
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!

24

34

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

塩鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

氷温造りサバの味噌煮 2切 3切 4切 冷凍 冷凍のまま湯せんで約7分

キビナゴカレー風味
フライ 150g 225g 300g 冷凍 冷凍のまま、170℃〜 180℃の

油で揚げてどうぞ

北海道帆立グラタン 2個 3個 4個 冷凍 オーブントースターで12分〜 15
分焼いてどうぞ

2人用 1,572円  3人用 2,325円  4人用 3,029円  

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

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、
甘口しょう油ダレ、ごま油のセットです。お好み
の野菜を加えてビビンバ丼にしてどうぞ

鶏と豆腐のつまみ揚げ 150g 200g 200g 冷凍 冷凍のまま電子レンジで温めてど
うぞ

鶏つみれの旨塩スープ
（春雨付） 190g 190g 380g 冷凍

あっさりとした塩スープの素を鶏つみれ、
春雨とセットにしました。お好みで卵や香
味野菜等と一緒にスープにしてどうぞ

2人用 1,638円  3人用 2,113円  4人用 2,888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

月

火

3/20火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

直火焼きハンバーグ 2個 3個 4個 冷凍
鶏肉・牛肉のハンバーグです。
凍ったままの本品を袋のまま熱湯
で約12分温めて下さい

金目鯛開き干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 宮城県産の金目鯛を手開きにし、
一夜干しにしました

国産鶏ささみ 4本 6本 8本 冷凍 レシピ参照

無着色たらこ 50g 70g 70g 冷凍
着色料や発色剤を使用しないで
作ったJAふれあい食材オリジナ
ルのたらこです

緑の大地ボンレスハム 55g 73g 90g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,608円  3人用 2,511円  4人用 2,862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。

鶏ささみのチーズサンドソテー
①鶏ささみは筋を切り、観
音開きにしてふくらみ
のあるところは切り込
みを入れて、厚さを均等
にする。酒と塩をふり
かけておく。
②Ａを混ぜ合わせて辛子
味噌マヨを作る。
③きゅうりは薄切りにし
て塩もみし、しんなり
したら塩気を水で洗い
水気を絞る。

④①の上にスライスチーズ、ハム、③を乗せる。
⑤④を半分に折り、中の具材をできるだけ押し込み
②の辛子味噌マヨをまんべんなく塗る。
⑥⑤に小麦粉をうすくまぶし、サラダ油を熱したフ
ライパンで両面をこんがりと焼く。

国産鶏ささみ…4本
緑の大地ボンレスハム

…55g
酒…………………… 小さじ1
塩…………………………少々
スライスチーズ………… 4枚
きゅうり………………… 1本
　　マヨネーズ…… 大さじ3
Ａ　味噌…………… 小さじ1
　　練り辛子……… 小さじ1
小麦粉……………………適量
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約532kcal／1人分】

基本

鮭の辛子マヨネーズ焼き
①鮭はひと口大に切り、
両面を軽く焼く。
②パセリはみじん切りに
する。
③ボウルにＡを合わせ、
パセリを加え混ぜる。
④①に③をのせる。

いき

塩鮭切身…2切
　　マヨネーズ…… 大さじ2
Ａ　練り辛子…… 小さじ1/2
　　しょう油…… 小さじ1/2
パセリ……………………少々
オリーブ油………… 小さじ1

材料� 【約272kcal／1人分】

韓国風おやき

①	豚ばら肉は食べやすい大きさに切
る。
②	もやしはさっと洗い、水気をきり、
ニラは5㎝長さに切る。
③	ボールに卵は割りほぐし、水1/2
カップを加えて混ぜ、さらに小麦

粉、中華スープの素、塩、こしょうを加えてよく混ぜ、
②の野菜も加えて混ぜ合わせる。
④	フライパンを熱してサラダ油をしき、①の豚肉を1
枚ずつ置き、③の生地を適量豚肉の上に丸く流し、
さらにその上に肉を1枚ずつのせる。残りも同様に
焼く。
⑤	焼き色がついたら裏返してさらに焼く。お好みで七
味唐辛子を振ってどうぞ。

はつ

豚ばらスライス…160g
もやし………………… 1/5袋
ニラ…………………… 1/3束
卵………………………… 1個
小麦粉…………… 1/2カップ
中華スープの素…… 小さじ1
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
七味唐辛子…………お好みで

材料� 【約641kcal／1人分】

⑤フライパンにオリーブ油を熱し④を入れ、蓋をし
弱火で3〜4分蒸し焼きにする。

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



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!

44

54

2

水

木

3/24土

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

ボウズギンポ照焼き 2切 3切 4切 冷凍 グリルやフライパンで焦げないよ
うに焼いてどうぞ

たこ唐揚げ 100g 150g 200g 冷凍
電子レンジでも調理可能ですが、
一度、油で揚げて頂くと更に美味
しく頂けます

筍と菜の花の
しんじょう 新商品

130g 195g 260g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,423円  3人用 2,052円  4人用 2,664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 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

豚肉の味噌炒めセット 150g 220g 330g 冷凍 解凍後、生しいたけやお好みの野
菜と一緒に炒めてどうぞ

肉餃子 8個 12個 16個 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど
うぞ

生しいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 豚肉の味噌炒めセットと一緒にど
うぞ

2人用 1,344円  3人用 1,828円  4人用 2,413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

マトウダイ切身 2切 3切 4切 冷凍 煮魚にしてどうぞ

国産天然ぶりのみそ漬 2切 3切 4切 冷凍
脂ののった国産の天然ぶりを甘い粒
味噌にじっくり漬込みました。弱火
のグリルでじっくりと焼いてどうぞ

いかえびミックス 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

筍と菜の花の
しんじょう 新商品

130g 195g 260g 冷凍
春を彩る、筍、菜の花、桜えびを使
用した、季節感たっぷりのしんじょ
うです。湯せんで温めてどうぞ

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 2,100円  4人用 2,658円  



7
●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

豚肉の豆苗巻き

筍と菜の花のしんじょう

①豚バラスライスは長さ
を半分に切る。
②豆苗は根元を切り8等分
にし、①の豚バラスライ
スで巻く。
③フライパンにごま油を
熱し、②の巻き終わりを

春を彩る筍・菜の花・桜えびをつかった、季節感
たっぷりのしんじょうです。
お湯を沸かした鍋に、冷凍のままの商品を内袋ごと
入れ、約10分加熱してください。

下にして並べ入れて焼く。裏返して焼き、Ａをま
んべんなくふる。

麓山高原豚
バラスライス…150g

豆苗…………………… 1/3袋
ごま油……………… 大さじ1
Ａ　顆粒だし……… 小さじ1
　　こしょう……………少々

材料� 【約399kcal／1人分】

基本

基本

八宝菜風和風煮込み

①	国産大豆生揚げは熱湯
に通し、油抜きをして
一口大に切る。白菜は
縦半分に切り、軸は食

いき

いかえびミックス…150g
国産大豆生揚げ2枚入

…1枚
人参…………………… 1/2本
白菜……………………… 3枚
ごま油……………… 小さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
水溶き片栗粉……… 大さじ2
　　だし汁………… 1カップ
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　みりん……… 大さじ1/2　　砂糖………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 大さじ2
　　塩…………… 小さじ1/2

材料� 【約365kcal／1人分】

菜の花と豚肉の卵炒め

が変わったら、菜の花を炒め合わせ、Ａで調味する。
④	②の炒り卵を戻してさっと混ぜ合わせ、仕上げにご
ま油を回しかける。

①	菜の花は硬めに茹でて4
㎝長さに切り、水気を絞
る。豚肉は一口大に切り、
酒、塩、こしょうで下味
をつける。
②	フライパンにサラダ油大
さじ1を熱して、柔らかめ
の炒り卵を作り、取り出す。
③	②のフライパンに残りの
サラダ油を足して、長ね
ぎと生姜を香りが出るま
で炒め、豚肉を加えて色

はつ

麓山高原豚
　ローススライス…100g
菜の花…………………… 1束
酒…………………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ2
溶き卵………………… 2個分
長ねぎ、生姜のみじん切り
　………………… 各小さじ1
ごま油……………… 小さじ1
　　中華だしの素… 小さじ1
Ａ　オイスターソース
　　　……………… 大さじ1

材料� 【約418kcal／1人分】

べやすい大きさの削ぎ切りに、
葉はざく切りにする。人参は短
冊切りにする。
②	フライパンにサラダ油を熱し、
野菜を炒め、ある程度火が通っ
たらいかえびミックス、国産大
豆生揚げを入れて炒める。

③	②に火が通ったらＡを加えて炒め、水溶き片栗粉
を入れてとろみをつけ、仕上げにごま油を回しか
ける。

【約70kcal／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!

64

74

3

金

土

3/27火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

いわし開き 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

赤魚西京漬 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

にしんスモーク風味 8切 12切 12切 冷凍 解凍後、焦げないようにフライパ
ンで焼いてどうぞ

冷凍しじみ（大粒） 100g 130g 150g 冷凍 国内産のしじみを砂抜きし、凍結
しました レシピ参照

2人用 1,411円  3人用 2,030円  4人用 2,432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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

豚肉の
オイスターソース煮 170g 195g 255g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と木綿豆腐

を合わせてどうぞ

二層仕立ての
国産牛肉コロッケ 2個 3個 4個 冷凍

北海道産の男爵いもと国産牛肉を使
用したコロッケです。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 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 豚肉のオイスターソース煮と合わ
せてどうぞ

2人用 1,472円  3人用 2,155円  4人用 2,519円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

豚肉と厚揚げの
味噌炒め用 160g 210g 320g 冷凍

小間切れにして小麦粉をまぶした豚
モモ肉と甘辛味噌ダレのセットで
す。野菜と生揚げと炒めてどうぞ

カレイのムニエル 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

国産大豆生揚げ2枚入 1p 2p 2p 冷蔵
「豚肉と厚揚げの味噌炒め」と「こ
んにゃくの甘辛炒め煮」にどうぞ
レシピ参照

まいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

福島県産米粉入
板こんにゃく 1袋 1袋 2袋 常温 レシピ参照

2人用 1,222円  3人用 1,693円  4人用 2,228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。

カレイムニエルのまいたけソテー

生揚げとこんにゃくの甘辛炒め煮

①まいたけはほぐし、青じ
そはせん切りにする。
②カレイのムニエルは解
凍後、塩、こしょうをふ
る。
③フライパンにバター半
量を入れて温め、①を炒

①こんにゃくは厚さを半分に切り、斜
めに細かく切り込みを入れ、裏返し
て同様にし食べやすい大きさに切る。
②生揚げは熱湯をまわしかけ、油抜き
をし食べやすい大きさに切る。
③ブロッコリーは小房に分け、塩を加
えた熱湯でサッと茹で、水気をきっ
ておく。
④フライパンにごま油を熱し、①を炒
める。②と③も加えて炒め、Ａを入
れて炒め煮する。

め、しょう油を鍋肌から加えて和え、皿に敷いて
おく。
④フライパンを軽くふいて、残りのバターを温め②
を焼き、③の上に盛る。

カレイのムニエル…2枚
まいたけ…1p

青じそ…………………… 2枚
塩、こしょう…………各少々
バター……………… 大さじ1
しょう油…………… 小さじ1

国産大豆生揚げ…1枚
福島県産米粉入り

板こんにゃく…1袋
ブロッコリー………… 1/2房
塩…………………………少々
ごま油……………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　唐辛子………… 小さじ1
　　だしの素…… 小さじ1/2

材料� 【約131kcal／1人分】

材料� 【約352kcal／1人分】

基本

基本

しじみスープ
①	ブロッコリーは房ごと
に分け、分量外の塩を
入れた熱湯で茹でる。
②	長ねぎは白髪ねぎを作
り、残りはみじん切り
にする。
③	鍋にＡの調味料を入れ
沸騰させ、冷凍しじみ
を入れる。
④	③の冷凍しじみの口が

いき

冷凍しじみ（大粒）…100g
長ねぎ………………… 1/2本
ブロッコリー………… 1/2房
白炒りごま………… 小さじ1
　　酒……………… 小さじ1
　　塩…………… 小さじ1/2
　　中華スープの素
Ａ　　……………… 大さじ1
　　塩、こしょう……各少々
　　ごま油………… 小さじ1
　　水………………… 400㎖

材料� 【約106kcal／1人分】

豚肉のスタミナたれがけ
①ねぎは縦半分に切って斜
め薄切りにする。生姜は
せん切りにする。耐熱容
器に入れ、フライパンで煙
が出るまで熱したごま油
をジュッとかけて混ぜる。
②Aの材料を混ぜる。
③豚肉は塩、こしょうを振
り、片栗粉を塗し、熱した
フライパンにサラダ油を
引き、カリっとするまで
焼く。
④③を食べやすい大きさに

切り、①をのせ、②を適量かける。

はつ

麓山高原豚
ももスライス…150g

長ねぎ………………… 1/2本
生姜…………………… 1かけ
　　しょう油……… 大さじ2
　　酢･ラー油	… 各小さじ2
Ａ　中濃ソース･ごま油　　　…………… 各小さじ1
　　にんにく（すりおろし）
　　　……………… 小さじ1
ごま油……………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々
片栗粉……………………適量
サラダ油…………………適量

材料� 【約309kcal／1人分】

開いてきたら、ブロッコリーとみじん切りにした
長ねぎを入れる。
⑤	④を容器に盛り付け、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



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!

94

104

4

月

火

3/29木

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

真ほっけ開き（甘塩） 2枚 3枚 4枚 冷凍
北海道産の脂ののった真ほっけを
塩のみで味付けしました。解凍
後、中火のグリルで焼いてどうぞ

揚げずにそのまま
丸ごと海老フリッター 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

ホッキ貝サラダ 80g 100g 120g 冷凍
解凍後、そのままどうぞ。玉ねぎ
のスライスを加えるのもオススメ
です

2人用 1,544円  3人用 2,121円  4人用 2,654円  

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

銀ヒラス二段仕込み 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

たらのサクサク
竜田揚げ 120g 150g 240g 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど

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 1,412円  3人用 2,053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

菜彩鶏むね肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

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

若鶏の梅肉包み揚げ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど
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

山椒の実昆布 40g 80g 80g 冷蔵 温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,536円  3人用 2,157円  4人用 2,617円  



11
●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

豚肉のミルフィーユロールキャベツ風

海老フリッターのごちそうサラダ

①生姜は薄切りにする。
②キャベツの葉の間に豚
肉を1枚ずつと生姜を適
量挟む。
③鍋にＡを入れ沸騰した
ら②を入れて蓋をし、弱
火で15〜20分煮込み、
塩をふって味を調える。
④③を切り分け、器に盛
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。

※好みで粗挽き黒こしょうをふる。

③	器にサラダ菜と野菜を盛り付け、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。

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ……………… 1/2個
生姜……………………… 15g
塩…………………………少々
粗挽き黒こしょう………少々
　　コンソメ固形……… 2個
Ａ　水………………… 600㏄
　　酒………………… 50㏄

揚げずにそのまま丸ごと
　海老フリッター…100g
サラダ菜………………… 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

材料� 【約278kcal／1人分】

材料� 【約176kcal／1人分】

基本

基本

春野菜の海藻サラダ
①	おいしい海藻三色海藻
サラダは塩を洗い流
し、10分程度水に浸け
て塩抜きをする。
②	キャベツはせん切りに
して水に放ち、しっか
り水気をきる。
③	貝われ菜は根元を切り
落とし、半分に切る。

いき

おいしい海藻
　三色海藻サラダ…100g
キャベツ………………… 2枚
貝割れ菜……………… 1/4p
　　酢……………… 大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
Ａ　レモン汁………お好みで
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　ごま油………… 小さじ1

材料� 【約62kcal／1人分】

④	ボールに①、②、③を入れＡを回しかけて和える。

食事バランスガイド

鶏肉の生姜焼き

き取り、玉ねぎとAを入れる。中火で煮て、玉ねぎが
しんなりとしてきたら鶏肉を戻し入れ、絡めながら
煮詰める。
④器にせん切りにしたレタスを敷き、③を盛る。

①鶏肉は一口大のそぎ切り
にして小麦粉を薄くまぶ
す。玉ねぎは薄切りにし、
Aは合わせておく。
②フライパンにごま油を熱
し、鶏肉を並ベて両面に
焼き色をつけ、取り出す。
③フライパンの油をペー
パータオルできれいに拭

はつ

菜彩鶏むね肉…200g
小麦粉……………… 大さじ1
玉ねぎ………………… 1/4個
　　水・しょう油…各大さじ1
Ａ　砂糖・みりん
　　　………… 各大さじ1/2
　　生姜汁………… 小さじ1
ごま油……………… 小さじ1
レタス…………………… 1枚

材料� 【約308kcal／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



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!

114

124

5

水

木

3/31土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

さわら切身（甘塩味） 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

真いわし開き
みりん漬け 4枚 6枚 8枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルやフライパ

ンで焼いてどうぞ

いかの
ガーリックソテー 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、まいたけと炒めてどうぞ

まいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 いかのガーリックソテーと一緒に
炒めてどうぞ

2人用 1,360円  3人用 1,813円  4人用 2,319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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

うす切り鶏肉の
照り焼き風炒めの素 160g 240g 320g 冷凍 解凍後、長ねぎと一緒に炒めてど

うぞ

筍と菜の花の
しんじょう 新商品

130g 195g 260g 冷凍
春を彩る、筍、菜の花、桜えびを使
用した、季節感たっぷりのしんじょ
うです。湯せんで温めてどうぞ

緑の大地ボンレスハム 55g 73g 90g 冷蔵 リン酸塩、発色剤等の添加物を使
用していないボンレスハムです

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,495円  3人用 2,083円  4人用 2,577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

カジキメンチカツ 新商品 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

とびうお丸天 100g 150g 200g 冷凍
とびうおの美味しさをそのままに食感豊かに仕上げた
人参、ごぼうの野菜入りさつま揚げです。電子レンジ、
フライパン調理、油で揚げても美味しいです

わさび昆布 80g 100g 100g 冷蔵
昆布、わさび茎、広島菜、大根葉
など国産原料にこだわった逸品で
す

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,279円  3人用 1,771円  4人用 2,016円  



13
●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

鶏ハムの野菜ロール

カジキメンチカツ

①鶏肉は解凍し皮を取
り、観音開きにしたら
フォークで全体を刺し、
塩と砂糖をふって揉み
込む。ビニール袋に入れ
て冷蔵庫で15分味をな
じませる。
②人参は棒状に、アスパラ
ガスはがくを取って根

かじきマグロと玉ねぎだけで作っ
たシンプルなメンチカツです。ご
飯のおかずはもちろん、パンに挟ん
でもボリュームたっぷりのサンド
になります。冷凍のまま、170℃
に熱した油で5分程度揚げて下さ
い。

元を切り、縦半分に切って熱湯でサッと茹で、水気
を切る。
③ラップの上に①を広げ、手前に②を乗せて巻き、
ラップできっちり包む。
④たっぷりのお湯を入れた鍋に③を入れ、落し蓋を
して中火で6〜7分ほど茹でる。
⑤皿にスライスした④を盛り、パセリを乗せ、Ａのタ
レを添える。

国産鶏むね肉…200g
アスパラガス…………… 4本
人参…………………… 1/3本
パセリ……………………適量
塩………………… 小さじ1/2
砂糖……………… 小さじ1/2
　　生姜のせん切り………5g
Ａ　酢……………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ2

材料� 【約183kcal／1人分】

基本

基本

さわらのマヨソースソテー
①フライパンにオリーブ
油を熱し、さわらを並
べて塩、こしょうをふ
り、蓋をして中火で蒸
し焼きにする。焼き色
がついたら裏返し、両
面を焼く。
②Ａを混ぜて辛子マヨソ
　ースを作る。青菜はよ

いき

さわら切身（甘塩味）…2切
塩、こしょう…各適量
オリーブ油…大さじ1
　　にんにくのすりおろし
　　　……………………少々
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ2
　　牛乳…………… 大さじ1
　　練り辛子…… 小さじ1/2
青菜………………………適量

材料� 【約273kcal／1人分】

く洗い、根元を切り落とし、フライパンでさっと
炒める。
③器に①を盛り、②をかける。

豚肉と新生姜の炒め物

がでたら①の新生姜を加え、水分が出るまで炒める。
③豚肉を加えしっかりと火を通し、小ねぎを加え、しょ
う油をさっと混ぜる。

①新生姜は皮をむいて5㎜
幅のせん切りにする。唐
辛子は種を除いて小口に
切る。小ねぎは3㎝長さに
切る。豚肉は食べやすい
大きさに切る。
②中華なべにサラダ油を熱
して唐辛子を入れ、香り

はつ

麓山高原豚
　肩ローススライス…150g
新生姜…………………… 80g
赤唐辛子………………… 1本
小ねぎ…………………… 5本
サラダ油…………………適量
しょう油…………… 大さじ1

材料� 【約255kcal／1人分】

【約159kcal／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!

134

144

6

金

土

4/3火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

さば一夜干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

ペッパー入り
ロングウインナー 3本 4本 6本 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
ングウインナーです。焼いてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,214円  3人用 1,769円  4人用 2,173円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

カラスガレイ切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、煮魚にどうぞ

子持ちカラフト
ししゃも 150g 200g 200g 冷凍 レシピ参照

たこ唐揚げ 100g 150g 200g 冷凍
電子レンジでも調理可能ですが、
一度、油で揚げて頂くと更に美味
しく頂けます

ふきみそわさび 80g 80g 80g 冷蔵 温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,316円  3人用 1,793円  4人用 2,145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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

豚味付ホルモン 200g 400g 400g 冷凍 お好みの野菜やきのこと一緒に煮
込んでどうぞ

マヨタマロール 2個 3個 4個 冷凍
ゆで卵をマヨネーズで和えた具をソーセージ
でロール状に巻いてフライにしました。冷凍
のまま170℃の油で揚げてどうぞ

国産たけのこ水煮 150g 150g 150g 常温 レシピ参照

2人用 1,443円  3人用 2,007円  4人用 2,297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。

豚肉と豆腐のうま煮

焼きさばのみぞれ煮

①豚肉は一口大に切り、Ａ
を揉み込む。豆腐は食
べやすい大きさに切る。
ロメインレタスは1枚ず
つはがしておく。長ね
ぎは斜め薄切りにする。
②フライパンにサラダ油
を熱し、豚肉を炒める。
生姜の薄切り、長ねぎを
加えて炒め、水1カップ
とＢを加える。
③煮立ったら、ロメインレ
タスと豆腐を加え水溶
き片栗粉でとろみをつ
ける。最後にごま油を
加える。

①さば一夜干しは解凍後、水気
をふきグリルで焼く。
②大根はすりおろし、かいわれ
は根元を切落す。
③鍋に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。大根おろしを加え、
一煮立ちしたら火を止める。
④器に盛り、かいわれをのせる。

麓山高原豚
もも薄切り…150g

食材豆腐（木綿）…1/2丁
長ねぎ…………………… 1本
ロメインレタス……… 1/2株
生姜の薄切り……… 4〜5枚
　　酒……………… 小さじ2
Ａ　しょう油・片栗粉　　　…………… 各小さじ1
　　生姜汁………………少々
サラダ油…………… 小さじ1
　　酒……………… 小さじ1
Ｂ　鶏ガラスープの素　　　……………… 小さじ1
　　塩・こしょう……各少々
水溶き片栗粉
（片栗粉小さじ1＋水小さじ2）
ごま油……………………少々

さば一夜干し…2枚
大根…………………… 10㎝
かいわれ…………… 1パック
　　だし汁…………… 150㏄
Ａ　酒………………… 50㏄
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん……… 大さじ1/2

材料� 【約309kcal／1人分】

材料� 【約370kcal／1人分】

基本

基本

ししゃもの南蛮漬
①	ししゃもはあらかじめ
解凍して余分な水分を
拭き取り、片栗粉をま
ぶしておく。
②	野菜はせん切りにする。
玉ねぎは水にさらした
後、水気を切っておく。
③	鍋に調味料Ａを入れ煮
立たせ、耐熱容器に移
して②を浸しておく。

いき

子持ちカラフト
ししゃも…150g

人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/4個
生姜…………………… 1/2片
片栗粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
　　しょう油……… 大さじ3
Ａ　酢……………… 大さじ3
　　砂糖…………… 大さじ1
　　だし汁………… 1カップ

材料� 【約268kcal／1人分】

たけのこの豚肉巻きフライ
①	たけのこ水煮は食べやす
い大きさに切る。
②	豚肉は広げ、軽く塩、こ
しょうをしてから分量外
の薄力粉を振り、大葉、
たけのこを置いて巻く。
③	薄力粉・溶き卵・パン粉
の順に衣をつけて、180
度の油で揚げる。

はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

国産たけのこ水煮…100g
大葉……………………… 6枚
塩、こしょう…………各少々
薄力粉、溶き卵、パン粉
　………………………各適量
揚げ油……………………適量

材料� 【約528kcal／1人分】

④	①はカリッとするまで油で揚げ、③の野菜を取り
出したＡのみに浸す。
⑤	皿に④を盛り付け、野菜をのせる。

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



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!

164

174

7

月

火

4/5木

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 レシピ参照

赤魚半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

ジャンボ餃子 6個 9個 12個 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

豆腐とまい茸の信田 2個 3個 4個 冷凍
まい茸の入った炒り豆腐を油揚げ
に包んだ信田です。煮ても焼いて
も揚げても美味しいです

2人用 1,594円  3人用 2,258円  4人用 2,911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

身欠にしんソフト 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

国産びん長まぐろ
みりん漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、グリルやフライパンで焼

いてどうぞ

あじ竜田 4枚 6枚 8枚 冷凍
国産のあじのフィレに下味を付
け、粉付をしました。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 解凍後、フライパンで焼き、お好
みで薬味をのせてどうぞ

国産たけのこ水煮 150g 150g 150g 常温 レシピ参照

2人用 1,608円  3人用 2,261円  4人用 2,738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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

直火焼きハンバーグ 2個 3個 4個 冷凍
鶏肉・牛肉のハンバーグです。
凍ったままの本品を袋のまま熱湯
で約12分温めてどうぞ

国産鶏ささみ
りんごタレ焼き 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どうぞ

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

もっちりとろける
ピザポテト 4個 6個 8個 冷凍

もっちり食感の生地にピザソース
を包みました。電子レンジで温め
てどうぞ

2人用 1,371円  3人用 1,931円  4人用 2,470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。

豚肉と春野菜の生姜焼き

赤魚のポン酢煮

①豚ローススライスは塩、
こしょうをふり、小麦粉
を薄くまぶす。
②筍は薄切り、菜の花は根
元を切り2等分、赤パプ
リカは縦に千切り、生姜
はすりおろす。
③フライパンにサラダ油
を熱し、①を入れて両面
焼き取り出す。
④③のフライパンに筍、菜

①玉ねぎは薄切り、人参は
細切りにする。
②酒を鍋に入れ沸騰させ
る。解凍した赤魚半身
を入れ、沸騰するまで煮
る。

の花、赤パプリカを加えて焼き、③を戻し入れ、混
ぜ合わせたＡを加えて炒め合わせる。

③沸騰したら火を止め、ポン酢を加え入れ10分煮る。
④①を加え5分程度煮て、野菜がしんなりしたら火を
止める。

麓山高原豚
ローススライス…150g

茹で筍…………………… 80g
菜の花………………… 100g
赤パプリカ……………… 1個
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………………適量
サラダ油…… 大さじ1と1/2
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　酒…………… 大さじ1/2　　砂糖…………… 小さじ2
　　生姜……………………5g

赤魚半身…2枚
酒…………………… 1カップ
ポン酢…………… 1/2カップ
玉ねぎ…………………… 1個
人参…………………… 1/2本

材料� 【約434kcal／1人分】

材料� 【約264kcal／1人分】

基本

基本

身欠きにしんとタケノコの煮物
①	身欠きにしんソフトは
あらかじめ解凍してお
き、一度熱湯をかけ、3
㎝長さに切る。
②たけのこは食べやすい
大きさに切る。
③	鍋にＡを煮立たせ、②、
①の順に鍋に入れ、落と

いき

身欠にしんソフト…2枚
国産たけのこ水煮…80g

　　しょう油……… 大さじ3
　　砂糖…………… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ2
　　だし汁………… 2カップ

材料� 【約374kcal／1人分】

豚肉とキャベツのピラフ

にする。Ａを混ぜ合わせておく。
②フライパンにサラダ油を中火で熱
し、豚肉を入れて炒め、色が変わっ
てきたらキャベツを加え、塩、こ
しょうをかるくふり、炒め合わせ
る。
③キャベツがしんなりしてきたらＡ

を加えよく混ぜ合わせ、少し煮詰める。
④ご飯を加えて塩、こしょう各少々をふり、軽くほぐ
して酒を回しかけ、火を強めてフライパンを大きく
動かしながら切るようにして炒め、水分を飛ばす。
ご飯がパラっとなれば塩、こしょうで味を調え器に
盛る。

①豚肉を5㎜幅に切る。キャ
ベツを1㎝角の色紙きり

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ………………… 80g
ご飯……………………… 2杯
酒…………………… 大さじ1
　　ウスターソース
Ａ　　……… 大さじ2と1/2
　　ケチャップ
　　　……… 大さじ2と1/2
サラダ油…………… 大さじ1
塩、こしょう…………各適宜

材料� 【約689kcal／1人分】

し蓋をして弱火で汁気が少なくなるまで煮る。

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!

184

194

8

水

木

4/7土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

ホイコーローの素 170g 200g 255g 冷凍 レシピ参照

紅鮭切身（加塩） 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
鹿の子を入れて短冊状にカットした柔
らかいムラサキイカを塩たれに絡めま
した。好みの野菜と炒めてどうぞ

エリンギ 1p 1p 1p 冷蔵 いかねぎ塩だれと炒めてどうぞ

2人用 1,367円  3人用 1,765円  4人用 2,169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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

鶏手羽元のレモン焼き 4個 6個 8個 冷凍
食べやすくオープンカットした国産の鶏手羽元
にレモン風味で味付けし、焼き上げました。冷
凍のまま電子レンジで加熱してどうぞ

豚モモ回鍋肉の素 160g 240g 320g 冷凍
スライスした豚もも肉を中華風の味噌ダ
レで味付けしました。キャベツや人参等
の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 国産大豆使用

2人用 1,366円  3人用 2,013円  4人用 2,474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

さんま開き 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

ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

カニクリームコロッケ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま175℃〜 180℃の油
で揚げてどうぞ

野沢菜こんぶ 120g 160g 160g 冷蔵 豆腐に合わせてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,424円  3人用 2,034円  4人用 2,358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。

ホイコーロー

紅鮭のパン粉焼き

①ホイコーローの素は解
凍しておく。
　キャベツ、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
少々を熱し、豚肉と野菜

①紅鮭は解凍し、水気をふ
きとる。
②卵は固ゆでにしてフォ
　ークの背で潰し、らっ
きょうとパセリはみじ
ん切りにする。
③①にオリーブオイルを
塗ってパン粉をまぶし、

を炒める。豚肉に火が通ったら、添付のタレを加
えて炒め合せる。

アルミホイルにのせてグリルで両面10分焼く。（焦
げそうな場合はアルミホイルをのせる）
④皿に③を盛り、混ぜ合わせたＡをかける。

ホイコーローの素…170g
キャベツ……………… 200g
ピーマン………………… 1個
サラダ油…………………適量

紅鮭切身（加塩）…2切
パン粉…………………… 20g
オリーブオイル…… 大さじ2
　　卵…………………… 1個
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ4
　　らっきょう………… 6個
　　パセリ………………適量

材料� 【約266kcal／1人分】

材料� 【約485kcal／1人分】

基本

基本

ぶりとねぎの照り焼き
①	ぶりはあらかじめ解凍
しておき、食べやすい
大きさに切る。バット
に塩を振り、その上に
ぶりを置き、更に塩を
軽く振る。
②	長ねぎは3㎝長さに切
る。

いき

ぶり切身…2切
長ねぎ…………………… 1本
塩…………………………適量
サラダ油………… 大さじ1/2
七味唐辛子…………お好みで
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2

材料� 【約292kcal／1人分】

じゃがチーズ巻フライ

を振り、チーズをのせ、②のじゃがいもをのせ巻い
ていく。
④③に小麦粉、溶き卵、パン粉を塗したら、180℃の
油で揚げて出来上がり。

①じゃがいもの皮を剥き、
小さめに切る。鍋に塩と
一緒に入れ、竹串が通る
まで加熱する。
②ボウルに①を移し、じゃ
がいもの形が少し残るく
らいまで潰して塩、こしょ
うを振る。
③豚肉に軽く塩、こしょう

はつ

麓山高原豚
　ももスライス…150ｇ
じゃがいも…………… 中1個
スライスチーズ………お好み
塩…………………………少々
塩、こしょう…………各少々
パン粉・小麦粉…………適量
卵………………………… 1個
揚げ油……………………適量

材料� 【約326kcal／1人分】

③	熱したフライパンにサラダ油を入れ、①と②に火
を通し、軽く焼き目を付ける。
④	③のフライパンにＡを入れ煮絡める。
⑤	④を器に盛り付け、お好みで七味唐辛子を振りか
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



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!

204

214

9

金

土

4/10火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
バラスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

ねぎとろ 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、ご飯に乗せてネギトロ丼
にしてどうぞ

石臼づくり 1枚 1枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,257円  3人用 1,744円  4人用 2,331円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

氷温造りシルバー切身 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

ますの昆布仕込み 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルでじっくり
と焼いてどうぞ

かに玉風セット 190g 190g 380g 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 1,239円  3人用 1,643円  4人用 2,273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

国産鶏むね
喜助みそ焼き 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、フライパンに油をひいて

お好みの野菜と一緒にどうぞ

豚肉のスープ
かけご飯用 160g 240g 320g 冷凍

小さめにカットした豚もも肉とコラーゲンやチキンエ
キスなどが入ったスープセットです。お好みの野菜や
きのこと一緒に煮込み、ご飯にかけてどうぞ

煮物セット（山芋入り豆腐
野菜揚げ・田舎がんも） 各2個 各3個 各4個 冷凍 鶏肉、お好みの野菜と一緒に煮物

にしてどうぞ レシピ参照

2人用 1,370円  3人用 1,961円  4人用 2,510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。

豚肉の納豆巻き

石臼づくりの青じそ巻き

かに玉

鶏ももの煮物

①フライパンに豚バラス
ライスを少し重ねて並
べて焼く。
②①の上に溶きほぐした
卵を広げる。
③添付のタレと混ぜた納
豆を②の上に乗せてく

①石臼づくりは8枚に切
る。スライスチーズは
1枚を4等分にしたもの
を、8枚準備する。
②青じそを裏返して広げ、

①	かに玉風セットはあら
かじめ解凍しておく。
②	ボールに卵を割りほぐ
し、①とよく混ぜ合わせ
ておく。

①	鶏肉はあらかじめ解凍
して食べやすい大きさ
に切る。
②	人参は乱切りにする。
③	鍋にＡを入れ、沸騰した
ら①と②、煮物セットを
入れ、落とし蓋をして
20分程弱火で煮る。

るくると巻く。火が通ったら、器に移しソースと
マヨネーズをかけ、刻みねぎをのせる。

①の石臼づくりとスライスチーズを挟み、ラップ
でくるむ。
③②の1個に付き10秒電子レンジにかけてなじませ
る。

③	熱したフライパンにサラダ油をひき、②を入れて
蓋をして焼く。
④	③を皿に盛り付け、添付のタレをかけてどうぞ。

麓山高原豚
バラスライス…150g

国産大豆納豆（小粒）…1個
卵………………………… 1個
ソース・マヨネーズ…各適量
刻みねぎ…………………適量

石臼づくり…1枚
青じそ…………………… 8枚
スライスチーズ………… 2枚

材料� 【約499kcal／1人分】

材料� 【約209kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

かに玉風セット…190g
鶏卵…4個

サラダ油…………… 大さじ1

菜彩鶏もも肉…200g
煮物セット（山芋入り豆腐

　野菜揚げ・田舎がんも）
…各2個

人参…………………… 1/2本
　　だし汁………… 2カップ
Ａ　しょう油……… 大さじ3
　　酒……………… 大さじ2

材料� 【約231kcal／1人分】

材料� 【約400kcal／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!

234

244

10

月

火

4/12木

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 レシピ参照

さんま開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

ごぼうのピリ辛炒め 145g 200g 230g 冷凍
しゃきしゃき食感が残るように揚
げられた国産ごぼうと旨味のある
タレのセットです

辰巳屋
国産刻みみょうが漬 80g 80g 80g 常温

きゅうりとみょうがを主に使用
し、さっぱりとしば漬け漬風に漬
込みました

2人用 1,606円  3人用 2,009円  4人用 2,380円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

真ほっけ開き（甘塩） 2枚 3枚 4枚 冷凍
北海道産の脂ののった真ほっけを
塩のみで味付けしました。解凍
後、中火のグリルで焼いてどうぞ

さば西京漬 2枚 3枚 4枚 冷凍
脂ののった国産の鯖を使用し、オリジ
ナルの味噌だれに漬け込みました。解
凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

とれとれあじ 150g 150g 300g 冷凍 レシピ参照

かにワンタン・
塩スープ付き 112g 148g 184g 冷凍 お好みの野菜と一緒にスープにし

てどうぞ

2人用 1,357円  3人用 1,808円  4人用 2,452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

国産豚ローススライス
（ソテー用） 120g 180g 240g 冷凍 レシピ参照

ふっくらメンチカツ
（福島県産豚使用） 2個 3個 4個 冷凍

福島県産の豚肉と国産の牛肉を使用
したメンチカツです。冷凍のまま
170℃の油で揚げてどうぞ

まん丸餃子 4個 6個 8個 冷凍
肉汁たっぷりのジューシーな餡をも
ちもちの皮で包みました。冷凍のま
まフライパンで焼いてどうぞ

菜の花まぜご飯 120g 160g 240g 常温 炊き上がったごはんに混ぜ合わせ
てどうぞ

2人用 1,353円  3人用 1,923円  4人用 2,528円  

はつらつ お肉コース



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。

さんまほぐし身と春キャベツの和え物
①さんま開きは解凍後、グ
リルで焼き身をほぐし
ておく。
②キャベツは食べやすい
大きさに手でちぎる。
③ボウルに①、②、Ａを入
れて和える。

さんま開き…2枚
キャベツ………………… 2枚
　　ごま油… 大さじ1と1/2
Ａ　塩…………… 小さじ1/2
　　白ごま………………適量

材料� 【約365kcal／1人分】

基本

アジのおろしハンバーグ
①	とれとれあじはあらか
じめ解凍しておく。
②	玉ねぎ、大葉はみじん切
り、生姜はすりおろす。
③	ボールに①、②、Aを入
れ混ぜ合わせ、4等分に
して小判形に形を整え
る。
④	熱したフライパンにご
ま油をひき、③を中火で

いき

とれとれあじ…150g
玉ねぎ………………… 1/2個
大葉……………………… 8枚
　　生姜………………… 1片
　　味噌…………… 小さじ1
Ａ　片栗粉………… 大さじ1
　　しょう油……… 小さじ1
　　酒……………… 大さじ1
ごま油……………… 小さじ1
大根おろし………………適量
ポン酢………………お好みで

材料� 【約149kcal／1人分】

豚ロース照り焼き
①	豚肉はあらかじめ解凍し
て、塩、こしょうを振っ
ておく。
②	熱したフライパンにサラ
ダ油をひき、①を焼き、Ａ
を加えて煮絡める。

はつ

国産豚ローススライス
（ソテー用）…120g

塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
Ａ　みりん……… 大さじ1/2　　しょう油……… 大さじ1
　　砂糖　　……… 小さじ1

材料� 【約258kcal／1人分】

5分焼く。焼き色がついたら裏返して1分焼き、分
量外の酒大さじ1を加え、蓋をして蒸し焼きにする。
⑤	皿に大葉を置き、その上に④、大根おろしの順に
のせ、お好みでポン酢をかけてどうぞ。

焼肉ビビンバ丼
①商品は解凍しておく。
②人参は細切り、玉ねぎは
薄切りにする。
③フライパンにサラダ油
を熱し、豚肉を炒め別皿
に移す。
④②の野菜を炒め、ナムル

を加えてさらに炒める。③の豚肉を戻しタレを絡
めて仕上げにごま油をまわし入れる。
⑤ご飯の上に④を盛る。

焼肉ビビンバ丼セット
…185g

人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/2本
サラダ油………… 大さじ1/2
ご飯…………………… 2膳分

材料� 【約634kcal／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



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!

254

264

11

水

木

4/14土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ももスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

シロカレイ切身 2切 3切 4切 冷凍 アラスカで漁獲されたシロカレイ
を切身にしました。煮魚でどうぞ

カラフトししゃも
みりん干し 60g 90g 120g 冷凍

カラフトししゃもを開いてみりん
液に漬込みました。グリルかフラ
イパンで軽く焼いてどうぞ

京風筍と梅の
混ぜご飯の素 2合用 3合用 4合用 常温 レシピ参照

2人用 1,404円  3人用 1,977円  4人用 2,542円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

アジ開き干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

カレイのムニエル 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

ほたてねぎ塩だれ 120g 150g 150g 冷凍
北海道産のボイルベビーほたてとオリジナル
の塩だれを絡めてねぎを添えた商品です。解
凍後、お好みの野菜と一緒に炒めてどぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 ほたてねぎ塩だれと一緒に炒めて
どうぞ

2人用 1,413円  3人用 1,903円  4人用 2,296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

麓山高原豚挽肉 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

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

炭火焼き鳥親子丼の素 160g 320g 320g 冷凍
国産の鶏肉を炭火で焼きました。
解凍後、卵と玉ねぎと合わせてど
うぞ

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 親子丼にどうぞ

2人用 1,271円  3人用 1,887円  4人用 2,065円  

はつらつ お肉コース



25
●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

豚肉のたっぷりにら添え

京風筍と梅の混ぜご飯

①豚肉は5〜6㎝長さに切
り、塩、こしょう各少々
をふる。
②にらは3〜4㎝長さに切
る。人参は3〜4㎝長さ
の短冊切りにする。
③鍋に湯を沸かし、塩少々
を入れて人参、にらの
順に茹でる。ざるに取
り、水気をきる。

京風の上品な味わいの筍と梅肉の混ぜご飯の素です。
炊きあがったご飯にまぜ合わせ5分ほど蒸らす。
（※味付けいなりを細かく刻み、一緒に混ぜても美
味しいです）

④ボウルに③を入れ、Ａを加えて和える。
⑤フライパンにサラダ油を熱し、①をカリッと焼い
て器に盛り、④を添える。

麓山高原豚
ももスライス…150g

にら……………………… 1束
人参…………………… 1/3本
　　ごま油………… 大さじ1
Ａ　しょう油…大さじ1と1/2
　　酢…………… 大さじ1/2
塩、こしょう…………各適量
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約268kcal／1人分】

基本

基本

和風カレイムニエル
①	カレイムニエルはあら
かじめ解凍しておく。
②	小ねぎは小口切りにす
る。
③	熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、①を入
れ、カリッとして火が
通るまで両面を焼く。

いき

カレイのムニエル…2枚
小ねぎ…………………… 2本
サラダ油…………… 大さじ1
バター…………………… 10g
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ1

材料� 【約253kcal／1人分】

簡単！じゃがいもとひき肉のチーズ焼き

ズをのせ、オーブントースターで5分程加熱する。
④チーズが溶けたらお好みのトッピングをのせる。

①皮をむいたじゃがいもを
細めのせん切りにする。
②フライパンで①と豚ひき
肉を炒め、塩、こしょう
をふる。
③耐熱皿に移し、溶けるチー

はつ

麓山高原豚挽肉…150g
じゃがいも……………… 2個
塩、こしょう…………各少々
溶けるチーズ……………適量

材料� 【約376kcal／1人分】

④	③のフライパンの余分な油を拭き取り、バターを
溶かしてＡの調味料と混ぜ合わせる。
⑤	③のカラスガレイを皿に盛り付け④をかけ小ねぎ
を散らす。

【約395kcal／1膳分】

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド 食事バランスガイド



26 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島希望小売価格です。

ＪＡ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!

274

284

12

金

土

4/17火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

石巻産　真いわし開き 4枚 6枚 8枚 冷凍 レシピ参照

ボウズギンポ照焼き 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、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 冷凍のまま170℃〜 180℃の油
で揚げてどうぞ

食材小粒納豆（２入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,320円  3人用 2,237円  4人用 2,608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 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

鶏のチリソース炒め 230g 360g 410g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
め、添付のタレと絡めてどうぞ

じゃがマヨロール 4個 6個 8個 冷凍
じゃがいもとマヨネーズをたっぷりと
使用した餡を皮で包みました。冷凍の
ままフライパンで焼いてどうぞ

緑の大地ウインナー 76g 116g 152g 冷蔵
国産豚肉を主原料とし、発色剤、
リン酸塩を使用せずに作ったポー
クウインナーです

2人用 1,341円  3人用 1,942円  4人用 2,442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

国産鶏重ねカツ
（チーズ入り）おすすめ品

2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

塩鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 中火のグリルで焼いてどうぞ

青森県産ベビーほたて
（生食用） 100g 150g 200g 冷凍 生わかめと生野菜と一緒にサラダ

にしてどうぞ

味付いなり 1袋 2袋 2袋 冷蔵
いなり寿司はもちろん、刻んで混
ぜご飯や和え物にも活用いただけ
ます レシピ参照

エーコープ
三陸産生わかめ 50g 100g 100g 常温 新物の生わかめです

2人用 1,482円  3人用 2,330円  4人用 2,870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。

国産鶏重ねカツ（チーズ入り）

味付いなりと青菜の和え物

国産鶏むね肉を薄切りに
して重ね、チーズをはさん
だ柔らかいカツです。
冷凍のまま、170〜180℃
の油で5〜6分揚げて下さ
い。

①ボウルに味付いなりの
汁を絞り、マヨネーズと
練り辛子を加えて混ぜ
る。
②ほうれん草は塩を加え
た熱湯でサッと茹で、水

気を絞り食べやすい長さに切る。
③味付いなりは食べやすい大きさに切る。
④①に②と③を加えて混ぜ合わせる。

国産鶏重ねカツ
（チーズ入り）…2枚

揚げ油……………………適量
キャベツのせん切り……適量

味付いなり…5枚
ほうれん草……………… 2株
マヨネーズ………… 大さじ1
練り辛子…………… 小さじ1
塩…………………………少々

材料� 【約385kcal／1人分】

材料� 【約262kcal／1人分】

基本

基本

いわしの蒲焼丼
①Ａを合わせいわし開き
を約5分漬ける。長ねぎ
は4㎝長さに切る。
②①のいわし開きの水気
をふき、小麦粉をまぶ
す。
③フライパンにサラダ油
を熱し、②、長ねぎを入
れ、焼く。
④ご飯にタレごとのせる。

いき

石巻産真いわし開き
…4枚

長ねぎ…………………… 1本
ご飯…………………… 2杯分
　　しょう油……… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
Ａ　みりん………… 小さじ2
　　酒……………… 大さじ1
　　しょうが汁…………少々
小麦粉、サラダ油	…… 各適量

材料� 【約643kcal／1人分】

豚肉と小松菜のさっと炒め
①豚肉はＡで下味をつけて
おく。
②小松菜は4〜5㎝に切り、
茎と葉に分ける。
③フライパンにサラダ油を
熱し、①を炒め、全体に火
が通ったら、小松菜の茎、
葉の順に加えて炒め、Ｂ
を加えて手早く炒め合わ
せる。

はつ

麓山高原豚
ローススライス…100g

小松菜………………… 1/2束
　　酒・片栗粉
Ａ　　…… 各大さじ1と1/2
　　塩・こしょう……各少々
サラダ油…………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ2
Ｂ　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ2

材料� 【約295kcal／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


