
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!

16

26

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

一夜干しかれい 2枚 3枚 4枚 冷凍 クセのない味で焼いても揚げても
煮つけにもできます

フライパンでできる
あじのさっぱりソテー 80g 120g 180g 冷凍 レシピ参照

にらワンタン
（スープ付）おすすめ品

100g 165g 200g 冷凍 お好みの野菜と一緒にスープにし
てどうぞ

2人用 1,353円  3人用 1,967円  4人用 2,561円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

一夜干しかれい 2枚 3枚 4枚 冷凍 クセのない味で焼いても揚げても
煮つけにもできます

さばみりん漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルでじっくり
と焼いてどうぞ

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

かつおご飯の素 100g 160g 160g 常温 レシピ参照

2人用 1,340円  3人用 1,848円  4人用 2,317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

5/22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
バラスライス 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

肉団子の塩炒めセット 110g 180g 220g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

本格中華パリ皮春巻
（国産野菜使用） 4個 6個 8個 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど

うぞ

北海道たらコーン
つまみ 90g 130g 180g 冷凍 焼いても油で揚げても美味しく頂

けます

食材油揚げ 2枚 4枚 4枚 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,318円  3人用 1,926円  4人用 2,444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。

生姜香るかつおの混ぜご飯
①三つ葉は根元を切り落
して3㎝程の長さに切
る。
②炊きたての温かいご飯
にかつおご飯の素、①
を入れて混ぜ合わせる。

いき

かつおご飯の素…100g
三つ葉…………………… 30g
温かいご飯…………… 2合分

材料� 【約196kcal／1膳分】

豚バラの大葉油揚げロール
①油揚げを菜箸で全体的に
押して包丁で切り開く。
②①の上に豚肉を並べ、大
葉を乗せ、巻く。これを
もう1つ作る。
③②に薄力粉をつけ、サラ
ダ油を熱したフライパン
で豚肉に火が入るまで中
火で焼く。
④③の豚肉に火が入ったら
Aを入れて絡ませる。

はつ

麓山高原豚
バラスライス…100g

食材油揚げ…2枚
大葉……………………… 6枚
薄力粉……………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ1

材料� 【約481kcal／1人分】

豚肉とキャベツのさっと煮

フライパンでできるあじのさっぱりソテー

①キャベツと豚バラスラ
イスは食べやすい大き
さに切る。しめじは石
づきを切り、ほぐす。
②鍋にキャベツ、しめじ、
豚バラの順に入れ、そ
の上に水と調味料を入
れて蓋をして中火で約3
分加熱する。
③火が通ったら、器に盛り
黒こしょうをふる。

①フライパンにサラダ油
を熱し、凍ったままのあ
じの両面を中火で３分
ずつ焼く。
②根元を切り落としたか
いわれを皿に敷き、①を
盛る。
③好みで塩、こしょうや
ドレッシングをかける。

麓山高原豚
バラスライス…150g

キャベツ……………… 1/4個
しめじ………………… 1/3袋
水……………………大さじ３
砂糖……………… 小さじ1/2
酒…………… 大さじ1と1/2
みりん……… 大さじ1と1/2
しょう油…… 小さじ1と1/2
黒こしょう………………少々

フライパンでできる
　あじのさっぱりソテー

…80g
かいわれ………… 1/2パック
サラダ油…………………適量
塩、こしょう、ドレッシング
　……………………お好みで

材料� 【約411kcal／1人分】

材料� 【約120kcal／1人分】

基本

基本



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!

46

56

2

月

火

5/24木

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

若鶏のひとくち
ペッパーソテー 200g 300g 400g 冷凍

若鶏の肩小肉をレモン果汁入り塩
だれで漬け込みました。解凍後、
フライパンで焼いてどうぞ

国産鶏と根菜の
平つくね 200g 300g 400g 冷凍 冷凍のまま電子レンジで温めてど

うぞ

かぼちゃコロッケ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま180℃の油で揚げてど
うぞ

2人用 1,435円  3人用 2,073円  4人用 2,653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

赤魚半身 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、焼き魚、照焼きなどにし
てどうぞ

石狩産わかさぎ 100g 100g 150g 冷凍
北海道石狩川で5月の限られた時
期に水揚げされたわかさぎです。
唐揚げや天ぷらにしてどうぞ

沖縄県産もずく入り
ふんわり天ぷら 6個 9個 12個 冷凍

たらのすり身にもずくを加えて天
ぷらにしました。電子レンジで温
めてどうぞ

三陸産めかぶ（タレ付） 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

2人用 1,401円  3人用 2,043円  4人用 2,502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

国産骨取り
サバフィーレ 2枚 3枚 4枚 冷凍

脂のりの良い千葉産のサバを国内
加工で骨取りしました。焼いても
煮ても美味しく頂けます

チーズサンド
フライ 新商品

2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

ハッシュポテト おすすめ品 4個 6個 8個 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

三陸産めかぶ（タレ付） 2個 3個 4個 冷凍 水とお湯に触れさせない特殊な製法
でメカブ本来の味を楽しめます

2人用 1,589円  3人用 2,243円  4人用 2,885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。

豚肉とじゃがいもの味噌炒め

チーズサンドフライ

①Aを混ぜ合わせておく。
じゃがいもは食べやす
い大きさに切り、竹串が
すっと通るまで茹でる。
②いんげんは筋を取り、
さっと茹でる。
③フライパンにバターを
入れ、豚肉を色が変わる
まで炒める。
④③に水気をきったじゃ

国産の豚肉と鶏肉を使用
したソーセージでチーズ
を挟みフライにしました。
凍ったまま、約170℃の油
で4～5分揚げてください。
キャベツのせん切りを添
えてどうぞ。

がいもといんげんを加えてＡを絡める。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

じゃがいも……………… 1個
いんげん…………… 約10本
バター……………… 大さじ1
　　味噌…………… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　みりん………… 小さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
　　しょう油…… 大さじ1/2

チーズサンドフライ
…2個

キャベツ…………………適量
揚げ油……………………適量

材料� 【約338kcal／1人分】

材料� 【約218kcal／1人分】

基本

基本

めかぶのさっぱり和え
①きゅうりは塩を振り、
板ずりをして、さっと
水で洗い流し、輪切り
にし、軽く塩もみをす
る。
②ボールにあらかじめ解

いき

三陸産めかぶ（タレ付）
…2個

きゅうり………………… 1本
せん切り生姜…………… 10g
塩…………………………少々

材料� 【約20kcal／1人分】

具だくさんきんぴら
①ごぼうは皮を包丁の背で
こそげてきれいに洗い、
人参とともに5㎝長さの
細切りにする。ピーマン
は縦半分に切り、横細切
りにする。
②フライパンにサラダ油を
熱し、ごぼうと人参を入
れて1～2分炒め、火が
通ったら豚肉を入れて炒
める。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

ごぼう………………… 1/3本
ピーマン………………… 1個
人参……………………… 5㎝
サラダ油…………… 大さじ1
すり胡麻……………お好みで
　　だし汁…………… 200㏄
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約317kcal／1人分】

③②にピーマンを入れてさっと炒め、Aで味を調える。
お好みですり胡麻をかけてどうぞ。

凍しためかぶとタレ、①、生姜を加えて混ぜる（味
が薄い場合はしょう油などで調整してください）。



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
●㈱JAあぐり
　夢みなみ食材センター
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!

66

76

3

水

木

5/26土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

アブラカレイ切身 2切 3切 4切 冷凍
身質が非常に柔らかく、癖のない
白身魚です。煮付けや塩を振って
塩焼きにどうぞ

ボウズギンポ西京漬 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

お伊勢さんはんぺん 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

帆立貝ひもときのこの
中華和え 100g 100g 120g 常温

北海道産の帆立の貝ひもときのこ
を合わせました。ご飯のお供にど
うぞ

2人用 1,512円  3人用 2,072円  4人用 2,663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

国産豚ばら黒酢炒め 150g 200g 250g 冷凍 お好みの野菜と一緒に炒めてどう
ぞ

餃子ロール 4本 6本 8本 冷凍 ごはんが進む餃子です。フライパ
ンで蒸し焼きにしてどうぞ

生しいたけ 1p 1p 1p 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 1,277円  3人用 1,714円  4人用 2,028円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

チキンスペアリブ
（スパイシー） 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

赤魚みりん漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 焼魚でどうぞ

ねぎと味噌入り
肉餃子 新商品

8個 12個 16個 冷凍 フライパンで焼いてください

本格四川麻婆ソース 220g 440g 440g 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 1,368円  3人用 2,216円  4人用 2,614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。

チキンスペアリブ（スパイシー）

麻婆豆腐

解凍後、フライパン等で焼いてどうぞ。または、片栗
粉をつけて揚げても美味しく頂けます。

①豆腐は水気を切り、大き
めのさいの目、小ねぎは
みじん切りにする。
②フライパンで小ねぎを
炒め、麻婆ソースを入れ
中火で煮立たせる。

③ソースが煮立ったら豆腐を入れ、くずさないよう
にかき混ぜひと煮立ちさせる。

本格四川麻婆ソース
…220g

食材豆腐（木綿）…1丁
小ねぎ…………………… 3本

材料� 【約225kcal／1人分】

基本

基本

はんぺんとチーズの大葉ベーコン巻き
①お伊勢さんはんぺんは
あらかじめ解凍してお
く。
②①は1枚につき4等分に
切る。ベーコンは長さ
を半分（10㎝程度）にす
る。

いき

お伊勢さんはんぺん
…2枚

スライスチーズ………… 1枚
大葉……………………… 8枚
ベーコン………………… 4枚
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約293kcal／1人分】

鶏むね肉と椎茸の味噌炒め
①鶏肉はあらかじめ解凍
し、繊維に沿って細切り
にする。
②ボールに①を入れ、塩、
こしょう、片栗粉を入れ
てよく揉み、30分置く。
③しいたけは石づきを取
り、薄切りにする。
④フライパンにごま油をひ
き、②を炒め、表目の色が

はつ

菜彩鶏むね肉…200g
生しいたけ…1p

塩………………… 小さじ1/4
こしょう…………………少々
片栗粉…………… 小さじ1/2
ごま油……………… 小さじ1
　　みそ…………… 大さじ1
Ａ　しょう油……… 小さじ2
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約259kcal／1人分】

変わってきたら、しいたけを加える。
⑤④の全体に火が通ってきたら、Aを加えて炒める。

③②の切ったはんぺん2枚で4等分に切ったチーズ1
枚を挟む。
④③を大葉とベーコンで巻く。
⑤フライパンにサラダ油をひき、④のベーコンの巻
き終わりの面を下にして焼く。焼き色が付いたら
裏面も焼く。

【約244kcal／1人分】



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!

86

96

4

金

土

5/29火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

甘塩鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

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

調理用するめいか
（下足無） 1尾 2尾 2尾 冷凍 レシピ参照

すり身寄せ（カニ入り） 4個 6個 8個 冷凍
フライパン焼き、電子レンジ加
熱、お好みの野菜と煮物にしても
美味しく頂けます

2人用 1,342円  3人用 2,094円  4人用 2,554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

国産大豆使用
豆腐ハンバーグ
（和風ソース付）

210g 330g 420g 冷凍
解凍後、フライパンでじっくりと
焼き、添付のソースをかけてどう
ぞ

果汁たっぷり豚焼肉 200g 250g 300g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

笹かまぼこ　厚焼き 2枚 3枚 4枚 冷蔵 お好みでわさびしょう油をつけて
どうぞ

2人用 1,421円  3人用 1,935円  4人用 2,408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
豚もも肉のコク旨塩焼き（たれ付） 183g 233g 316g 冷凍 レシピ参照

シマホッケ
ふっくら干し 1枚 2枚 2枚 冷凍

大型の脂ののったシマホッケを塩水
に漬込み、遠赤外線乾燥で余分な水
分をなくしふっくらと仕上げました

サーモンサラダ 80g 100g 120g 冷凍 解凍後そのままどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 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 1,374円  3人用 1,968円  4人用 2,163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。

梨果汁でやわらか豚もも肉のコク旨塩焼き（たれ付）

納豆とアスパラの梅肉あえ

いかリングフリッター

豚肉のしそ巻き

①玉ねぎは薄切り、しめ
じは石づきを切り、ほ
ぐしておく。
②フライパンにサラダ油
を熱し、解凍した豚肉を
炒める。豚肉の色が変
わったら、①を加えて添
付のタレを絡める。

①アスパラガスは根元の
かたい部分を切落し、3
㎝長さに切り（太ければ
縦半分に切る）、塩を加
えて熱湯で茹で、水気を
きっておく。

①するめいかはあらかじ
め解凍して、厚さ1㎝の
輪切りにする。
②①のするめいかに小麦
粉を塗し、割りほぐした
卵に通す。
③熱した揚げ油に②を入
れ揚げる。

①みょうがはみじん切り
にして、マヨネーズ、わ
さびと混ぜておく。
②沸騰したお湯に酒を入
れ、豚肉を茹でる。
③②の余分な水分をキッ
チンペーパー等で拭き
取り、大葉を豚肉の上に
置き、①をのせ、巻く。

※味をみてタレの量を調整してください。

②納豆は添付のタレ、包丁でたたいた梅干しを加え
て混ぜ合せ、①と和える。

④③を皿に盛り付け、レモンを添え、お好みでマヨ
ネーズやケチャップを付けてどうぞ。

梨果汁でやわらか福島県産
　豚もも肉のコク旨塩焼き

（たれ付）…183g
しめじ…50g

玉ねぎ………………… 1/2個
サラダ油…………… 大さじ1

食材小粒納豆（2入）…1p
グリーンアスパラガス… 2本
塩…………………………少々
梅干し（大）……………… 1個

材料� 【約280kcal／1人分】

材料� 【約106kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

調理用するめいか
（下足無）…1尾

卵………………………… 1個
小麦粉……………… 大さじ3
揚げ油……………………適量
レモン（くし切り）…… 1/8個
マヨネーズ、ケチャップ
　…………………各お好みで

麓山高原豚
ももスライス…150g

大葉……………………… 7枚
わさび（おろし）…… 小さじ1
マヨネーズ………… 大さじ3
みょうが………………… 1個
酒…………………… 大さじ3

材料� 【約346kcal／1人分】

材料� 【約362kcal／1人分】



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!

116

126

5

月

火

5/31木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

国産骨取り
サバフィーレ 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

白身魚の甘酢あん 152g 215g 300g 冷凍 レシピ参照

海老入り包み巻 4個 6個 8個 冷凍
国産野菜と魚肉に海老を加えて包
みました。フライパンで蒸し焼き
にしてどうぞ

さんま黒酢煮 120g 150g 150g 冷凍 解凍してどうぞ

2人用 1,686円  3人用 2,258円  4人用 2,801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

麓山高原豚挽肉 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

梨果汁でやわらか福島県産
豚もも肉のコク旨塩焼き（たれ付） 183g 233g 316g 冷凍 好みの野菜と一緒に炒めてどうぞ

直火焼
国産鶏ハラミ（味付） 160g 240g 320g 冷凍

国産若鶏のハラミを直火焼きで焼
き上げました。長ねぎを加えてど
うぞ

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

味付いなり 1袋 2袋 2袋 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,635円  3人用 2,297円  4人用 2,755円  

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

かじき西京漬 新商品 2切 3切 4切 冷凍
黒皮カジキを西京味噌に漬け込み
ました。フライパンで焼いてどう
ぞ

エビチリ春巻 4本 6本 8本 冷凍 人気商品です！油で揚げてどうぞ

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

冷凍あおさのり おすすめ品 100g 100g 100g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,718円  3人用 2,192円  4人用 2,773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。

豚肉のケチャップソテー

あおさのりのスープ

①バットに豚肉を広げ、小
麦粉を両面に薄くまぶ
す。きゅうりは縦半分
に切って斜め薄切りに
し、レタスは食べやすい
大きさにちぎって器に
盛る。
②フライパンにオリーブ
オイル大さじ1/2を熱し
①の豚肉を並べ入れ両
面にこんがりと焼き色
がつくまで焼く。

①かぶは皮をむき、くし型に切る。
②鍋に水と①を入れて沸かし、か
ぶがやわらかくなるまで煮る。
③塩とめんつゆで調味し、溶き卵
を流し入れる。最後にあおさの
りを加える。

③フライパンの余分な油を拭き取り、Aのケチャッ
プだれを作り、ミニトマトとともに加えて炒め合
わせる。

豚ロース厚切り…160g
きゅうり……………… 1/2本
レタス…………………… 3枚
ミニトマト……………… 8個
　　おろしにんにく
　　　…………… 小さじ1/2
　　ケチャップ…… 大さじ3
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　水……………… 大さじ1
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　砂糖………… 小さじ2/3
小麦粉……………………適量
オリーブオイル…………適量

冷凍あおさのり…20g
かぶ……………………… 1個
溶き卵………………… 2個　
塩…………………………少々
めんつゆ……………小さじ１
水……………………… 300㏄

材料� 【約383kcal／1人分】

材料� 【約100kcal／1人分】

基本

基本

白身魚の甘酢あん
①白身魚の甘酢あんは、
あらかじめ解凍してお
く。
②野菜は食べやすい大き
さに切る。
③熱したフライパンにサ

いき

白身魚の甘酢あん…152g
玉ねぎ………………… 1/2個
お好みのピーマン……… 2個
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約202kcal／1人分】

ひき肉いなり含め煮
①豚挽肉はあらかじめ解凍
しておく。
②人参、玉ねぎはみじん切
りにして耐熱容器に入
れ、電子レンジ（500W）
で約1分加熱する。
③ボールに①と②を入れ、
Aで味付けして10等分に
し、味付けいなりに詰める。
④鍋にBを入れ、沸騰させ、
③を入れて蓋をして肉に
火が通るまで煮る。

はつ

麓山高原豚挽肉…150g
味付けいなり…1袋

人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/4個
刻みねぎ……………お好みで
　　塩、こしょう………少々
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
　　だし汁…………… 300㏄
Ｂ　しょう油……… 大さじ3
　　酒……………… 大さじ2

材料� 【約610kcal／1人分】

⑤④を器に盛り付け、お好みでねぎを散らしてどうぞ。

ラダ油をひき、②を入れて炒める。
④③の野菜に火が通ったら①の白身魚を加え、軽く
炒める。
⑤④に添付のタレを入れ、全体に絡める。



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!

136

146

6

水

木

6/2土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

鰹たたき 140g 210g 280g 冷凍 刺身の盛合せでどうぞ

いかソーメン錦糸造り 100g 100g 150g 冷凍 刺身の盛合せでどうぞ

豚味付ホルモン 200g 200g 200g 冷凍 野菜をたっぷり加えて炒めてどう
ぞ

2人用 1,537円  3人用 1,847円  4人用 2,376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

奥入瀬鶏トロ（背肉）
手羽中セット 200g 300g 400g 冷凍 打ち粉をして唐揚げにどうぞ

国産豚ばらにんにく
塩こしょう焼き 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

棒々鶏の素セット 110g 180g 220g 冷凍
解凍後、食べやすい大きさに切
り、お好みの野菜と一緒に添付の
タレをかけてどうぞ

まるごとトマトの
洋風炊き込みごはん 2合用 3合用 4合用 冷凍 トマトを丸ごと入れて炊き込みま

す レシピ参照

2人用 1,474円  3人用 2,068円  4人用 2,648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

ギンポ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

さんまポーポー焼き 2個 3個 4個 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

味付けイカステーキ 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

しめじ 100g 100g 100g 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 1,399円  3人用 2,042円  4人用 2,541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。

豚肉と絹さやのオイスターソース炒め

刺身盛合せ

①豚肉は一口大に切り、
塩、こしょう、酒をから
め、片栗粉をまぶす。
②絹さやは筋を除き、長ね
ぎは1㎝幅の斜め切りに
する。
③赤唐辛子は種を除いて
小口切り、にんにくと
生姜はみじん切りにす
る。
④Aを混ぜ合せる。
⑤多めのサラダ油を140℃
に熱し、①の豚肉を入れ
て表面が白くなったら
取り出し、油をきる。

鰹たたきといかソーメン錦糸造りはそれぞれ解凍
し、盛合せてどうぞ。

⑥フライパンに油を熱し、③を炒め、香りが出たら絹
さやと長ねぎを入れてさっと炒める。色が鮮やか
になったら⑤を加え、④で調味する。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

塩、こしょう…………各少々
酒…………………… 小さじ1
片栗粉……………………適量
絹さや…………………… 40g
長ねぎ………………… 1/2本
赤唐辛子………………… 1本
にんにく……………… 1/2片
生姜…………………… 1/2片
　　オイスターソース
　　　…………… 大さじ1/2
Ａ　酒、しょう油
　　　………… 各大さじ1/2
　　こしょう……………少々
サラダ油…………………適量

材料� 【約283kcal／1人分】

基本

基本

ギンポの和風ムニエル いき

ギンポ切身…2切
しめじ…100g

玉ねぎ………………… 1/4個
塩、こしょう…………各少々
片栗粉……………… 大さじ2
水溶き片栗粉……… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ2
バター…………………… 10g
　　だし汁…………… 100㏄
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん……… 大さじ1/2
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約343kcal／1人分】

まるごとトマトの洋風炊き込みごはん
①トマトはヘタを取り、ま
るごと使用する（ザク切り
にカットしても可能）。
②米は洗米し、釜に米と冷
凍のままの具材とタレを
入れ、水加減を2合の目盛
りに合わせてから①とバ
ターを入れて炊く。

はつ

まるごとトマトの洋風
炊き込みごはん…2合用

米……………………… 2合分
トマト（大）……………… 1個
バター…………………… 10g
刻みパセリ…………お好みで

材料� 【約457kcal／1膳分】

③②が炊き上がったら、トマトとご飯を切るようにほ
ぐし、お好みでパセリを散らしてどうぞ。

①ギンポ切身はあらかじめ解凍して、水気をキッチ
ンペーパー等で拭き取り、塩、こしょうをして後、
片栗粉を塗す。
②玉ねぎは薄切り、しめじは軸を取り、ほぐしておく。
③フライパンにサラダ油を熱し、①を入れ両面こん
がりと焼き、一度皿に移す。
④③のフライパンにバターを入れ、②を炒め、Aで
味付けする。
⑤④に水溶き片栗粉を入れてとろみをつけ、1分程
度煮る。
⑥皿に③と⑤を盛り付ける。

【約124kcal／1人分】



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!

186

196

7

月

火

6/5火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚挽肉 150g 200g 250g 冷凍 お好みの野菜と炒めてどうぞ

新巻鮭切身　　 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ベビーホタテ 100g 150g 150g 冷凍 レシピ参照

鶏そぼろ信田 新商品 2個 3個 4個 冷凍
鶏そぼろを油揚げで包んだ信田で
す。煮る・焼く・電子レンジでの
調理も可能です

2人用 1,424円  3人用 2,024円  4人用 2,437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 お好みの味付けでソテーや生姜焼

きにどうぞ

キムチ豚バラ丼セット 200g 300g 400g 冷凍
豚バラ肉のスライスと白菜キムチ
と甘辛のしょう油ダレのセットで
す レシピ参照

鶏そぼろ信田 新商品 2個 3個 4個 冷凍
鶏そぼろを油揚げで包んだ信田で
す。煮ても揚げても焼いても美味
しく頂けます

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、フライパンで焼い

てどうぞ

2人用 1,525円  3人用 2,212円  4人用 2,535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

縞ほっけ冷風干し
二枚卸 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

氷温造り
シルバー切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど

うぞ

日本海産豆アジ唐揚 100g 150g 150g 冷凍 開いた豆アジに唐揚粉を塗しまし
た レシピ参照

かに風味つみれ 6個 9個 12個 冷凍 フライパンで焼いたり、お吸い物
などにどうぞ

からしマヨ昆布 70g 70g 70g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,601円  3人用 2,418円  4人用 2,657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。

鮭とごぼうの炊き込みご飯

ホタテとほうれん草のレンジ蒸し

①鮭切身は解凍し、熱し
たフライパンで両面を
さっと焼く。
②米を洗い、炊飯器に水を
入れて30分浸す。
③ごぼうはささがきにし
て水にさらし、生姜は千
切りにする。
④②に③とグリーンピー

①えのきは石づきを切り落とし、食べや
すいようにほぐす。ほうれん草は根
元を切り、食べやすい大きさに切る。
②耐熱皿にえのきを広げ、バターを乗せ
る。真ん中にベビーホタテを盛り、
その周りにほうれん草を乗せる。
③全体に軽く塩、こしょうをして、め
んつゆを回しかける。

ス、①をのせ、Aを注いで炊飯する。
⑤炊き上がったら、鮭の骨を取り除いて大きめにほ
ぐし、5分ほど蒸らす。

④ラップをかけ、爪楊枝で2ヵ所穴をあける。電子レンジで約5分
間加熱する。
⑤えのきに火が通ってしんなりとしたら全体を絡める。

新巻鮭切身…2切
ごぼう………………… 1/2本
生姜……………………… 15g
グリーンピース………… 40g
米……………………… 1.5合
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
　　だし汁…………… 300㏄

ベビーホタテ…100g
ほうれん草……………… 50g
えのき…………………… 1袋
めんつゆ…… 大さじ1と1/2
バター……………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々

材料� 【約410kcal／1膳分】

材料� 【約119kcal／1人分】

基本

基本

豆アジ唐揚げ
①冷凍のまま170℃から
180℃の油で揚げる。
②お好みでレモンを絞っ
てどうぞ。

いき

日本海産豆アジ唐揚
…100g

揚げ油……………………適量
レモン（くし切り）…… 1/8個

材料� 【約118kcal／1人分】

キムチ豚バラ丼
①キムチ豚バラ丼セットは
あらかじめ解凍しておく。
②玉ねぎとニラは食べやす
い大きさに切る。
③フライパンに油をひき、
豚肉を炒め、ある程度火
が通ったら玉ねぎ、ニラ、

キムチを加えて更に炒める。具材に火が通ったら添
付のタレを絡めて盛り付けたご飯の上にのせる（添
付のタレは少量ずつ加えて味を調整してください）。

はつ

キムチ豚バラ丼セット
…200g

玉ねぎ………………… 1/2個
ニラ…………………… 1/2束
ご飯…………………… 2膳分
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約624kcal／1人分】



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!

206

216

8

水

木

6/7木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

銚子産天日干しいわし 150g 225g 300g 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

国産骨取り
サバのみそ漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルでじっくり

と焼いてどうぞ

イカフラワーの
チリソースセット 125g 210g 250g 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 1,236円  3人用 1,748円  4人用 2,118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 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

野菜と炒める
中華風肉味噌 220g 330g 440g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

にんにく入り餃子 8個 12個 16個 冷凍
野菜ベースの餡にニンニクを効か
せた餃子です。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 フライパンで焼いてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,332円  3人用 2,002円  4人用 2,504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

北海道産さんま開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 北海道産のサンマを開きました。
焼魚でどうぞ

十六雑穀入り
ハンバーグ 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

からしマヨ昆布 70g 70g 70g 冷蔵 人気商品です！ご飯のお供にどう
ぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,339円  3人用 1,868円  4人用 2,245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。

豚肉と春野菜の味噌炒め

十六雑穀入りハンバーグ

①豚肉は食べやすい大き
さに切り、塩、こしょう
を振ってから、片栗粉を
薄くまぶす。
②じゃがいもは皮つきの
まま5㎜幅に切り、電子
レンジで約2分加熱し、
いんげんは３等分、ピー
マンは乱切りにする。
③フライパンにサラダ油
を半量入れて熱し、①を

国内産十六雑穀を入れたハンバーグです。
フライパンに油をしき、凍ったまま弱火で蓋をして
焼いてどうぞ。

入れて両面焼いて取り出す。
④③に残りのサラダ油を入れ、②を加えて焼き、③を
戻し入れたらAを加えて炒め合わせる。

麓山高原豚
ももスライス…150g

じゃがいも……………… 2個
いんげん………………… 8本
ピーマン（赤・黄）…… 各1個
塩、こしょう…………各少々
片栗粉……………………適量
サラダ油…… 大さじ1と1/2
　　味噌………… 大さじ1/2
Ａ　しょう油…… 大さじ1/2　　砂糖………… 大さじ1/2
　　酒…………… 大さじ1/2

材料� 【約447kcal／1人分】

基本

基本

いかのチリソース炒め
①イカフラワーのチリ
ソースセットはあらか
じめ解凍しておく。
②卵は割りほぐしておく。
③熱したフライパンにサ
ラダ油を大さじ1しき、

いき

イカフラワーの
チリソースセット…125g
鶏卵…2個

サラダ油…………… 大さじ2

材料� 【約217kcal／1人分】

チンジャオロース風炒め物
①豚肉、ピーマンはせん切
りにする。豚肉はAで味
付けする。
②フライパンにごま油を熱
し、刻んだにんにくと生
姜を炒め、香りを出す。
③②に豚肉を加え、火が通っ
たらピーマンを加えて炒
める。
④③にオイスターソースを
加え炒める。味が薄い場

合はしょう油を加えて味を調える。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

ピーマン………………… 4個
刻みにんにく…………… 1片
刻み生姜…………………少々
　　片栗粉………… 小さじ1
Ａ　しょう油……… 小さじ2
　　酒……………… 小さじ2
オイスターソース… 小さじ2
しょう油………… 小さじ1/2
ごま油……………… 大さじ1

材料� 【約301kcal／1人分】

②の卵を流し入れ、半熟の炒り卵を作り、一度皿
に移す。
④③のフライパンに残りのサラダ油を入れ、①のイ
カを炒め、③の炒り卵を戻し、チリソースを入れ
て混ぜる。

【約130kcal／1人分】



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
●㈱JAあぐり
　夢みなみ食材センター
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!

226

236

9

金

土

6/9土

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

トロカレイ（一口大） 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

きびなごフライ
（梅の香） 140g 210g 280g 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど

うぞ

わさび昆布 60g 80g 100g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,267円  3人用 1,696円  4人用 2,126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 200g 250g 冷蔵 野菜炒めにどうぞ

牛とじ丼 180g 270g 360g 冷凍 レシピ参照

十六雑穀入り
ハンバーグ 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま、フライパンで焼いて

どうぞ

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,390円  3人用 1,929円  4人用 2,392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

国産鶏手羽元 4本 6本 8本 冷凍 レシピ参照

赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 煮付けにどうぞ

煮物セット
（さつま揚、ちくわ）新商品

さつま揚2
ちくわ1

さつま揚3
ちくわ2

さつま揚3
ちくわ3 冷凍 レシピ参照

そば実入り
山形のだし おすすめ品

80g 120g 120g 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 1,194円  3人用 1,794円  4人用 2,270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。

鶏手羽元とじゃがいもの煮物

冷や奴

①じゃがいもは皮をむき、
大きめに切る。しいた
けは石づきを切り落し
て半分に切る。煮物セッ
トは解凍後、食べやすい
大きさに切る。
②鍋にごま油をひき、①と
鶏手羽元を入れて炒め、
Ａを加えて煮込む。

豆腐を食べやすい大きさに切り、そば実入り山形だ
しをのせる。

国産鶏手羽元…4本
煮物セット…さつま揚2

　　　　　　　 ちくわ1
じゃがいも……………… 2個
　　しょう油
　　　……… 大さじ1と1/2
Ａ　酒……… 大さじ1と1/2
　　みりん… 大さじ1と1/2
　　砂糖…… 大さじ1と1/2
　　水……… 大さじ1と1/2
ごま油……………… 大さじ1
しいたけ………………… 4枚

材料� 【約503kcal／1人分】

基本

基本

トロカレイの洋風トマト煮込み いき

トロカレイ（一口大）
…150g

なす……………………… 2本
玉ねぎ（みじん切り）… 1/4個
にんにく（みじん切り）
　……………………… 1片分
小麦粉……………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々
オリーブ油………… 大さじ1
ホールトマト………… 200g
固形コンソメ…………… 1個

材料� 【約214kcal／1人分】

牛とじ丼
①牛とじ丼はあらかじめ解
凍しておく。
②玉ねぎは薄切りにする。
③フライパンに①と②を入
れて加熱する。
④③の具材に火が通ったら

割りほぐした卵をまわしいれて蓋をし、蒸し焼きに
する。卵がお好みの固さになったら、ご飯を盛り付
けた器にのせる。

はつ

牛とじ丼…180g
鶏卵…2個

玉ねぎ………………… 1/2個
ご飯…………………… 2膳分

材料� 【約560kcal／1人分】

①トロイカレイはあらかじめ解凍して余分な水分を
キッチンペーパー等で拭き取り、塩、こしょうを
して小麦粉を塗す。
②なすはヘタを取り、輪切りにして水にさらす。
③フライパンにオリーブ油小さじ2を入れ、①と水
分を切った②を色目が付く程度に焼き、皿に取り
出す。
④③のフライパンをキッチンペーパー等できれいに
拭き取り、オリーブ油小さじ1を熱し、にんにく
を炒める。香りが立ったら玉ねぎを炒め、玉ねぎ
が透き通ったらホールトマトをくずしながら加
え、5～6分煮る。③を戻し入れ1～2分煮て、塩、
こしょう、固形コンソメで味を調える。

【約120kcal／1人分】



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!

256

266

10

月

火

6/12火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

やわらかモモトンカツ 2枚 3枚 4枚 冷凍
国産豚モモ肉を使用し、お肉全体にうす味をつけて
お肉の旨味を引き出しました。冷凍のまま180℃に
熱した油で約6分揚げてどうぞ

こがねかれい 2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ2種 参照

マカロニサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 そのままどうぞ

国産五目ご飯の素 180g 180g 360g 常温
国産原料と日光の豊富な名水を
たっぷり使用しじっくり炊き上げ
た炊き込みご飯の素です

2人用 1,473円  3人用 1,952円  4人用 2,752円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ねぎとろ 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、お好みでわさびしょう油
でどうぞ

赤魚白醤油仕込み 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

イカとエビの
チンジャオ風炒め（タレ付） 120g 160g 240g 冷凍 レシピ参照

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 1,475円  3人用 2,029円  4人用 2,691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 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

豚肉の塩こうじ
バター炒め煮 120g 180g 240g 冷凍

豚肉とバター風味の塩こうじタレ
を合わせました。じゃがいもなど
を加えてどうぞ

チーズサンド
フライ 新商品

2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど
うぞ

ポテトサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 レシピ参照

にらワンタン
（スープ付）おすすめ品

100g 165g 200g 冷凍 お好みの野菜と一緒にスープにし
てどうぞ

2人用 1,429円  3人用 2,105円  4人用 2,699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。

こがねかれいのクリーム煮

こがねかれいの野菜あんかけ

①かれいは塩をふって下
味をつける。
②人参は4㎝長さに切って
縦6つに切り面取りす
る。
③ブロッコリーは小房に
分け塩茹でする。
④②の人参を小鍋に入れ、
ひたひたの水、バター、
塩を加えて柔らかくな

①かれいは解凍後片栗粉をまぶし、
170～180℃の油でカラリと揚げ
る。
②人参、生しいたけはせん切りにする。
③Aを鍋に入れて煮立て、②を加え
さっと煮、水溶き片栗粉でとろみを
つける。
④①を器にのせ、③をかける。
※みつ葉を添える。

るまで煮て、③を加え汁気が無くなるまで煮る。
⑤かれいの水気をふいて、小麦粉を薄くまぶす。
⑥フライパンにサラダ油を熱し、⑤のかれいを入れ
て両面を焼き、牛乳を加えて弱火で3～4分煮る。
⑦⑥を器に盛り、パセリのみじん切りをふって、③、
④の野菜を添える。

こがねかれい…2尾
塩………………… 小さじ1/4
人参………………… 大1/4本
ブロッコリー………… 1/4個
バター……………… 小さじ1
塩…………………………少々
小麦粉……………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
牛乳……………… カップ1/2
パセリ……………………少々

こがねかれい…2尾
人参……………………… 3㎝
生しいたけ……………… 1個
片栗粉……………………適量
揚げ油……………………適量
水溶き片栗粉……… 大さじ1
　　だし汁……… 1/3カップ
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　しょう油…大さじ1と1/2
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約273kcal／1人分】

材料� 【約230kcal／1人分】

基本

基本

イカとエビのチンジャオ風炒め
①イカとエビはあらかじ
め解凍して、余分な水
分をキッチンペーパー
等で拭き取っておく。
②野菜は食べやすい大き
さに切る。
③①に片栗粉を塗し、余
分な粉ははらう。

いき

イカとエビのチンジャオ風
炒め（タレ付）…120g

キャベツ……………… 100g
人参…………………… 1/2本
ピーマン………………… 2個
片栗粉……………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約202kcal／1人分】

豚バラのポテサラ巻きフライ
①ポテトサラダは豚肉の枚
数分に分け、豚肉で巻く。
②①を小麦粉、溶き卵、パン
粉の順に付け、熱した油
で揚げる。お好みで中濃
ソースをかけてどうぞ。

はつ

麓山高原豚
バラスライス…100g

ポテトサラダ…120g
小麦粉……………… 大さじ2
溶き卵…………………… 1個
パン粉……………… 大さじ5
揚げ油……………………適量
中濃ソース…………お好みで

材料� 【約743kcal／1人分】

④熱したフライパンにサラダ油をひき、②と③を入
れ、よく炒める。火が通ったら添付のタレを加え、
味を調える。



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!

276

286

11

水

木

6/14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

真あじセミドレス 2尾 3尾 4尾 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

ソフトカツオフライ 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま170℃から180℃の油
で揚げてどうぞ

シーフードミックス 100g 100g 200g 冷凍 レシピ参照

直火焼カレールー
（中辛） 100g 170g 170g 常温 レシピ参照

彩りポテトマカロニ
サラダ 120g 120g 120g 冷蔵 お好みの野菜と一緒にどうぞ

2人用 1,498円  3人用 1,941円  4人用 2,628円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ローススライス 100g 150g 200g 冷蔵 お好みの野菜と肉巻きにしてどう

ぞ

国産鶏肉の
香味野菜塩だれ漬 150g 250g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

ひとくちコロッケ
（男爵） 6個 9個 12個 冷凍 冷凍のまま180℃の油で揚げてど

うぞ

無塩せきベーコン
（スライス） 55g 73g 92g 冷蔵 レシピ参照

まいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,348円  3人用 1,874円  4人用 2,340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

氷温造り
サバの味噌煮 おすすめ品

2切 3切 4切 冷凍
ノルウェー産のサバをじっくりと氷温熟
成し、信州味噌ベースのタレで煮付まし
た。解凍後、湯せんで3分温めてどうぞ

調理用するめいか
（下足無） 1尾 2尾 2尾 冷凍 レシピ参照

国産大豆　肉厚油揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

エリンギ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,229円  3人用 1,983円  4人用 2,223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。

鶏むね肉のチキンナゲット

いかと油揚げの酢味噌和え

①鶏肉は解凍後、エリン
ギと一緒に粗みじん切
りにし、ビニール袋に入
れ、塩麹、卵、小麦粉の
順に加えて揉み込み、均
一になじんだら12等分
にし平らに丸める。
②レタスは大きめにちぎ
り、ラディッシュは２等
分にして切り込みを入

①小ネギはさっと茹でて水気をき
り、4～5㎝長さに切る。
②グリルかフライパンで油揚げと
いかをさっと焼き、薄くスライ
スする。
③Ａを混ぜ合わせ、酢味噌を作る。
④①、②を和え、③の酢味噌をか
ける。

れ、紫玉ねぎは千切りして水にさらす。
③フライパンにサラダ油を入れて180度に熱し、①
を入れてきつね色になるまで4～5分揚げる。
④皿に③を盛り、②をのせ、パセリを添える。

国産鶏むね肉…200g
エリンギ…1本

塩麹………………… 大さじ1
卵………………………… 1個
レタス…………………… 4枚
紫玉ねぎ……………… 1/6個
ラディッシュ…………… 2個
パセリ……………………適量
小麦粉………………大さじ２
揚げ油……………………適量

調理用するめいか…1尾
国産大豆肉厚油揚げ

…1枚
小ネギ…………………… 3本
　　エーコープらっきょう酢
Ａ　　……………… 大さじ3
　　味噌…………… 大さじ2

材料� 【約398kcal／1人分】

材料� 【約261kcal／1人分】

基本

基本

シーフードカレーライス
①シーフードミックスは
あらかじめ解凍し、余
分な水分を切る。
②人参、じゃがいもは皮
を剥き、乱切りにする。
玉ねぎは皮を剥き、く
し切りにする。
③鍋にサラダ油をひき、
野菜を入れて炒め、あ
る程度しんなりしてき

いき

シーフードミックス
…100g

直火焼カレールー
（中辛）…100g

じゃがいも……………… 1個
人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/4個
水……………………… 500㏄
サラダ油…………… 大さじ1
ご飯…………………… 2膳分

材料� 【約775kcal／1人分】

まいたけとベーコンのジャーマンポテト風 はつ

無塩せきベーコン
（スライス）…55g

まいたけ…1p
じゃがいも……………… 2個
玉ねぎ………………… 1/4個
オリーブ油………… 大さじ2
にんにく………………… 1片
コンソメ（顆粒）…… 小さじ2
塩、こしょう…………各少々
パセリ（みじん切り）
　……………………お好みで

材料� 【約406kcal／1人分】

①じゃがいもは皮を剥き、食べやすい大きさに切り、
さっと水に通す。
②①のじゃがいもに塩、こしょうを振ってラップをし、
電子レンジ（500w）で約10分加熱する。
③玉ねぎは薄切り、ベーコンは食べやすい大きさに切
る。まいたけはほぐす。
④フライパンにオリーブ油を熱し、半分に切って潰し
たにんにくを入れて香りが出るまで炒める。
⑤④にじゃがいも、玉ねぎ、ベーコン、まいたけを入
れて炒め、コンソメで味を調え、お好みでパセリを
絡める。

たら①を入れ、さっと炒める。
④③に水を500㏄入れ、強めの弱火で20分程度煮込
む。
⑤④の火を止め、カレールーを入れて味を調える。
⑥皿にご飯を盛り、⑤をかける。
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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!

296

306

12

金

土

6/19火

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

真あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 焼魚でどうぞ

冷やし中華しょうゆ味 336g 504g 672g 冷蔵 レシピ参照

緑の大地ロースハム 57g 78g 95g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,402円  3人用 1,946円  4人用 2,501円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

鰹たたき 140g 210g 280g 冷凍 解凍後、スライスして生姜しょう
油でどうぞ

ぶりねぎ塩漬 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ししゃも磯辺風唐揚げ 150g 200g 250g 冷凍 冷凍のまま、170℃から180℃の
油で揚げてどうぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,243円  3人用 1,811円  4人用 2,202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・もも角切り 160g 240g 320g 冷凍 解凍後、塩、こしょうで味付けし、
サイコロステーキ風にしてどうぞ

鶏と玉ねぎの
かき揚げ天 150g 200g 400g 冷凍

冷凍のまま電子レンジで温めてど
うぞ。お好みでポン酢をつけてど
うぞ

豚肉のみそ煮 250g 300g　 300g 冷凍 レシピ参照

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,416円  3人用 1,865円  4人用 2,394円  

はつらつ お肉コース
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揚げ豚肉の南蛮漬

冷やし中華

ぶりねぎ塩漬

豚肉のみそ煮

①人参、ピーマンはそれぞ
れせん切りにし、玉ねぎ
は薄くスライスする。
②Aを混ぜ合わせておく。
③豚肉に塩、こしょう、酒
で下味をつける。片栗
粉をまぶし、180℃の
揚げ油でカラッと揚げ、
すぐに②に漬け込む。
③人参、ピーマン、玉ねぎ
は③に加え、味をなじま
せる。

①ロースハムときゅうり
は細切りにする。
②トマトは薄切りにする。
③たっぷりのお湯が沸騰
したら麺をほぐしなが
ら入れて約3～3分半ゆ
でる。ゆで上がったら

①ぶりねぎ塩漬はあらか
じめ解凍しておく。
②フライパンにサラダ油
を熱し、①を両面焼き、
皿に盛る。

①豚肉のみそ煮はあらか
じめ解凍しておく。
②野菜とこんにゃくは食
べやすい大きさに切る。
③鍋に水と野菜、こんにゃ
くを入れ、蓋をして約
10分煮る。

ザルなどにあけ、冷水でもみ洗いし、よく水気を
きる。
④器に盛り合わせて、添付のタレをかける。

③②のフライパンで食べやすく切った長ねぎを焼
き、②に添える。

④③の大根に火が通ったら、①を入れ、時々混ぜなが
ら約3分煮る。
⑤④を器に盛り付け、お好みで長ねぎを散らす。

麓山高原豚肩切落し
…150g

人参…………………… 1/2本
ピーマン………………… 1個
玉ねぎ………………… 1/2個
　　酢……………… 1カップ
Ａ　しょう油…… 小さじ1/2
　　赤唐辛子…………… 1本
塩、こしょう…………各少々
酒………………… 大さじ1/2
片栗粉……………………適量
サラダ油…………………適量

冷やし中華しょうゆ味
…336g

緑の大地ロースハム
…57g

きゅうり……………… 1/2本
トマト…………………… 1個

材料� 【約621kcal／1人分】

材料� 【約593kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

ぶりねぎ塩漬…2切
長ねぎ………………… 1/2本
サラダ油…………… 大さじ1

豚肉のみそ煮…250g
大根…………………… 250g
人参……………………… 75g
板こんにゃく…………… 65g
長ねぎ（刻み）………お好みで
水……………………… 250㏄

材料� 【約233kcal／1人分】

材料� 【約267kcal／1人分】


