幅に手でちぎ
り、軸と葉に分ける。エリン
ギは縦4つに裂く。ウインナー
は斜めに切り目を入れる。
②フライパンに白菜の軸、エリ
ンギ、ウインナー、水を入れ
て蓋をして強火にかける。煮
立ったら中火にし、5分ほど

たら、セロリを加えて塩・こしょうを入れて軽く
炒める。Ａを入れて炒め合わせる。

煮て、白菜の葉を加えて混ぜる。
③再び煮立ったらみそを溶き入れ、牛乳を加えてひと煮立
ちさせ、器に盛って、こしょうをふる。

麓山高原豚
バラスライス…150g

セロリ…………………… 1本
にんにく………………… 1片
ごま油……………… 小さじ1
塩・こしょう…………各少々
　　はちみつ…… 大さじ1/2
Ａ　オイスターソース　　　…………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 小さじ1

無塩せきウインナー
…76ｇ

エリンギ………………… 1p
白菜…………………… 500g
水…………………… 1カップ
みそ………………… 大さじ2
牛乳………………… 1カップ
こしょう…………………少々

材料� 【約384kcal／1人分】

材料� 【約274kcal／1人分】

基本

基本

ますのみぞれ煮

①	塩ます輪切はあらかじ
め解凍し、食べやすい
大きさに切り、Ａを揉
み込んでおく。

いき

塩ます輪切…2切
大根…………………… 400g
小ねぎ………………… 10本
Ａ　しょう油・酒　　　………… 各大さじ1/2
　　だし汁……… 1.5カップ
Ｂ　しょう油…… 大さじ1.5
　　みりん………… 大さじ1
片栗粉……………………適量
サラダ油…………………適量

材料� 【約213kcal／1人分】

②	①の余分な調味液をキッチン
ペーパーで拭き取り、片栗粉を
まぶす。
③	フライパンに多めの油を引き、
①の両面をこんがりと焼く。
④	大根はすりおろして水気をき

る。小ねぎは小口切りにする。
⑤	鍋にＢを入れ強火にかけ、大根おろしを加え、ひ
と煮立ちさせる。
⑥	⑤に③を加えてさっと火を通し、器に盛って小ね
ぎを散らす。

豚肉と切り干し大根のごまサラダ

り、小ねぎを和え、器に盛り付ける。

①	豚肉は一口大に切り、塩・
こしょうをして熱湯で茹
で、水気をきる。
②	切り干し大根はぬるま湯
で戻し、一度さっと熱湯
にくぐらせ、冷ます。
③	にんにくはみじん切り、
小ねぎは小口切りにする。
④	ボールに調味料Ａを混ぜ
合わせ、豚肉、切り干し大
根、にんにくのみじん切

はつ

麓山高原豚
ももスライス…150g

切り干し大根…………… 50g
にんにく………………… 1片
小ねぎ…………………… 5本
塩・こしょう…………各少々
　　しょう油……… 大さじ1
　　酢…………… 大さじ1/2
Ａ　塩、こしょう……各少々
　　炒り白ごま…… 大さじ1
　　ごま油………… 大さじ1

材料� 【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



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!

233

243

9

金

土

3/10土

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

ナメタガレイ
仙台味噌漬 新商品

2切 3切 4切 冷凍
船上凍結したヒレナガナメタガレイを筒切りにし、
仙台味噌をベースにした調味液に一晩漬込みまし
た。軽く味噌をふき取り、焦げないように焼いて

海鮮バーグ 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

かにワンタン・
塩スープ付 112g 148g 184g 冷凍

カニを主原料にオリジナルの皮で
包みました。スープは旨味たっぷ
りの塩スープです

2人用 1,439円  3人用 2,036円  4人用 2,597円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

こだわりの白身魚切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

天然ぶり田舎味噌漬 2切 3切 4切 冷凍
解凍後、味噌を軽く拭き取り、焦
げないように弱火のグリルで焼い
てどうぞ

沖縄県産もずく入り
ふんわり天ぷら 6個 9個 12個 冷凍 冷凍のまま電子レンジで温めてど

うぞ

まいわし野菜漬
（ひとくちカット） 100g 150g 150g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と合わせて

サラダ風にしてどうぞ

2人用 1,488円  3人用 2,129円  4人用 2,615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 230g 冷蔵 レシピ参照

直火焼国産鶏ハラミ
（味付） 160g 240g 320g 冷凍 解凍後、長ねぎと一緒に炒めてど

うぞ

ふっくら蒸し豆腐
和風あんかけ 190g 300g 380g 冷凍

冷凍のまま電子レンジで温めてど
うぞ。添付の和風あんを温めてか
らかけてどうぞ

ごぼうサラダごま入り
マヨネーズ 1袋 2袋 2袋 冷蔵 ごぼうの食感を存分に楽しめるサ

ラダです

2人用 1,351円  3人用 1,979円  4人用 2,384円  

はつらつ お肉コース



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。

豚肉と春野菜のコールスロー

海鮮バーグ

①豚肉は食べやすい大き
さに切って茹で、ザルに
あげて流水でながす。セ
ロリは筋を取っておく。
②キャベツとセロリは細
切りにし、塩をまぶして
もみ、5分おいてからザ
ルにあげて流水でサッ
と洗い流す。
③玉ねぎは薄切りにし、水
にさらして5分おく。

新鮮なタラの無リンすり
身にほたて、いか、おき
あみを加えた海鮮ステー
キです。
①海鮮バーグは解凍する。

④ボウルにAを混ぜ合わせ、水分をよく絞った①②③
を和え、塩と黒こしょうで味を調える。

②フライパンにサラダ油をひき、①を軽く焦げ目が
つく程度に焼く。
③器に生野菜と盛り合わせる。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

キャベツ……………… 200ｇ
玉ねぎ………………… 1/2個
セロリ………………… 60ｇ
塩…………………… 小さじ1
黒こしょう………………少々
　　プレーンヨーグルト
Ａ　　……………… 大さじ2
　　マヨネーズ…… 大さじ1

海鮮バーグ…2個
サラダ油………… 大さじ1/2
生野菜……………………適量

材料� 【約434kcal／1人分】

材料� 【約108kcal／1人分】

基本

基本

白身魚の玉ねぎソース
①	Ａの材料をよく混ぜ合
わせ、玉ねぎソースを
作る。白身魚は玉ねぎ
ソース大さじ2に15分
間ほど漬ける。
②	フライパンにサラダ油
を薄くひいて中火にか
け、①の白身魚のソー
スを取り除いてから入

いき

こだわりの白身魚切身
…2切

　　玉ねぎのすりおろし
　　　……………… 大さじ4
Ａ　米酢・しょう油
　　　…………… 各大さじ2
　　砂糖…………… 小さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
お好みの葉野菜…………適量

材料� 【約163kcal／1人分】

れる。焼き色がついたら裏返し、裏面も同様にこ
んがり焼いて取り出す。
③器に盛り、残りのソースをかける。お好みの葉野
菜を添えてどうぞ。

蒸し豚キャベツ

③器に盛り、粗挽き黒こしょうと小ねぎを散らし、ポ
ン酢しょう油におろしにんにくを溶かして、上から
かける。

①キャベツは芯をそぎ取
り、大きめの一口大にち
ぎる。小ねぎは小口切り、
にんにくはすりおろす。
②鍋にキャベツと豚肉を交
互に重ね、酒をふりかけ
て中火〜弱火にかける。
10分程蓋をして蒸す。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ………………… 5枚
小ねぎ……………………適量
酒…………………… 大さじ3
にんにく………………… 1片
ポン酢しょう油…………適量
粗挽き黒こしょう………適量

材料� 【約219kcal／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!

263

273

10

月

火

3/13火

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 150g 200g 250g 冷蔵 生姜焼きにしてどうぞ

氷塩熟成鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

カニクリーム
コロッケ 新商品

2個 3個 4個 冷凍
濃厚な北海道牛乳で作ったこだわりのホワイト
ソースにカニを加えたクリームコロッケです。175
〜 180℃の油で約6分揚げて下さい

子持ちししゃも 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,531円  3人用 2,170円  4人用 2,815円  

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 解凍後、中火のグリルで焼くか煮
魚にしてどうぞ

さわら西京漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、調味液を拭き取り、中火
のグリルで焼いてどうぞ

子持ちししゃも 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

昔ながらの
濃厚熟成塩辛 50g 50g 80g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,409円  3人用 1,900円  4人用 2,564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

豚肉の厚切り
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

湯せんで簡単！
豚軟骨柔らか煮 150g 250g 300g 冷凍

国産豚バラの軟骨を長時間煮込
み、とろけるような食感に仕上げ
ました。湯せんしてどうぞ

卵とうふカップ入 2個 3個 4個 冷蔵 新鮮な卵をふんだんに使い、リン
酸塩を使用しない商品です

2人用 1,394円  3人用 1,896円  4人用 2,374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。

鮭の蒸し焼き

ししゃものごま焼き

①氷塩熟成鮭切身は解凍
する。

②キャベツはザク切り、し
いたけは石づきをとって
薄切り、しめじは根元を
切落してほぐす。
③フライパンに②を敷い
て、①を乗せ酒をふり、
蓋をして8分蒸し焼きに
する。

①子持ちししゃもは解凍し、水気を紙タ
オルなどでふきとる。
②大根と人参は千切りにし、水にさらし
水気をふきとる。
③よく混ぜたＢに①をくぐらせ、両面に
Ａをつける。
④グリルにアルミホイルを敷き、③をのせて中火で3分、裏
返して弱火で3分、アルミホイルをのせて強火で1分焼く。
⑤④を皿に盛り、青じそと②を添える。

④梅干しは種をとってたたき、Ａと合わせる。
⑤③に④をかけて、さらに2〜3分蒸し、好みですだ
ちを添える。

氷塩熟成鮭切身…2切
キャベツ………………… 2枚
しいたけ………………… 2枚
しめじ………………… 100g
酒……………………… 50㏄
すだち………………お好みで
梅干し…………………… 2個
　　しょう油・みりん
Ａ　　…………… 各大さじ1
　　だし汁………… 大さじ1

子持ちししゃも…100g
青じそ…………………… 2枚
大根……………………… 50g
人参……………………… 30g
Ａ　白ごま………… 大さじ2
　　黒ごま………… 大さじ2
　　卵…………………… 1個
Ｂ　小麦粉……………… 30g
　　牛乳……………… 30㏄

材料� 【約223kcal／1人分】

材料� 【約229kcal／1人分】

基本

基本

揚げししゃもの南蛮漬け
①ボウルにAを混ぜ合わ
せる。Bも加えて混ぜ、
半量は器に敷く。
②ししゃもはポリ袋に入
れ、小麦粉を加えて全
体に塗す。余分な粉を
落とし、180℃の揚げ
油で4〜5分間、カラリ
と揚げる。
③②を①の器に盛り、残

いき

子持ちししゃも…100g
　　酢……………… 大さじ3
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん・砂糖	 各大さじ1
　　赤唐辛子(小口切り)…少々
　　玉ねぎ(うす切り)…1/2個
Ｂ　ピーマン(うす切り)…1個
　　人参(せん切り)	…… 30g
小麦粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量

材料� 【約248kcal／1人分】

りの漬け汁と野菜を上からかけて粗熱を取る。

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
ダ油大さじ1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
ご飯…………………… 2杯分
レタス……………… 2〜3枚
人参…………………… 1/2本
　　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】

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!

283

293

11

水

木

3/15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

さば一夜干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

フライパンで
簡単まぐろ漬けカツ 150g 200g 200g 冷凍 フライパンに多めの油を引き、冷

凍のまま揚げ焼きにしてどうぞ

白身魚とチーズの
磯辺焼き 4個 8個 12個 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど

うぞ

ひじき白あえの素 1袋 2袋 2袋 常温 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 1,302円  3人用 2,068円  4人用 2,376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 130g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

春キャベツの
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

豚レバースタミナ炒め 225g 410g 550g 冷凍 冷凍のまま、お好みの野菜と一緒
に炒めてどうぞ

ねっぱりこんぶ 15g 20g 20g 常温 納豆に混ぜても良し、季節の野菜
と和えても美味しく頂けます

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,336円  3人用 1,873円  4人用 2,295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 200g 250g 冷蔵 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 焦げすぎないように焼いてどうぞ

まん丸餃子 新商品 4個 6個 8個 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,330円  3人用 1,922円  4人用 2,401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。

豚肉としめじのさっと煮
①湯にＡを加え、豚肉を
さっとゆがく。
②鍋にＢを熱し、①、しめ
じを加えてさっと煮、器
に盛って小ねぎを散ら
す。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

しめじ…50g
Ａ　酒・塩……………各少々
　　だし汁………… 2カップ
Ｂ　酒……………… 大さじ3
　　しょう油……… 大さじ1
小ねぎ（小口切り）………適宜

材料� 【約203kcal／1人分】

基本

ひじき白和え
①豆腐をふきんに包み、
外側から手で10回ぐら
いもむように水分を切
る。
②①をすり鉢（ボウル）等

いき

ひじき白あえの素…1袋
食材豆腐（木綿）…1/2丁

すりごま…………… 大さじ2

材料� 【約119kcal／1人分】

でよくすりつぶし「ひじき白和えの素」、すりごま
を入れてかき混ぜる。
③5分ほどして味がなじんだらできあがり。
※お好みの野菜を加えても。

大根と豚肉の炒めもの

を加えてＡを加え、塩・こしょうで味を調える。

①豚肉は3〜4㎝長さに切
り、大根は大きめの短冊
切り、にんにくは薄切り
にする。ブロッコリーは
小房に切り分け、堅めに
茹でる。
②フライパンにごま油を熱
してにんにく、大根、豚肉
の順に炒め、大根がしん
なりしたらブロッコリー

はつ

麓山高原豚
バラスライス…130g

大根…………………… 200g
ブロッコリー………… 1/2株
にんにく……………… 1かけ
ごま油……………… 小さじ1
　　しょう油……… 小さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　中華スープの素……少々
塩・こしょう…………各少々

材料� 【約372kcal／1人分】

納豆の和風ジャーマンポテト
①納豆は添付のたれとからしを混
ぜ合わせる。
②じゃがいもは一口大に切り、電
子レンジで約4分加熱し、玉ねぎ
と青じそは粗みじん切りにする。
③フライパンにマヨネーズを入れ
て熱し、じゃがいもと玉ねぎを
炒め、①を加えて混ぜ合わせる。

④③にピザ用チーズを散らし、蓋をして火を止める。
⑤④のチーズが溶けたら器に盛り、青じそと刻みのりをか
ける。

国産大豆納豆（小粒）…1p
じゃがいも……………… 2個
玉ねぎ………………… 1/8個
青じそ…………………… 4枚
ピザ用チーズ………… 30ｇ
刻みのり…………………適量
からし…………… 小さじ1/2
マヨネーズ………… 大さじ2

材料� 【約334kcal／1人分】

基本

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!

303

313

12

金

土

3/17土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

豚肉のオイスター
ソース煮 新商品

170g 195g 255g 冷凍 レシピ参照

赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

やわら揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵
そのまま食べれる揚げかまぼこで
すが、さっとあぶり、しょう油をつ
けても美味しく召し上がれます

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,072円  3人用 1,519円  4人用 1,796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

ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

いわしピリ辛漬け 2尾 3尾 4尾 冷凍 解凍後、弱火のグリルでじっくり
と焼いてどうぞ

さんまとチーズの
挟み焼き 4個 6個 8個 冷凍 フライパンに多めの油を引き、冷

凍のまま焼いてどうぞ

マカロニサラダ 120g 120g 120g 冷蔵 お好みの野菜と和えてサラダにし
てどうぞ

梅おにぎり昆布 新商品 60g 60g 60g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,314円  3人用 1,703円  4人用 2,118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
肩ローススライス 150g 180g 200g 冷蔵 レシピ参照

国産鶏ぼんじり
塩こしょう焼き 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、油を引かずにフライパン

で焼いてどうぞ

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蒸し焼き
にしてどうぞ

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 1,518円  3人用 2,283円  4人用 2,632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。

豚肉のオイスターソース煮

赤魚の香り煮

①豚肉のオイスターソー
ス煮は解凍しておく。
豆腐、人参、ピーマンは
食べやすい大きさに切
る。
②フライパンにサラダ油
を熱し、豚肉を炒める。

①赤魚切身は解凍する。
②にんにくと生姜と長ね
ぎは、粗みじん切りにす
る。
③フライパンにサラダ油
を熱し、②を入れてサッ
と炒める。
④③にＡを加えて沸騰し
たら①を入れ、蓋をして
中火で5〜6分煮る。

③豚肉に火が通ったら、豆腐、人参、ピーマンを入れ
て炒め、添付のタレを絡める。

⑤器に④を盛り、ザク切りにした三つ葉をのせる。

豚肉のオイスター
ソース煮…170g

国産大豆豆腐（絹）…1丁
人参…………………… 1/3本
ピーマン………………… 1個
サラダ油…………… 小さじ1

赤魚切身…2切
にんにく……………… 1/2片
生姜……………………… 1片
長ねぎ………………… 10㎝
三つ葉…………………… 2本
サラダ油　……… 大さじ1/2
　　だし汁…………… 100㏄
Ａ　酒………………… 50㏄
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん……… 大さじ1/2

材料� 【約393kcal／1人分】

材料� 【約178kcal／1人分】

基本

基本

豚肉と長芋のごま風味炒め

③分量の塩、こしょうを入れて混ぜ合わせ、最後にめ
んつゆを入れてすぐ火を止めて器に盛る。
④最後にすりごまをふりかけてできあがり。
※あれば小ねぎの小口切りをのせても。

①豚肉を食べやすい大きさ
に切る。長芋は短冊切り
にする。
②フライパンにごま油を入
れて豚肉を炒め、2/3程
度火が通ったら長芋を入
れ、シャキシャキ感を残
すためにさっと炒め合わ
せる。

はつ

麓山高原豚
　肩ローススライス…150g
長芋…………………… 300g
すりごま…………… 大さじ1
ごま油……………… 小さじ1
めんつゆ…………… 小さじ2
こしょう…………………適量
塩………………… 小さじ1/2

材料� 【約326kcal／1人分】

ぶりの混ぜご飯

ルに移し、ご飯、生姜を入れて混ぜる。

①ぶりは皮を取り除き、
2㎝角に切る。
②フライパンにサラダ油
を熱し、①を入れて炒
めAを入れて煮絡める。
③煮汁が少し残っている
うちに火を止めてボウ

いき

ぶり切身…2切
サラダ油…………… 大さじ1
ご飯…………………… 2杯分
生姜のせん切り……… 1片分
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん・酒… 各大さじ1

材料� 【約641kcal／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


