
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!

27

37

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

カラスカレイ切身 2切 3切 4切 冷凍 煮付けにしてどうぞ

赤魚西京漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

鹿児島県産かんぱちの
ハンバーグ 新商品

4個 6個 8個 冷凍
鹿児島県産のかんぱちを使用し、魚臭さが苦
手な方にも食べやすいフィッシュハンバーグ
に仕上げました レシピ参照

数の子松前漬 2個 3個 4個 冷凍
歯応えの良い数の子に北海道産の昆布とス
ルメを合わせ、特製の調味液を使用して仕
上げました。温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,526円  3人用 2,214円  4人用 2,873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

若鶏のソテー
（ガーリックバジル）新商品

200g 250g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

ねぎと味噌入り肉餃子 8個 12個 16個 冷凍
肉ベースのジューシーな餡に長ねぎ
を加え、味噌の風味を効かせました。
フライパンで焼いてどうぞ

山菜釜めし
（まぜご飯の素） 2合用 3合用 4合用 常温 炊きたてのご飯に混ぜてどうぞ

2人用 1,502円  3人用 2,043円  4人用 2,612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

6/21木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（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

しまほっけ切身 2切 3切 4切 冷凍
ロシア産の大型原料から製造して
おり、脂のりが抜群です。解凍後、
中火のグリルで焼いてどうぞ

マーボーなすの素 おすすめ品 220g 330g 440g 冷凍 挽肉たっぷりのマーボーなすの素
です レシピ参照

道産たこのマリネ 新商品 100g 100g 100g 冷凍
北海道産のたこを使用して玉ねぎと一
緒にマリネにしました。解凍後、お好
みの野菜と一緒にサラダにしてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,575円  3人用 2,173円  4人用 2,660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。

豚ロースにんにく味噌ダレ焼き

マーボーなす

かんぱちハンバーグ

根菜と豚肉の炒め物

①豚肉はあらかじめ解凍
し、塩、こしょうを1枚
ずつ両面に振り、冷蔵庫
で10分置く。
②Aは混ぜ合わせておく。
③①に小麦粉をまぶし、熱
したフライパンにサラ
ダ油をひき、両面に火が
通るまで焼く。
④③にAを入れ、煮絡める。

①マーボーなすの素はあらか
じめ解凍しておく。
②なすは食べやすい大きさに
切り、水に浸してアクを取
り、ザルにあげる。
③長ねぎはみじん切りにする。
④熱したフライパンにサラダ

①熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、冷凍のま
ま、かんぱちハンバー
グを両面焼く。
②レタスとミニトマトは
食べやすい大きさに切
る。

①豚肉は食べやすい大きさに
切る。
②れんこん、人参は皮を剥
き、拍子木切りにする。に
んにくは角切りにする。
③熱したフライパンにサラダ
油をひき、①、②を炒める。
余分な脂はキッチンペー
パー等で拭き取る。

油をひき、ナスを揚げ焼きにして一度、皿に取り出す。
⑤④のフライパンに③を入れて炒め、①を加えて温める。
⑥⑤に④を戻して炒める。

③皿に①を盛り付け、レタスとミニトマトは添える。
お好みでトマトケチャップをかけてどうぞ。

④③にしょう油と酒を入れ、煮立たせる。

国産豚ローススライス
（ソテー用）…120g

塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
　　味噌………… 大さじ1/2
　　みりん、酒…… 各大さじ1
Ａ　砂糖…………… 小さじ1
　　にんにく（すりおろし）
　　　……………… 小さじ1

マーボーなすの素…220g
なす……………………… 4本
長ねぎ………………… 1/3本
サラダ油…………… 大さじ3

材料� 【約305kcal/1人分】

材料� 【約408kcal/1人分】

基本

基本

いき

はつ

鹿児島県産かんぱちの
ハンバーグ…4個

レタス…………………… 2枚
ミニトマト……………… 2個
トマトケチャップ…お好みで
サラダ油…………… 大さじ1

麓山高原豚
バラスライス…150g

れんこん……………… 100g
人参……………………… 80g
にんにく………………… 1片
しょう油…………… 大さじ2
酒…………………… 大さじ1
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約197kcal/1人分】

材料� 【約403kcal/1人分】



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!

47

57

2

水

木

6/23土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

アブラカレイ切身 2切 3切 4切 冷凍 煮付けにしてどうぞ

ツナマヨはんぺん焼き 4個 6個 8個 冷凍
熱したフライパンに少量の油をひ
き、冷凍のまま弱火で両面を焼い
てどうぞ

ごろごろ鶏肉の
炊き込みご飯の素 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,302円  3人用 1,856円  4人用 2,392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 生姜焼きにしてどうぞ

国産若鶏の
ぷりぷり照焼き 250g 290g 410g 冷凍

国産鶏の肩小肉と照焼きのたれを
セットにしました。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

国産大豆生揚げ
（2枚入） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,393円  3人用 2,007円  4人用 2,534円  

はつらつ お肉コース

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

塩さば半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

にしんみりん干し 2枚 3枚 4枚 冷凍
にしんを醸造酢漬け込み、骨まで軟らかくし、
甘めのみりんダレに一中夜漬け、干し上げまし
た。解凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

いかの
ガーリックソテー 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

しそひじきご飯の素 120g 160g 160g 常温 温かいご飯に混ぜ合わせてどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,433円  3人用 1,924円  4人用 2,316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。

豚肉生姜揚げニラポン酢

ごろごろ鶏肉の炊き込みご飯

いかのガーリックソテー

生揚げのそぼろ炒め

①豚肉は食べやすい大き
さに切り、酒、しょう油、
しょうがのすりおろし
を入れて混ぜ、冷蔵庫で
10分置く。
②にらはみじん切りにし、
耐熱容器にAと一緒に入
れ、電子レンジ（500W）
で約1分加熱する。
③①に片栗粉をまぶし、油
でカリッと揚げる。

①炊き込みご飯の素はあ
らかじめ解凍する（冷凍
のままでも調理可能）。
②研いだ米を炊飯釜に入
れ、2合分の目盛りまで
水を入れ、①を加えて炊
飯する。

①いかのガーリックソ
テーはあらかじめ解凍
しておく。
②しめじは軸を除き、ほ
ぐし、ピーマンは種を除
き、細切りにする。
③熱したフライパンにサ

①肉そぼろは湯せんをし
て温めておく。
②長ねぎは小口切りにす
る。
③生揚げはキッチンペー
パー等で余分な水分を

④皿に③を盛り付け、②をかける。

③②が炊き上がったら具材をよくほぐし、お好みで
三つ葉を散らす。

ラダ油をひき、①、②を入れて炒め、火が通ったら
出来上がり。

拭き取り、熱したフライパンで両面を焼く。
④③を食べやすい大きさに切り、①をかけ、長ねぎを
散らす。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

にら……………………… 50g
片栗粉……………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ1
しょうが（すりおろし）
　…………………… 小さじ1
しょう油…………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
Ａ　ポン酢………… 大さじ3
　　ごま油………… 大さじ1

ごろごろ鶏肉の
　炊き込みご飯の素…200g
三つ葉………………お好みで
米………………………… 2合

材料� 【約347kcal/1人分】

材料� 【約457kcal/1膳分】

基本

基本

いき

はつ

いかのガーリック
ソテー…150g

しめじ…100g
ピーマン………………… 1個
サラダ油…………… 大さじ1

しっとり肉そぼろ…100g
国産大豆生揚げ

（2枚入）…1p
長ねぎ………………… 1/3本

材料� 【約196kcal/1人分】

材料� 【約243kcal/1人分】



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!

67

77

3

金

土

6/26火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

白皮かじき切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、塩、こしょうをしソテー
やフライにしてどうぞ

まん丸ねぎとろ 80g 120g 160g 冷凍 レシピ参照

星型ポークメンチカツ 2個 3個 4個 冷凍 7月7日は七夕です！冷凍のまま
170℃の油で揚げてどうぞ

ホッキ貝サラダ 80g 100g 120g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と合わせて
どうぞ

2人用 1,367円  3人用 1,890円  4人用 2,396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 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

奥入瀬
鶏むねスライス 新商品

200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

ねぎとろ 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

星型コロッケ 4個 6個 8個 冷凍
7月7日は七夕です！星型にした
ポテトコロッケです。冷凍のまま
170℃の油で揚げてどうぞ

卵とうふカップ入 2個 3個 4個 冷蔵 リン酸塩を使用しない卵とうふで
す。添付のたれをかけてどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,316円  3人用 1,830円  4人用 2,369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 唐揚げにしてどうぞ

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

星型ポークメンチカツ 2個 3個 4個 冷凍 7月7日は七夕です！冷凍のまま
170℃の油で揚げてどうぞ

緑の大地ボンレスハム 55g 73g 90g 冷蔵
国産豚もも肉を主原料とし、発色
剤、リン酸塩を使用せずに作った
ボンレスハムです レシピ参照

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,349円  3人用 1,857円  4人用 2,340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。

簡単照り焼きチキン

手巻寿司

①鶏肉はあらかじめ解凍
してAを絡めておく。
②水菜は食べやすい長さ
に切り、きゅうりは斜
め薄切りにする。ミニト
マトは半分に切る。
③フライパンにごま油を熱
し、①を並べて両面焼く。
フライパンの空いている
ところで、軸を取りほぐ
したしめじを炒める。
④③の両面に焼き色が付
いたら、Bを加えて蓋を

①温かいご飯に混ぜ合わせたAを
入れ、切るように混ぜ合わせる。
長ねぎはみじん切りにする。
②ボウルに長ねぎとねぎとろ、練
りわさび、しょう油を入れて混
ぜ合わせる。
③①の酢飯を4等分にして1/2枚
にした焼きのりに大葉、酢飯、
②の順にのせて巻く。

して蒸し焼きにする。
⑤④の調味料が少なくなってきたら蓋をあけ、フラ
イパンをゆすって調味料を絡める。
⑥器に水菜ときゅうりを敷き、⑤をのせ、ミニトマト
を飾り、マヨネーズ、刻みのりをのせて出来上がり。

奥入瀬鶏むねスライス
　…200g

しめじ…100g
水菜…………………… 100g
きゅうり……………… 1/2本
ミニトマト……………… 4個
ごま油……………… 大さじ1
マヨネーズ………… 大さじ1
刻みのり……………お好みで
Ａ　片栗粉………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ2
Ｂ　砂糖…………… 小さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ2

ねぎとろ…100g
長ねぎ…………………… 5㎝
大葉……………………… 8枚
練りわさび…………お好みで
しょう油…………… 小さじ1
焼きのり　……………… 2枚
温かいご飯…………… 200g
　　酢……………… 大さじ2
Ａ　砂糖…………… 小さじ1
　　塩…………… 小さじ1/2

材料� 【約311kcal/1人分】

材料� 【約245kcal/1人分】

基本

基本

まん丸ねぎとろ丼
①小ねぎは小口切りにす
る。
②丼にご飯を盛り付け、
大葉、まん丸ねぎとろ、
炒りごま、小ねぎの順
にのせ、練りわさびを
添える。しょう油をか
けてどうぞ。

いき

まん丸ねぎとろ…80g
温かいご飯…………… 2膳分
小ねぎ…………………… 2本
大葉……………………… 2枚
炒りごま…………… 小さじ2
しょう油…………… 小さじ2
練りわさび…………お好みで

材料� 【約400kcal/1人分】

ハムとしめじの中華風サラダ
①ボンレスハムは細切り、
きゅうりはせん切り、ミ
ニトマトは1個を1/4に切
る。
②Aは混ぜ合わせておく。
③ボールに①と②を入れて
混ぜ合わせる。

はつ

緑の大地
　ボンレスハム…55g

しめじ…100g
きゅうり……………… 1/2本
ミニトマト……………… 2個
　　ごま油………… 小さじ1
Ａ　しょう油…大さじ1と1/2
　　砂糖………… 小さじ1/2

材料� 【約103kcal/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!

97

107

4

月

火

6/28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

赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

焼き酢豚用 新商品 200g 300g 300g 冷凍 レシピ参照

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍
発色剤や着色料を使用しないで
作ったJAふれあい食材オリジナ
ルの明太子です

2人用 1,698円  3人用 2,231円  4人用 2,553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

国産鶏むねにんにく
塩こしょう焼き 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

国産豚肉の
甘辛味噌炒め（回鍋肉） 150g 200g 300g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

大きな肉焼売 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

2人用 1,336円  3人用 1,857円  4人用 2,431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

生から造った
国産真あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍

九州近海(佐賀・長崎)で水揚げされた真あじを生のまま開き、
干し上げました。ワンフローズン加工の為、焼き上がりふっく
らの食感を楽しめます。解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

真ほっけ開き（甘塩） 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

お魚ソーセージとポテト
のチリソースセット 245g 390g 490g 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

マカロニサラダ 120g 120g 120g 冷蔵 マヨネーズにこだわりました。お
好みの野菜と一緒にどうぞ

食材小粒納豆（２入） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,589円  3人用 2,257円  4人用 2,703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。

焼き酢豚
①焼き酢豚用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ラダ油大
さじ3を入れ、①を焼き、火が
通ったら一度皿に取り出す。

④③のフライパンに②を入れて炒める。
⑤④の具材に火が通ったら③を戻してタレを加えて混ぜ合わ
せる。

焼き酢豚用…200g
玉ねぎ………………… 1/2個
ピーマン………………… 2個
サラダ油…………… 大さじ3

材料� 【約260kcal/1人分】

基本

ねばねばスタミナ丼
①オクラは分量外の塩で
塩揉みをして水で洗い
流し、輪切りにする。
②きゅうりはさいの目切
りにする。
③器にご飯を入れ、①、
②、添付のタレを混ぜ

いき

食材小粒納豆（2入）…1p
オクラ…………………… 4本
きゅうり……………… 1/3本
卵（卵黄）……………… 2個分
温かいご飯…………… 2膳分
しょう油…………… 小さじ1

材料� 【約530kcal/1人分】

豚肉のピリ辛炒め はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ………………… 4枚
長ねぎ………………… 10㎝
大葉……………………… 2枚
サラダ油…………… 小さじ1
　　甜麺醤………… 小さじ1
　　みりん………… 大さじ1
Ａ　オイスターソース
　　　……………… 小さじ1
　　豆板醤……… 小さじ1/2

材料� 【約218kcal/1人分】

①Aの調味料は混ぜ合わせ
ておく。
②キャベツは洗って芯を取
り除き、適当な大きさに
手でちぎる。

③大葉はせん切りにする。長ねぎは長さ5㎝に切り、
白髪ねぎにする。
④熱したフライパンにサラダ油をひき、豚肉を広げて
焼き、軽く焦げ目が付いたら一度皿に出す。
⑤④のフライパンにキャベツを入れてお好みの硬さま
で炒め、④を戻し、①で味を調える。
⑥⑤を器に盛り付け、白髪ねぎと大葉をのせる。

合わせた納豆を盛り付け、真ん中に卵黄をのせる。
味が薄い際はしょう油を垂らして具材と混ぜ合わ
せてどうぞ。

ぐるぐるチャーシュー
①豚バラスライスは縦に
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

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
バラスライス…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】

基本



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!

117

127

5

水

木

6/30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 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 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

冷凍さんま 2尾 3尾 4尾 冷凍
昨年9月に水揚げされた大型サイ
ズのさんまです。解凍後、中火の
グリルで焼いてどうぞ

生姜たっぷり
若鶏の照り焼き 新商品

150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

手かけ揚　玉ねぎ 4個 8個 8個 冷蔵 フライパンで軽く両面を焼いてど
うぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,450円  3人用 2,266円  4人用 2,762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 レシピ参照

ピリ辛さんま 2尾 3尾 4尾 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

エビチリ春巻 4本 6本 8本 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど
うぞ

ねっぱりこんぶ 15g 20g 20g 常温
粘りの出る国内産昆布を細切りに
しました。お好みの葉物野菜と和
えてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,379円  3人用 2,014円  4人用 2,447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
ももスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

マーボーなすの素 おすすめ品 220g 330g 440g 冷凍 挽肉たっぷりのマーボーなすの素
です

ねぎ塩ホルモン
（国産豚使用） 160g 160g 160g 冷蔵 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

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,295円  3人用 1,724円  4人用 2,017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。

照り焼き豚チーズ巻き生姜たっぷり若鶏の照り焼き
商品を解凍後、フライパンにサラダ油をひき、弱火
でじっくりと両面を焼いてどうぞ。

赤魚の中華香味ソースがけ
①赤魚切身はあらかじめ解凍し、余分な水分はキッ
チンペーパー等で拭き取り、塩、こしょうで下味
を付ける。
②①は食べやすい大きさに切り、薄く片栗粉をまぶ
す。
③ピーマンは種を除き、縦細切りにする。もやしは
さっと水洗いをする。長ねぎはみじん切りにする。
④熱したフライパンにごま油大さじ1をひき、②をカ
リッとするまで焼き、一度皿に取り出す。
⑤耐熱容器にピーマンともやしを入れ、ふわっとラッ
プをして電子レンジ（500W）で約3分加熱する。

⑥④のフライパンに残りのごま油をひき、長ねぎを炒める。香りが出てきたら
Aを加えてタレを作る。
⑦⑤の上に④を盛り付け、⑥をかける。

赤魚切身…2切
ピーマン………………… 2個
もやし………………… 1/2袋
長ねぎ………………… 1/3本
片栗粉…………… 大さじ1/2
塩、こしょう…………各少々
ごま油……………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　中華だし……… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2

材料� 【約307kcal/1人分】

基本

いき

【約148kcal/1人分】

豚ごぼう肉巻き
①ごぼうは5㎝長さの太め
のせん切りにし、酢水(分
量外)にさらす。ザルに
あげ、Aの調味料ととも
に5分間煮て冷ましてお
く。
②①を豚肉で巻く。
③フライパンにサラダ油
を熱し、②を転がしなが
ら色よく焼く。Bを加え
て照りが出るまで煮か
らめる。

麓山高原豚
　ローススライス…100g
ごぼう…………………… 80g
　　しょう油……… 小さじ2
Ａ　みりん………… 小さじ2
　　酒……………… 大さじ2
サラダ油…………………少々
　　オイスターソース
　　　……………… 小さじ2
Ｂ　しょう油……… 小さじ1
　　みりん………… 小さじ2
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約311kcal／1人分】

基本

①豚肉を広げ、チーズが隙間から出ないように巻き、
全体に塩、こしょうをし、小麦粉をまぶす。
②Aを混ぜ合わせておく。
③フライパンに油を熱し、肉の巻き終わりを下にして
軽く焼き目が付くまで焼く。酒を入れて蓋をし、蒸
し焼きにしてしっかり火を通す。
④合わせておいたAを入れて煮立てる。フライパンを
振りながら絡めて照りを出す。
⑤食べやすい大きさに切り、盛り付ける。

麓山高原豚
ももスライス…150g

溶けるチーズ…………… 3枚
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………………適量
サラダ油…………………適量
酒…………………… 小さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1

材料� 【約343kcal／1人分】

はつ



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!

137

147

6

金

土

7/3火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩切落し 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産さばみりん漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

国産大豆使用
豆腐ハンバーグ 2個 3個 4個 冷凍

解凍後、フライパンでじっくりと
焼き、お好みのソースをかけてど
うぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,217円  3人用 1,809円  4人用 2,242円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

三陸産いわし開き 4枚 6枚 8枚 冷凍 レシピ参照

国産天然ぶりのみそ漬 2切 3切 4切 冷凍
解凍後、表面に付いたみそを軽く
拭き取り、弱火のグリルかフライ
パンで焼いてどうぞ

まぐろ餃子 6個 12個 12個 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

たこわさび 60g 60g 100g 冷凍 解凍してどうぞ

2人用 1,229円  3人用 1,795円  4人用 2,272円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

豚ばらスライス 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

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。湯せんでどうぞ

キーマカレー春巻 4個 6個 8個 冷凍 冷凍のまま160℃～ 170℃の油
で揚げてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,315円  3人用 2,032円  4人用 2,461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。

ブロッコリーと豚肉の中華風炒め煮

納豆とさつま揚げのかき揚げ

①ブロッコリーは分量外
の塩を加えた熱湯で固
めに茹でる。長ねぎは
斜め薄切りにする。
②熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、豚肉を
炒め、色が変わったらブ
ロッコリーと長ねぎを
加え、さっと炒める。
③②に混ぜ合わせたAを加
えて煮立ったらアクを

①さつま揚げ、人参、れんこんは
それぞれ1㎝角に切る。れんこん
は水に5分程浸し、水気をきる。
②ボウルに納豆、①を入れ混ぜ、小
麦粉をまぶす。
③Aをさっと混ぜ合わせて天ぷら
の衣を作り、②を加えて混ぜる。
④③を一口大分ずつ入れて油で揚
げる。お好みで大根おろしや塩
を添えてどうぞ。

取り、水溶き片栗粉を入れてとろみをつける。

麓山高原豚肩切落し
…150g

ブロッコリー…………… 1房
長ねぎ………………… 1/2本
サラダ油…………… 小さじ1
水溶き片栗粉……… 小さじ1
　　中華だしの素… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　砂糖………… 小さじ1/2　　塩、こしょう……各少々
　　にんにく（すりおろし）
　　　……………… 小さじ1

国産大豆納豆（小粒）…1p
さつま揚げ…………… 1/2枚
人参…………………… 1/4本
れんこん………………… 30g
小麦粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
　　小麦粉……… 1/2カップ
Ａ　溶き卵………… 1/2個分
　　冷水……………… 150㏄

材料� 【約643kcal/1人分】

材料� 【約498kcal/1人分】

基本

基本

いわしの蒲焼丼
①いわし開きはあらかじ
め解凍し余分な水分は
キッチンペーパー等で
拭き取り、小麦粉をま
ぶす。
②Aは混ぜ合わせておく。
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を両面
カリッとするまで焼く。

いき

三陸産いわし開き…4枚
小ねぎ…………………… 2本
大葉……………………… 2枚
刻みのり…………………適量
温かいご飯…………… 2膳分
小麦粉……………… 大さじ1
サラダ油………… 小さじ1/2
　　しょう油
　　　……… 大さじ1と1/2
Ａ　みりん… 大さじ1と1/2
　　酒……… 大さじ1と1/2
　　砂糖………… 大さじ1/2

材料� 【約572kcal/1人分】

じゃがいもと豚ばら肉の煮物
①じゃがいもは皮付きのま
ま下茹でし、熱いうちに
皮を剥く。
②豚肉は食べやすい大きさ
に切り、小ねぎは小口切
りにする。
③鍋にAを熱し、豚肉を加え
て炒める。
④③にBと①、だし汁を加え
て落とし蓋をして煮る。

はつ

豚ばらスライス…160g
じゃがいも……………… 2個
小ねぎ…………………… 1本
だし汁……………… 2カップ
Ａ　サラダ油…… 大さじ1/2　　ごま油……… 大さじ1/2
　　みりん…………… 50㏄
Ｂ　しょう油………… 50㏄
　　酒………………… 50㏄
　　砂糖…………… 大さじ1

材料� 【約667kcal/1人分】

⑤④を器に盛り、最後に小ねぎを散らす。
④③にAを入れ絡める。
⑤器に温かいご飯を盛り、刻みのりを散らし大葉を
のせる。その上に食べやすく切った④をのせ、小
ねぎを散らす。



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!

187

197

7

水

木

7/5木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

豚ロース
しゃぶしゃぶ用 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

中辛銀鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

国産鶏手羽中
塩こしょう焼き 新商品

200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

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、
リン酸塩等の食品添加物を使用せ
ずに作ったポークウインナーです

2人用 1,572円  3人用 2,289円  4人用 2,974円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

中辛銀鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

ナメタガレイ塩麹漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

海鮮塩炒めセット
（タレ付） 140g 230g 270g 冷凍 レシピ参照

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍
発色剤や着色料を使用しないで
作ったJAふれあい食材オリジナ
ルの明太子です　

2人用 1,786円  3人用 2,415円  4人用 2,914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

牛ごぼう
ひつまぶしの素 180g 225g 270g 冷凍

牛肉とごぼうの千切りを甘口のタレに漬け込
みました。煮込んでご飯と混ぜるだけでひつ
まぶし風の美味しい混ぜご飯ができます

若鶏の梅肉包み揚げ 2個 3個 4個 冷凍 170℃の油で揚げてどうぞ

卵とうふカップ入 2個 3個 4個 冷蔵 リン酸塩を使用しない卵とうふで
す。添付のたれをかけてどうぞ

2人用 1,646円  3人用 2,204円  4人用 2,749円  

はつらつ お肉コース



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。

さっぱり冷しゃぶサラダ

国産鶏手羽中塩こしょう焼き

野菜たっぷり海鮮塩炒め

豚肉とオクラの煮びたし

①豚肉はあらかじめ解凍
しておく。
②レタスはざく切り、きゅ
うりはピーラーでうす
切にし、トマトはくし形
に切る。
③豚肉は熱湯で1枚ずつ茹
でて、水気を取る。

商品を解凍後、フライパンにサラダ油をひき、中火で
火が通るまで焼いてどうぞ。

①海鮮塩炒めセットはあ
らかじめ解凍しておく。
②人参は拍子木切り、キャ
ベツはざく切り、もや
しは水でさっと洗う。
③熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、①と②を

①オクラはがくを剥き、
さっと塩茹でし、ザルに
とって水気を切る。
②鍋に食べやすく切った
豚肉と酒を入れて火に
かけ、ほぐしながら白
くなるまで炒める。
③②にだし汁を加えて煮

④皿に②、③を盛り付け、お好みのドレッシングを
かけてどうぞ。

しんなりとするまで炒め、添付のタレを入れて絡
める。

立ったらアクを除き、Aで調味し、①を加えてさっ
と煮、汁ごと器に盛る。

豚ロース
　しゃぶしゃぶ用…160g
レタス…………………… 4枚
きゅうり……………… 1/2本
トマト…………………… 1個
お好みのドレッシング…適量

材料� 【約270kcal/1人分】

基本

基本

いき

はつ

海鮮塩炒めセット
（タレ付）…140g

人参…………………… 1/2本
キャベツ……………… 100g
もやし………………… 1/3袋
サラダ油………… 大さじ1/2

麓山高原豚
　ローススライス…150g
オクラ…………………… 5本
酒…………………… 大さじ2
だし汁……………… 1カップ
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　みりん……… 大さじ1/2
　　塩……………………少々

材料� 【約147kcal/1人分】

材料� 【約260kcal/1人分】

【約193kcal/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!

207

217

8

金

土

7/7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

豚ばら・もも小間切れ 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

肉詰めだね（トレイ入）
（福島県産豚使用） 220g 330g 440g 冷凍 ピーマンや椎茸などで肉詰やハン

バーグにしてどうぞ

奥入瀬鶏トロ（背肉）
塩レモンカツレツ 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、フライパンに多めの油をひ

き、両面揚げ焼きにしてどうぞ

揚げ蒲鉾　にら天 1枚 2枚 2枚 冷凍
国産のニラをふんだんに使用した
さつま揚げです。フライパンで焼
いてどうぞ

2人用 1,421円  3人用 2,181円  4人用 2,697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

十和田バラ焼き
（牛肉使用） 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

フライパンで焼ける
はたはた一夜干し 100g 150g 200g 冷凍

小型のはたはたを骨まで食べられ
るように頭を取り除いて干し上げ
ました

若鶏の梅肉包み揚げ 2個 3個 4個 冷凍 170℃の油で揚げてどうぞ

いかだんご 6個 9個 12個 冷凍 レシピ参照

蔵王の匠が寄せた
手作りおぼろ 1個 2個 2個 冷蔵 お好みの薬味を合わせてどうぞ

2人用 1,339円  3人用 2,066円  4人用 2,634円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

マンダイ切身（加熱用） 2切 3切 4切 冷凍
熱を通しても硬く締まらなく、
冷めても柔らかいのが特徴で
す レシピ参照

フライパンで焼ける
はたはた一夜干し 100g 150g 200g 冷凍

小型のはたはたを骨まで食べられ
るように頭を取り除いて干し上げ
ました

ひじきコロッケ ２個 ３個 ４個 冷凍
カルシウムや鉄分が豊富なひじきをたっ
ぷりと北海道産の馬鈴薯を加え造りまし
た。170℃の油で揚げてどうぞ

本格四川麻婆ソース 220g 440g 440g 常温 豆腐と合わせて麻婆豆腐にしてど
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 1,231円  3人用 2,030円  4人用 2,446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。

十和田バラ焼き

イカチリ

①十和田バラ焼きはあら
かじめ解凍しておく。
②玉ねぎは1㎝幅のくし切
りにする。
③熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、玉ねぎが

①いかだんごはあらかじめ解
凍し、片栗粉を塗す。フラ
イパンにサラダ油を入れて
揚げ焼きにし、一度皿に取
り出す。
②①のフライパンの余分な油
をキッチンペーパー等で拭
き取り、Aを入れてとろみ
が出るまで混ぜる。とろみ
がついたら①を戻して絡め
る。

しんなりとするまで炒める。
④③に①を入れ火が通るまで炒める。

十和田バラ焼き
（牛肉使用）…100g

玉ねぎ…………………… 1個
サラダ油…………… 大さじ1

いかだんご…6個
片栗粉……………………適量
サラダ油…………… 大さじ5
　　ケチャップ…… 大さじ2
　　豆板醤………… 小さじ1
　　鶏がらスープの素
　　　……………… 小さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 大さじ1
　　塩、こしょう………少々
　　片栗粉………… 大さじ1
　　水………………… 100㏄

材料� 【約249kcal/1人分】

材料� 【約322kcal/1人分】

基本

基本

白身魚のムニエル
①マンダイ切身はあらか
じめ解凍しておき、
余分な水分はキッチン
ペーパー等で拭き取
り、小麦粉をまぶす（余
分な小麦粉は落とす）。
②Aは混ぜ合わせておく。
③熱したフライパンにバ
ターをひき、①の両面
をカリッと焼く。

いき

マンダイ切身（加熱用）
…2切

小麦粉……………… 大さじ1
バター…………………… 10g
　　ゆで卵（粗みじん切り）
　　　………………… 1個分
　　玉ねぎ（みじん切り）
Ａ　　……………… 小さじ1
　　マヨネーズ…… 大さじ3
　　塩、こしょう……各少々
　　刻みパセリ……お好みで

材料� 【約343kcal/1人分】

揚げ豚の梅かつおまぶし
①豚肉は大きい場合は半分
に切り、塩、粉さんしょう
で下味を付ける。片栗粉
を塗し、180℃の揚げ油
でカリッと揚げる。
②ししとうは穴を3から4カ
所、爪楊枝で開け、160℃
の揚げ油で揚げる。梅干
しは種を除いてたたく。
③ボウルに①、②、Aを入れ
て和え、器に盛り付ける。

はつ

豚ばら・もも小間切れ
…160g

ししとう………………… 50g
塩、粉さんしょう……… 各少々
片栗粉…………… 大さじ1/2
梅干し…………………… 2個
　　かつお節…………… 1p
Ａ　みりん… 大さじ1と1/2
　　酢……………… 小さじ2
　　しょう油……… 小さじ1
揚げ油……………………適量

材料� 【約390kcal/1人分】

④皿に③を盛り付け、Aをのせる。



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!

237

247

9

月

火

7/10火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

肉詰めだね（トレイ入）
（福島県産豚使用） 220g 330g 440g 冷凍 レシピ参照

氷温造りあじの
南蛮漬け 130g 200g 260g 冷凍 解凍してそのままどうぞ

マーボー春雨の素 210g 260g 315g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

やりいか 100g 200g 200g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,490円  3人用 2,075円  4人用 2,426円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

銀ヒラス切身 2切 3切 4切 冷凍 煮付けや照焼きにしてどうぞ

さわら柚庵漬 新商品 2切 3切 4切 冷凍
さわらの切身をゆず風味の調味液
に漬け込みました。解凍後、弱火
のグリルで焼いてどうぞ

海鮮萬菜豆腐
（和風あん付き） 174g 276g 348g 冷凍

冷凍のまま油で揚げるかフライパ
ンで焼き、和風あんをかけてどう
ぞ

冷凍しじみ（大粒） 100g 130g 130g 冷凍 青森県産のしじみを砂抜きし凍結
しました… レシピ参照

2人用 1,488円  3人用 2,138円  4人用 2,672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

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です

国産豚ロース
しょうゆたれ焼き 150g 250g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

国産鶏肉使用
チキンナゲット 6個 9個 12個 冷凍 冷凍のまま165℃～ 170℃の油

で揚げてどうぞ

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 1,527円  3人用 2,215円  4人用 2,671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。

ピーマンとなすの肉詰め揚げ

やりいか生姜焼き

①肉詰めだねはあらかじ
め解凍しておく。
②ピーマンは半分に切り、
種を取り除く。
③なすはヘタを残してが
くを除き、底からヘタま
で十字に切り込みを入
れる。

①やりいかはあらかじめ
解凍しておく。
②長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を炒め、
Aを加えて味を調え、お
好みで長ねぎ、糸唐辛子
を散らし、マヨネーズを
添えてどうぞ。

④①を6等分する。ピーマンとなすの肉詰めだねを詰
める部分に片栗粉をまぶし、詰める。
⑤熱した油で④をじっくりと揚げて火を通す。
⑥お好みでケチャップをつけてどうぞ。

肉詰めだね（トレイ入）
　（福島県産豚使用）…220g
ピーマン………………… 2個
なす……………………… 2本
片栗粉……………… 大さじ1
ケチャップ…………お好みで
揚げ油……………………適量

やりいか…100g
長ねぎ…………………… 5㎝
サラダ油………… 大さじ1/2
　　しょうが（すりおろし）
　　………………… 小さじ1
Ａ　しょう油…大さじ1と1/2
　　酒…………… 大さじ1/2
　　砂糖…………… 小さじ1
糸唐辛子、マヨネーズ
　…………………各お好みで

材料� 【約402kcal/1人分】

材料� 【約152kcal/1人分】

基本

基本

しじみの味噌汁
①水を入れて沸騰させた
鍋に顆粒だしと冷凍の
まましじみを入れ殻が
開くまで煮る。
②小ねぎは小口切りにす
る。

いき

冷凍しじみ（大粒）…100g
小ねぎ…………………… 2本
味噌………… 大さじ1と1/2
顆粒だし………… 小さじ1/2
水…………………… 400ml

材料� 【約28kcal/1人分】

かりかりチキンソテー
①鶏肉はあらかじめ解凍
し、フォークで穴を開け、
塩、こしょうを振り、下
味を付ける。
②グリーンアスパラガスは
袴と根元を除き、1㎝幅の
斜め切りにする。玉ねぎ

はつ

菜彩鶏むね肉…200g
グリーンアスパラガス… 3本
玉ねぎ………………… 1/2個
にんにく………………… 1片
ミニトマト……………… 4粒
塩、こしょう…………各少々

材料� 【約234kcal/1人分】

は薄切り、ミニトマトはヘタを取り、半分に切る。
③熱したフライパンに鶏肉の皮目から入れて焼き、色
目を付ける。上下を返して分量外の酒を大さじ3入
れて蓋をし、蒸し焼きにする。中まで火が通ったら
一度皿に出す。
④③のフライパンに潰したにんにくと野菜を入れて炒
め、塩、こしょうで味を調える。
⑤皿に④をのせ、食べやすく切った鶏肉を盛り付ける。

③①の火を弱火にした後に味噌を入れて味を調え
る。
④器に②を注ぎ入れ、小ねぎを散らす。



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!

257

267

10

水

木

7/12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

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

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

十三浜産
元葉わかめ おすすめ品

40g 60g 80g 冷蔵
肉厚で弾力のある十三浜産わかめ
の元葉を使用しています
レシピ参照

2人用 1,215円  3人用 1,681円  4人用 2,132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 お好みの野菜と一緒に肉巻きにし

てどうぞ

豚肉の
オイスターソース煮 170g 195g 255g 冷凍 レシピ参照

国産若鶏の梅じそ＆
マスタード焼き 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,396円  3人用 1,836円  4人用 2,184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

天然ぶり田舎味噌漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

塩トラウト腹身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

いか天ぷら 4枚 6枚 8枚 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 ご家庭で簡単につくだ煮ができる

商品です

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,486円  3人用 2,091円  4人用 2,581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。

豚肉のピリ辛炒め

れんこんとわかめのきんぴら

①絹さやは筋を取り、熱湯
で硬めに茹で、手早く冷
水に入れ、ザルにあげて
器に盛る。
②豚肉はAを加えて揉み込
む。
③フライパンにサラダ油
を大さじ1、にんにくを
入れ、弱火でカリカリに
なるまで炒め、油をき
る。
④③のフライパンに残り
の油を入れ、豚肉を入れ
て揚げ焼きにし、皿に一
度取り出す。

①わかめは洗って塩抜きをし、
3㎝長さに切る。
②れんこんは皮を剥き、薄切り
にして酢水にしばらくさら
してザルにあげる。
③フライパンにごま油を熱し、
①、②を炒め、れんこんが透
き通ってきたら酒を加える。

⑤④の油をキッチンペーパーで拭き取り、Bを加え
て煮立たせ、④を戻して炒める。
⑥①の絹さやの上に⑤を盛り付け、③のにんにくを
散らす。

④③がしんなりしてきたら砂糖、しょう油を加え、汁気
がなくなるまで炒める。器に盛り、すりごまを振る。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

絹さや…………………… 50g
にんにく（薄切り）…… 1片分
サラダ油…………… 大さじ2
　　塩、こしょう……各少々
Ａ　溶き卵…………… 1/2個　　片栗粉………… 大さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
　　トマトケチャップ
　　　……………… 大さじ3
　　しょう油…大さじ1と1/2
Ｂ　ウスターソース、酒　　　…………… 各大さじ1
　　鶏がらスープの素
　　　…………… 小さじ1/2
　　湯……………… 大さじ3

十三浜産元葉わかめ…40g
れんこん……………… 100g
ごま油……………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ1
砂糖………………… 小さじ2
しょう油…………… 小さじ2
すりごま…………… 小さじ1

材料� 【約754kcal/1人分】

材料� 【約124kcal/1人分】

基本

基本

いか天とじ風 いき

いか天ぷら…4枚
卵………………………… 2個
刻みのり……………お好みで
　　めんつゆ（3倍濃縮）
　　………………… 大さじ3
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　みりん………… 小さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約235kcal/1人分】

豚肉のオイスターソース煮
①豚肉のオイスターソース
煮はあらかじめ解凍して
おく。
②野菜と豆腐は食べやすい
大きさに切る。
③フライパンにサラダ油を
熱し、豚肉を焼く。

はつ

豚肉のオイスター
ソース煮…170g

国産大豆豆腐（絹）…1丁
人参…………………… 1/2本
小松菜………………… 1/3束
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約389kcal/1人分】

④豚肉に火が通ったら、野菜と豆腐を入れて火を通し、
添付のタレを加えて絡める。

①いか天ぷらはあらかじめ半解凍程度にしておく。
②卵は割りほぐしておく。
③熱したフライパンにAを入れて煮立たせ、①を入
れ温める。
④③に②を回しかけ、蓋をして火を通す。お好みで
刻みのりを散らす。



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!

277

287

11

金

土

7/14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

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

冷やし水餃子
（にら風味） 6個 9個 12個 冷凍 レシピ参照

国産大豆生揚げ
（2枚入） 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,282円  3人用 1,763円  4人用 2,238円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

三陸・宮古の真いか
ぶっかけ丼 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、温かいご飯にのせ、お好

みで薬味をのせてどうぞ

子持ちからふと
ししゃも 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼くかフ

ライや天ぷらにしてどうぞ

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 1,237円  3人用 1,626円  4人用 2,255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 野菜炒めにどうぞ

国産豚もも
ゴーヤチャンプル（味噌） 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

フライパンで！
黒ごま玄米ささみ揚げ 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

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,298円  3人用 1,972円  4人用 2,507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。

厚揚げの豚肉巻き照り焼き

水餃子の薬味ソースがけ

①肉は細かく切る。フライ
パンにごま油を熱し、
長ねぎ、生姜のみじん切
りを弱火で炒め、香りが
立ったら豚肉を加え、中
火でポロポロになるま
で炒める。味噌、砂糖、
酒を加えてよく混ぜ、
さらに混ぜながら弱火
で汁気がなくなるまで
煮詰める。

①Aは混ぜ合わせておく。
②貝割れ菜は根を切り落
とす。
③沸騰したお湯に水餃子
を入れ茹で、ザルにあげ
て粗熱を取る。
④皿に②をしき、③をの
せ、Aをかける。

②厚揚げは熱湯をかけて油抜きし、水気を拭き取り、
食べやすい大きさに切る。長ねぎは斜め切りにする。
③別の熱したフライパンに②を並べて焼く。
④皿に③を盛り付け、①をかける。

麓山高原豚
ももスライス…150g

国産大豆生揚げ（2枚入）
…1p

長ねぎ…………………… 1本
長ねぎのみじん切り… 1/2本
生姜のみじん切り……… 1片
味噌　……………… 大さじ2
砂糖……………… 大さじ1/2
酒…………………… 大さじ2
ごま油……………… 大さじ2

冷やし水餃子（にら風味）
…6個

貝割れ菜……………… 1/2株
　　しょう油……… 大さじ1
　　酢……………… 大さじ1
　　砂糖………… 小さじ1/2
Ａ　ゴマ油……… 小さじ1/2
　　豆板醤……… 小さじ1/2
　　おろし生姜… 小さじ1/2
　　刻み小ねぎ…… 大さじ1

材料� 【約463kcal/1人分】

材料� 【約182kcal/1人分】

基本

基本

かに玉風
①かに玉風セットは解凍
しておく。
②卵とかに玉風セットの
具材をよく混ぜ合わせ
る。

いき

かに玉風セット…190g
鶏卵…4個

サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約533kcal/1人分】

ゴーヤチャンプル
①豚肉とゴーヤはあらかじ
め解凍し、ゴーヤは水洗
いしてザルにあげて水気
を切る。
②人参は短冊切りにする。
③豆腐はキッチンペーパー
等で包み、重しをして水

はつ

国産豚ももゴーヤ
　チャンプル（味噌）…200g

鶏卵…2個
人参…………………… 1/3本
豆腐（木綿）…………… 1/3丁
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約395kcal/1人分】

分を取り、食べやすい大きさに切る。
④熱したフライパンにサラダ油をひき、豚肉を軽く炒
め、人参、豆腐、ゴーヤを入れて炒める。
⑤④に溶き卵を流し入れて炒め、添付のタレを加えて
味を調える。

③フライパンにサラダ油を温め、②を流し入れ、焼
き上げる。
④皿に③を移し、添付のタレをかける。



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!

307

317

12

月

火

7/19木

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、中火のグリルで焼いてど
うぞ

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

うぞ

まぐろの甘酢あんかけ 100g 150g 200g 冷凍 湯せんで約10分

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 1,249円  3人用 1,606円  4人用 1,925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 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

生から造った
国産真あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

子持ちししゃも
醤油漬け 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、弱火のフライパンで焼い

てどうぞ

中華くらげ 70g 70g 100g 冷蔵 お好みの野菜とサラダにどうぞ

乱切り
さしみこんにゃく 300g 300g 300g 常温 お好みでわさびしょう油をつけて

どうぞ

2人用 1,544円  3人用 1,961円  4人用 2,418円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

豚ロースうす切り 150g 200g 250g 冷凍 生姜焼きにしてどうぞ

国産鶏ぼんじり
塩こしょう焼き 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

国産鶏ささみ 4本 6本 8本 冷凍 レシピ参照

中華くらげ 70g 70g 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 1,522円  3人用 2,072円  4人用 2,597円  
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※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。

鶏唐あんかけ

生から造った国産真あじ開き

あおさの天ぷら

ささみの中華風サラダ

①鶏肉は2㎝厚さのそぎ切
りにしてバットに入れ、
片栗粉をまぶす。
②なすはピーラーで縞目
に皮を剥き、さっと水
にさらす。乱切りにし
た後も水にさらし、水気
をきる。
③大根は粗めにすりおろ
し、ザルにあげて水気を
絞る。

九州近海で水揚げされた真あじを生のまま開き、干
し上げました。ワンフローズン加工で焼くと身がふっ
くらと仕上がります。解凍後、中火のグリルで焼い
てどうぞ。

①あおさのりはあらかじ
め解凍しておく。
②天ぷら粉を分量の冷水
で溶き①を入れ、サッと
混ぜ合わせる。
③揚げ油を180度に熱し

①鶏ささみはあらかじめ
解凍し、沸騰したお湯に
分量外の酒を大さじ1入
れて茹で、ザルにあげて
粗熱を取る。

④大葉はせん切りにする。
⑤170℃の揚げ油で①を揚げ、鶏肉が白っぽくなっ
てきたら②を入れて2～3分色よく揚げる。鶏肉は
カリッとするまで4～5分揚げる。
⑥鍋にAを加えて煮立て⑤を加え、落とし蓋をして3
分間煮る。器に盛り、③と④をのせる。

②をスプーンですくい入れ、カラリと揚げる。お
好みで塩を振ってどうぞ。

②きゅうりは縦半分に切り、斜め薄切りにして分量
外の塩を小さじ1/2入れて揉み込む。
③ボウルに②と中華くらげ、ほぐした①を入れて和
える。

国産鶏もも肉…200g
なす……………………… 2本
大根…………………… 150g
大葉……………………… 2枚
片栗粉……………… 大さじ2
揚げ油……………………適量
　　だし汁………… 1カップ
　　しょう油……… 大さじ3
Ａ　みりん、砂糖
　　　…… 各大さじ1と1/2
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約410kcal/1人分】

基本

基本

いき

はつ

冷凍あおさのり…100g
天ぷら粉………………… 80g
冷水…………………… 120㏄
揚げ油……………………適量

国産鶏ささみ…4本
中華くらげ…70g

きゅうり……………… 1/3本

材料� 【約205kcal/1人分】

材料� 【約191kcal/1人分】

【約157kcal/1人分】


