
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!

75

85

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

国産鶏重ねカツ
（梅しそ入り） 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま170℃〜 180℃の油

で揚げてどうぞ

きざみ昆布と鶏肉の
甘辛炒め 160g 200g 320g 冷凍

国産の鶏むね肉を食べやすい大きさにスライスし、
昆布、人参をしょう油ベースのタレで味付けしまし
た。解凍後、玉ねぎを加え、炒めてどうぞ

生姜でほっこり
和風スープ（国産春雨付） 190g 300g 300g 冷凍 お好みの野菜やきのこと一緒に

スープにしてどうぞ

2人用 1,662円  3人用 2,282円  4人用 2,813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

4/19木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

塩ます切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

赤魚粕漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、弱火でじっくりと焼いて
どうぞ

白身魚とチーズの
磯辺焼き 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

鳴門産茎わかめ
やわらか煮 60g 60g 80g 冷凍

鳴門産わかめの茎の部分をカット
して、圧力釜で柔らかく煮込みま
した

ほたての炊き込みご飯 120g 175g 175g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,838円  3人用 2,504円  4人用 3,097円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ロース肉
塩こうじ漬け 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、フライパンでじっくりと

焼いてどうぞ

福島県産米粉入り
エビフライ おすすめ品

4尾 6尾 8尾 冷凍 レシピ参照

生スパゲティ 2食 3食 4食 冷蔵 国産小麦にこだわり、弾力ともち
もち感があります レシピ参照

無塩せき
ベーコンスライス 55g 73g 92g 冷蔵 リン酸塩・発色剤を使用せずに作っ

たベーコンです レシピ参照

沖縄県産
生もずく（タレ付） 196g 294g 392g 冷凍 添付のタレをもずくとよく混ぜて

どうぞ

2人用 1,950円  3人用 2,841円  4人用 3,737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。

福島県産米粉入りエビフライ

生スパゲティでナポリタン

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。
160℃に熱した油できつ
ね色になるまで揚げる。

①ピーマン、玉ねぎは細切りにする。
ベーコンは1㎝幅に切る。
②フライパンにオリーブオイルをひ
き、①を炒め、別皿に移しておく。
③同じフライパンにバターを熱し、
Aを入れて温める。
④沸騰したお湯に生スパゲティを入
れ約2分茹でる。
⑤③に②を戻し入れて温め、④のス
パゲティをすくって入れ、全体に
絡める。

福島県産米粉入り
エビフライ…4尾

揚げ油……………………適量
レタス……………………適量

生スパゲティ…2食
無塩せきベーコン…55g

ピーマン………………… 2個
玉ねぎ………………… 1/2個
オリーブオイル…… 大さじ1
バター……………… 大さじ1
　　ケチャップ…… 大さじ8
　　ウスターソース
Ａ　　……………… 大さじ1
　　牛乳…………… 大さじ2
　　砂糖…………… 小さじ1
　　塩、こしょう……各少々

材料� 【約132kcal／1人分】

材料� 【約774kcal／1人分】

基本

基本

ほたての炊き込みご飯
①米は研いで、30分程度
ザルにあげておく。
②人参、レンコンは食べ
やすい大きさに切る。
③炊飯器に①を入れ、添
付のタレを加えてから

いき

ほたての炊き込みご飯
…120g

人参…………………… 1/3本
レンコン……………… 1/4節
米………………………… 2合

材料� 【408kcal／1膳分】

いんげんと大葉の豚肉巻チーズフライ はつ

豚ももスライス…160g
塩、こしょう…………各適量
さやいんげん…………… 2本
大葉………………………適量
カマンベールチーズ……適量
小麦粉……………………適量
卵………………………… 1個
パン粉……………………適量
揚げ油……………………適量

材料� 【約552kcal／1人分】

①豚肉を並べ、軽く塩、こしょうを
しておく。
②さやいんげんは豚肉の幅に合わせ
て切る（約4㎝）。切ったさやいん
げんを皿にのせ、30秒ほどレンジ
で温め、火を通しておく。
③豚肉の上にさやいんげんと棒状に

切ったチーズ、別の肉に同じく大葉と棒状に切った
チーズをのせて巻く。
④小麦粉・卵・パン粉をつけ、熱した油で揚げる。
※乾燥パン粉を使う時は、軽く霧吹きをし、生パン粉
のようにしてから使うとさっくり揚がり、油の吸収
をより少なくできます。

2合分の目盛りまで水を加える。
④③に②と、さっと水洗いをしたほたてを加えて炊
き上げる。
⑤④が炊き上がったら5〜10分蒸らし、大きくかき
混ぜる。

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!

95

105

2

水

木

4/21土

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

子持ち浅羽かれい切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、煮魚にしてどうぞ

ボウズギンポ西京漬け 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

一口いかフリッター 100g 150g 200g 冷凍 170℃〜 180℃の油で揚げてど
うぞ

しらす干し 50g 80g 100g 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 1,487円  3人用 2,128円  4人用 2,678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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産豚もも肉の
やわらか味噌漬 150g 225g 330g 冷凍 解凍後、焦げないようにフライパ

ンで焼いてどうぞ

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

ごはんにぶっかけ昆布 2個 3個 4個 冷凍
解凍後、温かいご飯にのせたり、
納豆に合わせても美味しく頂けま
す

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,503円  3人用 2,192円  4人用 2,769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

甘鯛フィーレ 新商品 4枚 6枚 8枚 冷凍 レシピ参照

野菜餃子 8個 12個 16個 冷凍 食感豊かなザク切りきゃべつを
たっぷり使用した野菜餃子です

ごぼうサラダ
ごま入りマヨネーズ 1袋 2袋 2袋 冷蔵 ごぼうのシャキシャキ食感を存分

に楽しめるサラダです

蔵王の匠が寄せた
手作りおぼろ おすすめ品

1個 2個 2個 冷蔵 冷やしてどうぞ

2人用 1,475円  3人用 2,322円  4人用 2,798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。

豚肉で挟み焼き

甘鯛のソテー

①豚もも薄切りは1枚ずつ
広げ、塩・こしょうを振
りかけておく。
②ピーマンと玉ねぎはみ
じん切りにし軽く炒め、
器に移す。
③スライスチーズはみじん
切りにし、②と合わせる。

①甘鯛フィーレは解凍後、塩・
こしょうをし小麦粉をまぶし
ておく。じゃがいもはよく洗
い、一口大に切って茹で水気
をきる。トマトはみじん切り
にする。
②フライパンにオリーブオイル
を熱し、甘鯛フィーレの両面

④フライパンにサラダ油を薄くひき、①の豚肉の片
面を焼き、取り出す。
⑤④の焼いた面を上にし、③の具材を乗せてくるむ。
⑥フライパンに⑤の巻き終わりを下にして焼き、豚
肉に火が通るようにする。

を焼いて、茹でたじゃがいもと盛り合わせる。
③フライパンにバター、トマトのみじん切り、しょう油を
入れて火にかけ、軽く煮詰める。②のソテーにかける。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

塩、こしょう…………各少々
ピーマン………………… 1個
玉ねぎ………………… 1/4個
スライスチーズ………… 2枚
サラダ油…………………適量

甘鯛フィーレ…4枚
じゃがいも……………… 2個
トマト………………… 1/2個
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………………適量
オリーブオイル… 大さじ1/2
バター……………… 大さじ1
しょう油………… 大さじ1/2

材料� 【約279kcal／1人分】

材料� 【約341kcal／1人分】

基本

基本

しらすとにんにくのチャーハン
①しらすはあらかじめ解
凍しておく。
②にんにくはみじん切
り、小ねぎは小口切り
にする。
③フライパンにサラダ油
を熱し、溶き卵を流し
入れ、半熟になったく
らいで取り出しておく。

いき

しらす干し…50g
鶏卵…4個

にんにく………………… 1片
小ねぎ…………………… 5本
サラダ油………… 大さじ1/2
ごま油……………… 大さじ1
ご飯……………… 茶碗2杯分
塩、こしょう…………各適量
刻みのり…………………適量

材料� 【約652kcal／1人分】

豚肉ボリュームサラダ

①玉ねぎは薄切りにし、レ
タスは一口大にちぎって
水にさらす。豚肉は5㎝位
に切る。

はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

玉ねぎ…………………… 1個
レタス………………… 1/2個
塩…………………… 小さじ1
酒…………………… 大さじ1
にんにく………………… 1片
　　マヨネーズ…… 大さじ2
Ａ　牛乳………… 大さじ1/2　　塩……………………少々
　　こしょう……………少々
揚げ油……………………適量

材料� 【約512kcal／1人分】

②にんにくは薄皮をむき、よく水洗
いをする。1㎜位の厚さに切り分
け160度に熱した油でややこげ茶
色になるまで揚げる。パリッとし
てきたら油から上げ、よく油をき
り、冷ます。

③Aを混ぜてドレッシングを作る。
④沸騰したお湯に塩、酒を加え豚肉を茹でる。
⑤玉ねぎ、レタスの上に豚肉、にんにくをのせ、ドレッ
シングをかけてどうぞ。

④フライパンにごま油を熱し、②のにんにく、小ね
ぎ、しらすを炒める。ご飯と③を加えさらに炒め
る。塩・こしょうで味を調える。
⑤④を皿に盛り、刻みのりを添える。

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!

115

125

3

金

土

4/24火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

下関産マアジ開き 新商品 4枚 6枚 8枚 冷凍
下関漁港にて一番脂のりの良い時期に水揚げされ
たマアジをゼイゴ・中骨・腹骨を除去しました。
塩焼き、天ぷら、ソテー、フライなどにしてどうぞ”

沖ギス丸干し 6尾 8尾 10尾 冷凍
解凍後、中火のグリルでじっくりと
焼いてどうぞ。中骨が気になる際は
食べる時に身だけを剝がしてどうぞ

国産やわらかいか
醤油漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

カステラ揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,543円  3人用 2,379円  4人用 2,891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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

マーボー春雨の素 おすすめ品 210g 315g 420g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

肉ごぼう巻 4個 6個 8個 冷凍 フライパンで焼いても油で揚げて
も美味しく頂けます

鶏肉とひじきの
炊き込みご飯の素 2合用 3合用 4合用 冷凍 冷凍のまま炊飯器で炊いてどうぞ

2人用 1,368円  3人用 1,941円  4人用 2,551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

奥入瀬鶏トロ（背肉）
手羽中セット 新商品

200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

塩さば切身 2切 3切 4切 冷凍 ノルウェー産の脂のりのよいサバ
です。焼魚でどうぞ

サックリほくほく
道産牛コロッケ 新商品

2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

国産大豆三角油揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,162円  3人用 1,848円  4人用 2,272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。

鶏肉と三角油揚げの煮物

さっくりホクホク道産牛コロッケ

①三角油揚げ、大根、人参
は食べやすい大きさに
切る。
②鍋にサラダ油を熱し、奥
入瀬鶏トロ手羽中セッ
トの皮目から炒める。
焼き目がついたら、大
根、人参も加えて全体を
炒める。
③②に水を加えて、野菜が
やわらかくなるまで煮
る。

ホクホクの北海道産馬鈴薯と北海道産牛肉をたっ
ぷり炒め合わせたコロッケです。凍ったまま175〜
180℃の油で約6分間揚げてください。

④③に三角油揚げ、酒、しょう油、砂糖、みりんを加
え、味が染みるまで煮込む。最後に塩、こしょう
で調味する。

奥入瀬鶏トロ（背肉）
手羽中セット…200g

国産大豆三角油揚げ…1枚
大根…………………… 1/4本
人参…………………… 1/2本
水…………………… 2カップ
酒…………………… 大さじ2
しょう油…………… 大さじ4
砂糖………………… 大さじ2
みりん……………… 大さじ2
サラダ油…………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々

材料� 【約547kcal／1人分】

基本

基本

カステラ揚げのチーズはさみ焼き
①カステラ揚げは4等分
にしてスライスチーズ
が挟めるように切り込
みを入れる。
②①に大葉と半分に切っ
たスライスチーズを挟
む。

いき

カステラ揚げ…1枚
スライスチーズ………… 2枚
大葉……………………… 4枚
ポン酢………………お好みで
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約252kcal／1人分】

豚肉と春キャベツのふんわりお好み焼き風
①キャベツはせん切りにす
る。
②ボールにAを混ぜ合わせ、
①のキャベツを入れて混
ぜる。
③熱したフライパンにサラ
ダ油をしき、②を円形に
4等分にして蓋をし、蒸し
焼きにする。焼き色が付
いたら豚肉を1個に対して
フライパンに2枚しき、焼

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ……………… 100g
中濃ソース………………適量
マヨネーズ………………適量
かつお節………………… 1袋
青のり……………………適量
サラダ油…………… 大さじ2
　　小麦粉…………… 100g
Ａ　水………………… 120㏄　　かつおだし…… 小さじ1
　　卵…………………… 1個

材料� 【約752kcal／1人分】

き色が付いていない面をのせ、更に蒸し焼きにする。
④皿に③を盛り付け、お好みで中濃ソースとマヨネー
ズ、かつお節、青のりをかける。

③熱したフライパンにサラダ油をしき、②を入れ、
両面に程よく色が付く程度に焼く。
④③を皿に盛り付け、お好みでポン酢をつけてどう
ぞ。

【約205kcal／1人分】

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド食事バランスガイド



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

ＪＡ会津よつば
●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!

145

155

4

月

火

4/24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

冷凍さんま 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

ナメタガレイ
昆布仕込み（焼魚用） 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火でじっくりと焼いて

どうぞ

カラフトししゃも
磯辺フリッター 150g 200g 200g 冷凍 冷凍のまま、一度油で揚げてどう

ぞ

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

食材油揚げ 2枚 4枚 4枚 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,657円  3人用 2,188円  4人用 2,567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

豚肉とエリンギの
カレー炒め 180g 225g 270g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

国産大豆使用揚げ出し
豆腐セット（つゆ付き） 212g 318g 424g 冷凍

170℃の油で揚げてどうぞ。お好み
で大根おろし、かつお節、おろししょ
うが、青ねぎを添えてどうぞ

チーズフリッター 100g 150g 200g 冷凍 人気商品です！油で揚げてどうぞ

マカロニサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 お好みの野菜と一緒にどうぞ

2人用 1,667円  3人用 2,332円  4人用 2,880円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

牛ごぼう
ひつまぶしの素 おすすめ品

180g 225g 270g 冷凍 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

日向夏ドレッシングで
食べる鶏フリッター 新商品

160g 185g 240g 冷凍 レシピ参照

さっぱり海藻サラダ 5g 8g 12g 常温 レシピ参照

新潟産
うす味なめこ 新商品

100g 200g 200g 常温 新鮮な「なめこ」をうすく下味しま
した。味噌汁や和え物にどうぞ

2人用 1,810円  3人用 2,432円  4人用 2,995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。

牛ごぼうひつまぶし

日向夏ドレッシングで食べる鶏フリッターと海藻サラダ

牛肉とごぼうの千切りを甘口のタレに漬け込んであ
ります。
①牛ごぼうひつまぶしの素は解凍後鍋に移し、煮詰
める。
②温かいご飯に①を混ぜる。

①さっぱり海藻サラダは
水につけて戻し、水気を
きっておく。大根は細
切りにし、かいわれは
根元を切り落とす。
②①と、電子レンジで温め
た鶏フリッターを器に

盛り合わせ、添付の日向夏ドレッシングをかける。

日向夏ドレッシングで
　食べる鶏フリッター…160g

さっぱり海藻サラダ…5g
大根（または玉ねぎ）……適量
かいわれ…………………適量

材料� 【約166kcal／1人分】

基本

基本

油揚げのじゃが明太はさみ焼き
①無着色辛子明太子はあ
らかじめ解凍しておく。
②油揚げは半分に切り、
袋状にする。
③マヨネーズと粒マス
タードは合わせておく。
④じゃがいもは皮を剥い

いき

無着色辛子明太子…70g
食材油揚げ…2枚

じゃがいも……………… 2個
マヨネーズ………… 大さじ3
粒マスタード……………適宜

材料� 【約528kcal／1人分】

お酢でさっぱり！鶏のみぞれ煮
①鶏肉はあらかじめ解凍し
ておく。解凍した鶏肉に
フォークで穴を開け、食
べやすい大きさに切り、
下味用の酒をふりかけ30
分程、冷蔵庫で置く。
②フライパンにサラダ油を
ひき、鶏肉の皮目がパリッ
とするように両面火を通
す。
③②にAを加え、鶏肉にしっ
かりと火が通るまで煮る。

はつ

菜彩鶏もも肉…200g
刻みねぎ…………………適量
酒（下味用）………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
　　大根おろし……… 200g
　　酢………………… 30㏄
　　水………………… 30㏄
Ａ　砂糖　……… 大さじ1/2　　みりん………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
　　オイスターソース
　　　…………… 小さじ1/2

材料� 【約348kcal／1人分】

④③を皿に盛り付けて、ねぎを散らす。

て茹で、潰す。じゃがいもが熱いうちに皮を除い
た①と③を入れて混ぜ、4等分にし、油揚げに詰
める。
⑤熱したフライパンに④を入れ、油揚げがカリッと
して程よく色が付くまで焼く。

【約420kcal／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



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!

165

175

5

水

木

4/26木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

三陸・宮古の
真いかぶっかけ丼 おすすめ品

100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

肉ごぼう巻 4個 6個 8個 冷凍 フライパンで焼いても油で揚げて
も美味しく頂けます

くるみ入生炊き
しらす佃煮 おすすめ品

60g 80g 100g 冷蔵
通常の佃煮は乾燥物を使用します
が、生から一気に製品に仕上げた
「生炊き」の佃煮です

2人用 1,477円  3人用 2,037円  4人用 2,605円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

天然ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 照焼きにしてどうぞ

にしん昆布干し 8切 12切 12切 冷凍
解凍後、フライパンに油をひかず
に焼き、お好みで大根おろしをの
せてどうぞ

大きな海鮮しゅうまい
（ホタテ） 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど

うぞ

数の子わさび 120g 120g 120g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,502円  3人用 1,989円  4人用 2,321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

奥入瀬鶏トロ（背肉）
オリーブオイル焼き
（にんにく入り）

200g 300g 400g 冷凍
解凍後、フライパンに油をひかず
に、お好みの野菜と一緒に炒めて
どうぞ

チキン南蛮風ソテー
（タルタルソース付） 230g 320g 460g 冷凍 解凍後、フライパンで焼き、添付のタ

ルタルソースをかけてどうぞ

サックリほくほく
道産牛コロッケ 新商品

2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま175℃〜 180℃の油
で揚げてどうぞ

2人用 1,495円  3人用 2,100円  4人用 2,699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。

豚肉とスナップエンドウのドレッシング炒め

三陸・宮古の真いかぶっかけ丼

①スナップエンドウは筋
を取り、ラップに並べ
て包み、電子レンジで約
20秒加熱し、半分に切
る。
②フライパンで豚肩小間
肉を炒めて塩をふり、①

お刺身用のスルメイカを原料に特製のタレに漬け込
みました。中袋のまま解凍後、温かいご飯にかけて
どうぞ。
※刻みのりや刻みねぎを乗せる。

を加えてドレッシングで調味する。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

スナップエンドウ……… 7本
ドレッシング……… 大さじ1
塩…………………………少々

材料� 【約201kcal／1人分】

基本

基本

春野菜と数の子わさび和え
①数の子わさびはあらか
じめ解凍しておく。
②玉ねぎは薄切りにして
水にさらし、スナップ
エンドウは筋を取り、
塩茹でする。

いき

数の子わさび　60g
玉ねぎ………………… 1/4個
スナップエンドウ…… 10本
マヨネーズ………… 大さじ2
塩…………………… 小さじ1

材料� 【約136kcal／1人分】

キャベツと食べる豚肉甘辛炒め
①キャベツはせん切りにし
て器に盛る。
②玉ねぎは薄切りにし、豚
肉は食べやすい大きさに
切る。Aは合わせておく。
③熱したフライパンにサラ
ダ油をしき、豚肉を並べ、
焼き色が付いたら裏返
し、玉ねぎを加えて炒め
る。豚肉に火が通ったら

はつ

麓山高原豚
ももスライス…150g

キャベツ……………… 1/4個
玉ねぎ………………… 1/2個
サラダ油…………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1
　　おろしにんにく… 1片分

材料� 【約380kcal／1人分】

③ボールに数の子わさびとよく水切りをした②、マ
ヨネーズを入れて混ぜ合わせる。

Aを加えて炒め、①に盛りつける。

【約375kcal／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!

185

195

6

金

土

5/8火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

こがねかれい 2尾 3尾 4尾 冷凍 煮付けや唐揚げにしてどうぞ

シルバー京風味噌漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

はたはたみりん干し 70g 100g 140g 冷凍
解凍後、オーブントースターで軽
く焦げ目がつく程度に焼いてどう
ぞ

ベビーホタテ 100g 150g 150g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,560円  3人用 2,189円  4人用 2,741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 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産若鶏の
柚子胡椒焼き 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

肉だんご 150g 300g 300g 冷凍 焼いても揚げても美味しく頂けま
す

金山寺みそまんじゅう 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

2人用 1,540円  3人用 2,133円  4人用 2,575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

国産鶏もも肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

下関産マアジ開き 新商品 4枚 6枚 8枚 冷凍
下関漁港にて一番脂のりの良い時期に
水揚げされたマアジをゼイゴ・中骨・
腹骨を除去しました レシピ参照

チーズ入り
いかバーグ 新商品

4個 6個 8個 冷凍
国内産のイカを加えた生地の中にペー
スト状のチーズを入れました。フライ
パンやレンジ調理も可能です

鳴門産茎わかめ
やわらか煮 おすすめ品

60g 80g 100g 冷凍
鳴門産わかめの茎の部分をカット
して、圧力釜で柔らかく煮込みま
した

まいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,420円  3人用 1,896円  4人用 2,343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。

鶏肉のハニーマスタード焼き

あじとまいたけの天ぷら

①鶏肉は一口大に切り、
塩、こしょうをふる。
②レタスはザク切リにし
て水にさらし、人参は千
切り、ミニトマトは2等
分に切る。
③フライパンにサラダ油
を入れて熱し、鶏肉を皮
目から焼いて焼き目が
ついたら裏返して焼く。
④③にAを加えて蓋をし、

①マアジ開きは解凍後、紙
タオルで水気をきって
おく。まいたけは小房
に分ける。
②天ぷら粉を冷水で溶き、
170℃に熱した油で青
じそ、まいたけ、マアジ
の順にカラリと揚げる。

弱火で3〜4分蒸し焼きする。
⑤器に④を盛り、水気をきった②をのせる。

国産鶏もも肉…200g
レタス……………… 2〜3枚
人参……………………… 20g
ミニトマト……………… 4個
イタリアンパセリ………適量
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　はちみつ……… 大さじ1
　　からし………… 大さじ1
Ａ　しょう油…… 大さじ1/2
　　酒……………… 大さじ2
　　水……………… 大さじ1

下関産マアジ開き…4枚
まいたけ…1p

青じそ…………………… 4枚
天ぷら粉…………………適量
揚げ油……………………適量

材料� 【約338kcal／1人分】

材料� 【約545kcal／1人分】

基本

基本

帆立の春ポテトグラタン
①ベビーホタテはあらか
じめ解凍しておく。
②じゃがいもは皮を剥
き、薄切りにする。ブ
ロッコリーは一口大に
切り、それぞれ耐熱容
器に入れ電子レンジ
（600W）で約2分加熱
する（火が通るまで調節
してください）。
③フライパンにみじん切

いき

ベビーホタテ…100g
じゃがいも……………… 2個
茹で卵…………………… 2個
ブロッコリー…………… 50g
玉ねぎ（みじん切り）… 1/2個
バター…………………… 20g
小麦粉…………… 大さじ2強
牛乳…………………… 500㎖
顆粒コンソメ……… 小さじ2
塩、こしょう…………各少々
ピザ用チーズ…………… 30g

材料� 【約619kcal／1人分】

ピーマンの豚肉巻きにんにく塩だれ
①ピーマンは縦に細切り、
人参は5㎜幅のせん切り
にする。
②豚肉には塩、こしょうで
下味を付ける。
③②の豚肉でピーマンと人
参を巻く。
④熱したフライパンにサラ
ダ油をしき、にんにくを
炒め、香りが出てきたら

はつ

麓山高原豚
ローススライス…150g

ピーマン……………… 100g
人参…………………… 100g
おろしにんにく　… 小さじ1
鶏ガラスープの素
　………………… 小さじ1/2
酒…………………… 大さじ2
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約338kcal／1人分】

③の巻き終わりを下にして転がしながら全体を焼
き、蓋をして蒸し焼きにする。
⑤④に火が通ったら、鶏ガラスープの素、酒を入れて、
強火で全体を煮絡める。

りにした玉ねぎ、バター、バター
の上にかぶさるように小麦粉を
のせ、点火する。弱火でじっく
りと玉ねぎに火が通るまで加熱
し、火を止め、牛乳を少しずつ
加えて混ぜていく。混ぜ切った

ら、①を入れ、再び火をつけ、コンソメ、塩、こしょ
うで味付けし、沸々するまで加熱する。
④グラタン皿に②のじゃがいもを敷き並べ、③の
ソースを流し入れ、茹で卵やブロッコリー、チー
ズを並べる。
⑤オーブントースターで約20分焼く。

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!

215

225

7

月

火

5/10木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

船凍マグロ腹身
（焼物用） 2切 3切 4切 冷凍

解凍後、塩こしょうをふり、中火
のグリルでじっくりと焼いてどう
ぞ

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

フライパンで
あじ南蛮漬け 120g 150g 180g 冷凍 レシピ参照

チーズ入り
いかバーグ 新商品

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 1,571円  3人用 2,236円  4人用 2,865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
バラスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

合挽きハンバーグ
（タレ付き） 300g 450g 600g 冷凍 解凍後、フライパンで両面を焼き、

添付のタレをかけてどうぞ

ほうれん草と
チーズのチキンフライ 2個 3個 4個 冷凍

国産の鶏肉ミンチで国産ほうれん草
入りチーズソースを包んだフライで
す。電子レンジで温めてどうぞ

生ウインナー
（あらびき） 2本 3本 4本 冷凍

リン酸塩や化学調味料不使用の肉汁たっ
ぷりの生ウインナーです。一度ボイル
後、フライパンで焼いてどうぞ

無添加焼ちくわ 1本 2本 2本 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,513円  3人用 2,265円  4人用 2,817円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚ひき肉 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

しまほっけ切身
塩麹漬け 新商品

2切 3切 4切 冷凍
塩麹をふき取ってから強火で皮目
を下にして約5分、ひっくり返し
て約3分焼いてください

数の子わさび 120g 120g 120g 冷凍
数の子と大根、きゅうりをわさび
風味の酒粕に漬込みました。解凍
後そのままどうぞ

鶏肉とひじきの
炊き込みご飯の素 2合用 3合用 4合用 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 1,599円  3人用 2,156円  4人用 2,641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。

豚ひき肉入りお焼き

鶏肉とひじきの炊き込みご飯

あじ南蛮漬け

豚肉とちくわのチーズ揚げ

①青じそは細切り、小ねぎ
は小口切りにする。
②ボウルに卵を割りほぐ
し、解凍した豚ひき肉、
①、Aをよく混ぜ合わせ
る。
③フライパンにサラダ油
を熱し、②を流し入れ弱
火でじっくりと火を通

鶏肉・ひじき・人参が入っ
た炊き込みご飯の素です。
①米をとぎ、2合分の水加
減にする。冷凍のまま
炊き込みご飯の素を加
えて炊く。

①人参はせん切り、玉ねぎ
は薄切りにして水にさ
らしておく。貝割れ菜
は根元を落とす。野菜
は添付のタレに漬けて
おく。
②フライパンに少し多め

①ちくわは縦に切り込み
を入れ、1枚を半分に
切ったスライスチーズ
をちくわの中に入れる。
②①に豚肉を巻き、片栗粉
をまぶして、油で揚げ
る。

す。表面までかたまったら裏返し焼き目をつける。
④③を食べやすい大きさに切り、器に盛る。
お好みで、ケチャップをつけてどうぞ。

の油（約1㎝）を入れ、冷凍のまま、あじを両面焼く。
③②を熱いうちに①のタレを合わせる。

③②を食べやすい大きさに切り、お好みのソースを
つけてどうぞ。

麓山高原豚ひき肉…150g
卵………………………… 3個
青じそ…………………… 5枚
小ねぎ…………………… 5本
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　みりん……… 大さじ1/2
サラダ油………… 大さじ1/2
ケチャップ…………お好みで

鶏肉とひじきの炊き込み
ご飯の素…2合用

米………………………… 2合

材料� 【約415kcal／1人分】

材料� 【約390kcal／1膳分】

基本

基本

いき

はつ

フライパンで
あじ南蛮漬け…120g

人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/4個
貝割れ菜……………… 1/4株
揚げ油……………………適量

麓山高原豚
バラスライス…150g

無添加焼ちくわ…1本
スライスチーズ………… 1枚
片栗粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量

材料� 【約241kcal／1人分】

材料� 【約547kcal／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!

235

245

8

水

木

5/12土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

豚プルコギ
（デジプルコギ） 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

鮭切身（うす塩味） 2切 3切 4切 冷凍
ロシアで獲れた鮭を低濃度の塩水
に漬込み切身にしました。焼魚で
どうぞ

無頭バナメイエビ 100g 200g 300g 冷凍 レシピ参照

エーコープ
手作りつくだ煮 1袋 1袋 1袋 常温 混ぜ合わせるだけで手軽でおいし

い佃煮が作れます

2人用 1,591円  3人用 2,208円  4人用 2,815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

真たら切身 2切 3切 4切 冷凍 煮付けやフライにしてどうぞ

かじきメンチカツ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど
うぞ

ふっくら蒸し豆腐
和風あんかけ 190g 300g 380g 冷凍 揚げても蒸しても美味しく頂けま

す。添付のタレをかけてどうぞ

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

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,547円  3人用 2,165円  4人用 2,757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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

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も
も肉と甘辛味噌ダレのセットです。厚
揚げと一緒に使用してどうぞ

ささみのサクサク揚げ 150g 200g 200g 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど
うぞ

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用と合わ
せてどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,582円  3人用 2,130円  4人用 2,557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。

豚プルコギ（デジプルコギ）

えびのマヨネーズ和え

韓国語で「プル」は「火」、
「コギ」は「お肉」。豚肉を
使ったものはデジプルコ
ギと言います。
①豚プルコギは解凍して
おく。玉ねぎ、人参は細
切りにする。

①えびは殻をむき、背に切れ目を入れて
背わたをとる。
②玉ねぎは薄くスライスしておく。
③①に塩、酒で下味をつけ、片栗粉をまぶ
し、熱湯でさっと下ゆでしてザルにあ
げておく。
④赤ピーマンは種を取って乱切りにする。
⑤鍋にAの材料を入れよく混ぜ、火にかけ
て煮立ったら②、③、④を入れて混ぜ、
とろみがついたら火からおろして小口
切りに切った小ねぎを散らす。

②フライパンにサラダ油を熱し、①を炒め合せる。

豚プルコギ…200g
玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/3本
サラダ油………… 大さじ1/2

無頭バナエイエビ…100g
塩………………… 小さじ1/4
酒………………… 大さじ1/2
片栗粉……………… 大さじ2
玉ねぎ………………… 1/4個
赤ピーマン……………… 1個
小ねぎ…………………… 5本
　　マヨネーズ…… 大さじ3
　　水……………… 大さじ2
Ａ　コンソメの素…小さじ1/2
　　おろしにんにく……小さじ1分
　　粉チーズ……… 大さじ1

材料� 【約250kcal／1人分】

材料� 【約277kcal／1人分】

基本

基本

納豆入り生春巻き
①納豆はたたき刻んで、
Aで調味する。
②きゅうりはせん切りに
する。
③ライスペーパーは少し
水で湿らせ置き、しん
なりさせる。
④③に青じそを1枚並べ
て置き、①、②をのせて
巻く。残り3本も同様に
作る。

いき

食材小粒納豆（2入）…1p
きゅうり………………… 1本
ライスペーパー………… 4枚
青じそ…………………… 4枚
　　ラー油……… 小さじ1/2
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　酢、酒……… 各大さじ1/2
　　砂糖………… 小さじ1/2
　　しょう油　…… 大さじ1
Ｂ　酢、酒……… 各大さじ1/2
　　砂糖………… 小さじ1/2

材料� 【約131kcal／1人分】

豚肉とふんわり卵のオイスターソース炒め

①豚肉は5〜6㎝幅に切る。
チンゲン菜は六つ割りに
して3〜4㎝長さに切る。
しめじは小房に分ける。
卵は溶きほぐす。

はつ

麓山高原豚
肩ローススライス…150g
しめじ…100g

卵………………………… 2個
チンゲン菜……………… 1株
サラダ油、ごま油……各適量
　　オイスターソース、
Ａ　しょう油…… 各大さじ1
　　砂糖………… 小さじ1/2
　　こしょう……………少々
水溶き片栗粉
（片栗粉小さじ1＋水大さじ1）

材料� 【約373kcal／1人分】

②フライパンにサラダ油小さじ1を
熱し、卵を流し入れる。卵のまわ
りが固まりはじめたら木べらで大
きくかき混ぜ、半熟になったら一
度皿に取り出す。
③②のフライパンにサラダ油小さじ
1を足して熱し、豚肉を炒める。色

が変わったらチンゲン菜としめじを加えて炒め合わ
せ、少ししんなりしたら②の卵と、Aを加えて手早
く炒め合わせる。
④水溶き片栗粉でとろみをつけ、仕上げにごま油小さ
じ1/2を回し入れる。

⑤Bを混ぜ合わせてタレを作る。
⑥器に盛り、⑤をつけてどうぞ。

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



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!

255

265

9

金

土

5/15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

トロ赤魚切身 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

いわし味醂漬け 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

フライパンで
海老チーズカツ 4枚 6枚 8枚 冷凍 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

ごぼうサラダ
ごま入りマヨネーズ 1袋 1袋 1袋 冷蔵 フレッシュなごぼうを使用した食

感の良いサラダです　

蔵王の匠が寄せた
手作りおぼろ 1個 2個 2個 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,391円  3人用 1,957円  4人用 2,435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

豚肉と青菜の
中華炒めの素 150g 225g 300g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

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、低温の油でじっくり

と揚げてどうぞ

麻婆豆腐の素 200g 300g 300g 冷凍
たっぷりのひき肉に生姜を効かせ
た香味豊かな麻婆ソースです。木
綿豆腐と合わせてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 麻婆豆腐の素と合わせてどうぞ

2人用 1,476円  3人用 2,155円  4人用 2,543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

氷温造りシルバー切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

直火焼カレールー 100g 170g 170g 常温 中辛です レシピ参照

高菜昆布 180g 180g 180g 冷蔵 冷や奴の薬味にどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 冷や奴にどうぞ

2人用 1,290円  3人用 1,812円  4人用 2,106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。

シルバーのねぎ焼き

カレーライス

①シルバー切身は解凍後
水気をふき取り、塩少々
をふって、アルミホイル
をひいたグリルで片面、
約5分程焼く。
②①を裏返し、空いている

①豚肉に塩、こしょうをし、食べやす
い大きさに切る。野菜は食べやすく
切る。
②フライパンにバターを熱し玉ねぎを
茶色く色づくまで炒め、取り出す。
③鍋にサラダ油を熱して豚肉を炒め、
玉ねぎと人参も加え炒め、水を加え
る。沸騰したらアクを除き、じゃが
いもを加え30分弱火で煮込み、カ
レールーを入れとろみが出るまで煮
込む。

所に4〜5㎝長さに切った長ねぎを入れ、約3分程
焼く。
※焼き時間は、好みで調整して下さい。

氷温造りシルバー切身
…2切

長ねぎ…………………… 1本
塩…………………………少々

麓山高原豚
ももスライス…150g

カレールー…100g
じゃがいも……………… 2個
人参…………………… 1/2本
玉ねぎ…………………… 1個
塩、こしょう…………各適量
バター……………… 大さじ2
水…………………… 4カップ
サラダ油…………………適量
ご飯…………………… 2人分

材料� 【約180kcal／1人分】

材料� 【約702kcal／1人分】

基本

基本

山形のだし風おぼろ豆腐
①オクラは分量外の塩で
軽く揉み、水で洗い、ヘ
タを落とす。
②野菜は全てみじん切り
にする。
③ボールに②とAを入れ、
ねばりが出るまで混ぜ
る。
④③をおぼろ豆腐にかけ
てどうぞ。

いき

蔵王の匠が寄せた
手作りおぼろ…1個

きゅうり……………… 1/2本
オクラ…………………… 3本
ししとう………………… 3本
みょうが………………… 2個
大葉……………………… 3枚
Ａ　かつお節………………1g　　しょう油……… 小さじ2

材料� 【約121kcal／1人分】

豚肉とはるさめの甘辛炒め

①人参は縦細切りに、ニラ
は4〜5㎝長さに、玉ねぎ
は縦薄切りにする。
②フライパンにごま油小さ
じ1を熱し、豚肉と玉ねぎ
を炒めて、塩、こしょう
各少々をふる。玉ねぎが
しんなりしてきたら人参

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

人参…………………… 1/2本
ニラ…………………… 1/4わ
玉ねぎ………………… 1/4個
緑豆はるさめ…………… 30g
ごま油、塩、こしょう
　………………………各適量
　　おろしにんにく
　　　……………… 1/2片分
　　おろししょうが
Ａ　　…………… 1/2かけ分
　　白いりごま…… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ3
　　しょう油……… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1

材料� 【約383kcal／1人分】

を加えてさっと炒める。
③②にAを回し入れてさっと炒め合
わせ、水1カップを加える。はるさ
めは食べやすい長さに折って水で
もどさずに加え、ほぐしながら2
〜3分煮る。

④③のはるさめが柔らかくなったら、ニラを加えて
さっと混ぜる。

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド



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

ＪＡ会津よつば
●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!

285

295

10

月

火

5/17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

冷凍さんま 2尾 3尾 4尾 冷凍 昨年9月に漁獲された大型サイズ
のさんまです

マーボー春雨の素 おすすめ品 210g 260g 315g 冷凍
豚肉、春雨をたっぷりと使った
マーボー春雨の素です。玉ねぎ、
ピーマンと炒め合せてどうぞ

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍
リン酸塩・発色剤を使用しない
JAふれあい食材オリジナルの明
太子です レシピ参照

2人用 1,692円  3人用 2,111円  4人用 2,536円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

塩さば切身 2切 3切 4切 冷凍 脂のり抜群のさばです。解凍後、
中火のグリルで焼いてどうぞ

カジキ照焼 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

お魚ソーセージとポテト
のカレーチーズセット 235g 370g 470g 冷凍 レシピ参照

沖縄県産
生もずく（タレ付） 196g 294ｇ 392g 冷凍 添付のタレをもずくとよく混ぜて

どうぞ

2人用 1,432円  3人用 2,052円  4人用 2,686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

国産豚ロース肉
塩こうじ漬け 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

国産手羽中
りんごタレ焼き 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

ミニ串カツ 4本 6本 8本 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど
うぞ

日向夏ドレッシングで
食べる鶏フリッター 新商品

160g 240g 320g 冷凍
電子レンジで温め、お好みの野菜
と一緒に添付のドレッシングをか
けてどうぞ

2人用 1,585円  3人用 2,238円  4人用 2,942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。

春野菜煮

明太子とキャベツの洋風びたし

①うどは薄く皮をむき、5
㎝長さのマッチ棒より
太めのせん切りにし、酢
少々を加えた水に放し
てアク抜きをする。竹
の子は穂先の部分を5㎝
ほど切って薄切りにし、
下の部分は5㎜厚さの細
切りにする。
②アスパラは根元の堅い
部分を除き、5㎝長さに

①キャベツは芯を除いて
３㎝幅のざく切りにし、
熱湯でしんなりするま
で茹で、水にとってから
水気をきる。明太子は
薄皮を除いておく。

切り、穂先は縦2つに割り、軸は縦4〜6つ割りにす
る。三つ葉も5㎝長さに切る。
③熱湯に塩少々を加えて豚肉を1枚ずつ色が変わる
まで茹でる。
④鍋にAの調味料を合わせてひと煮立ちさせ、③の肉
を加える。竹の子、アスパラを入れてひと煮立ち
させ、うどを加えてさっと煮、火を止める。三つ
葉を加えて混ぜ合わせ、器に盛る。

②Ａの調味料と①の明太子を混ぜ合わせておく。
③キャベツの水気を絞り②で和える。

麓山高原豚肩切落し
…150g

うど…………………… 1/4本
酢…………………………少々
ゆで竹の子……………… 50g
アスパラガス…………… 2本
三つ葉………………… 1/2束
　　だし汁………… 1カップ
　　酒……… 大さじ1と1/2
Ａ　みりん・しょう油
　　　………… 各大さじ1/2
　　塩……………… 小さじ1

無着色辛子明太子…70g
キャベツ……………… 1/4個
　　酢……………… 大さじ3
Ａ　サラダ油……… 大さじ2
　　こしょう……………少々

材料� 【約220kcal／1人分】

材料� 【約217kcal／1人分】

基本

基本

お魚ソーセージとポテトのカレーチーズ炒め
①お魚ソーセージとポテ
トのカレーチーズセッ
トはあらかじめ解凍し
ておく。
②熱したフライパンにサ
ラダ油を入れ、①と食

いき

お魚ソーセージとポテトの
カレーチーズセット…235g

人参…………………… 1/4本
玉ねぎ………………… 1/2個
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約200kcal／1人分】

国産豚ロース肉塩こうじ漬け
①豚肉はあらかじめ解凍し
ておく。
②熱したフライパンにサラ
ダ油をしき、①を両面焼
き、盛り付ける。

はつ

国産豚ロース肉
塩こうじ漬け…2枚

サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約249kcal／1人分】

べやすい大きさに切った人参、玉ねぎを入れて炒
める。
③②に火が通ったら、添付のカレーチーズソースを
炒め絡める。

食事バランスガイド 食事バランスガイド

食事バランスガイド

食事バランスガイド



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!

305

315

11

水

木

5/19土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

あじ開き干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

新巻鮭粕漬け 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

無頭バナメイエビ 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

シーフードサラダ 70g 100g 150g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に和えてどう
ぞ

2人用 1,472円  3人用 2,213円  4人用 2,762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 お好みの野菜と肉巻きにしてどう

ぞ

豚肉のピカタ
（磯辺風味） 170g 255g 340g 冷凍 豚肉にあおさの唐揚げ液を合わせたピ

カタの素です レシピ参照

ごぼうのピリ辛炒め 145g 200g 230g 冷凍
フライパンに多めの油をひき、揚
げ焼きにした後、添付のタレを絡
めてどうぞ

蔵王の匠が寄せた
手作りおぼろ 1個 2個 2個 冷蔵 国産大豆使用

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,609円  3人用 2,232円  4人用 2,654円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ヒレカツ（衣付） 4枚 6枚 8枚 冷凍 冷凍のまま、きつね色に揚げて下
さい

国産天然ぶりのみそ漬 2切 3切 4切 冷凍
脂のある国産の天然ぶりを甘いつぶ味噌にじっくり漬け込みまし
た。味噌を軽く拭き取りグリルやフライパンで弱火〜中火で焼いて
ください。フライパンの場合は少量の油をひいてから焼いてどうぞ

黒豚入りシュウマイ 4個 6個 8個 冷凍
通常の豚肉と黒豚肉を配合、かくし味にホタテ
エキスと干し海老を使用したジャンボタイプの
しゅうまいです、蒸しても揚げても

しらす干し 50g 100g 100g 冷凍 レシピ参照

冷凍あさり 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,534円  3人用 2,337円  4人用 2,952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。

ほうれん草としらすの二杯酢

あさりと絹さやの酒蒸し

①ほうれん草は熱湯で
さっと茹でて冷水にと
り、水気をよく絞って4
〜5㎝長さに切る。しら
す干しはざるにのせ、熱
湯を回しかけ、水気をき
る。

①絹さやは筋を取り、唐辛
子は小口切りにする。
②フライパンに冷凍のま
まあさりを入れ、①と酒
を加えて強火で蒸す。
③あさりの口が開いたら
塩をふり、味を調える。

②ボウルにほうれん草、しらす干しを加え、Aを加
えて混ぜ合わせる。

しらす干し…50g
ほうれん草…………… 1/4束
　　酢…………… 大さじ1/2
Ａ　塩…………… 小さじ1/4
　　しょう油……… 小さじ1

冷凍あさり…100g
絹さや…………………… 25g
唐辛子………………… 1/2本
酒…………………… 大さじ3
塩…………………………少々

材料� 【約76kcal／1人分】

材料� 【約44kcal／1人分】

基本

基本

エビのオクラたっぷりトマト煮込み

①バナメイエビはあらか
じめ解凍して殻と背わ
たを取る。
②オクラは輪切りにした
後、熱したフライパン

いき

無頭バナメイエビ…100g
オクラ………………… 100g
玉ねぎ………………… 1/2個
ピーマン………………… 2個
にんにく………………… 2片
トマト水煮缶（汁を切る）…1缶
水……………………… 150㏄
固形コンソメ…………… 1個
バター…………………… 40g
ウスターソース…… 小さじ2
砂糖………………… 小さじ2
こしょう…………………少々
小麦粉……………… 大さじ1
ご飯……………… 茶碗2杯分

材料� 【約717kcal／1人分】

豚肉のピカタ
①豚肉のピカタはあらかじ
め解凍しておく。
②ボールに卵を割りほぐ
し、①を1枚ずつはがし、
卵と混ぜる。
③熱したフライパンに油を
ひき、②を両面焼く。

はつ

豚肉のピカタ
（磯辺風味）…170g

鶏卵…1個
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約239kcal／1人分】

に半量のバターを入れて炒め、
一度取り出す。
③玉ねぎ、ピーマン、にんにくをみ
じん切りにして②のフライパン
に残りのバターを入れ、炒める。
④③に小麦粉を加え、1分炒めた
ら、水150㏄を加える。

⑤④に固形コンソメ、②、トマトの水煮、こしょう
を加え、弱火で10分煮る。
⑥⑤に①を入れて5分程煮込み、ウスターソース、砂
糖を加えて味を調え、ご飯の上にかける。

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


