
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!

18

28

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

中華風肉味噌うどんセット
（ジャージャー風） 560g 840g 1120g 冷凍 レシピ参照

シマホッケ
一夜干し切身 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 200g 冷凍 レシピ参照

緑の大地ボンレスハム 55g 73g 90g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,587円  3人用 2,287円  4人用 2,961円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

紅鮭切身（加塩） 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

かれい醤油みりん漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

フライパンで！真いか
ピリ辛醤油漬 新商品

230g 230g 230g 冷凍
宮城県石巻港で水揚げされたいかの内臓を除
き、輪切り状にカットした胴体と足をにんにく
醤油で味付けしました レシピ参照

中華くきわかめ 50g 80g 120g 冷蔵
三陸産の肉厚の茎わかめをゴマ油で味
付けし、中華風に仕上げました。お好
みの野菜と一緒にサラダにどうぞ

2人用 1,593円  3人用 2,133円  4人用 2,717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

水

木

7/21土

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

豚モモ肉の
醤油糀だれ焼き 新商品

150g 200g 250g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

にら餃子 8個 12個 16個 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

手かけ揚（玉ねぎ） 4個 8個 8個 冷蔵 フライパンで少し焼いてどうぞ

大正金時豆使用
田舎風金時豆 60g 100g 100g 冷蔵

北海道産の大正金時豆を100％使
用して作りました。そのままでど
うぞ

2人用 1,531円  3人用 2,246円  4人用 2,654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。

中華風肉味噌うどん（ジャージャー風）
①きゅうりとボンレスハ
ムはせん切りにする。
しいたけ、長ねぎはみじ
ん切りにする。
②冷凍うどんは熱湯でゆ
がき、冷水で流し、ザル
にあげて水気を切る。
③熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、味付け豚
肉、しいたけ、長ねぎを
炒める。

④器にレタスをしき、②のうどんを盛り、③ときゅう
り、ボンレスハムをのせ、ミニトマトを添える。

中華風肉味噌うどんセット
　（ジャージャー風）…560g

緑の大地ボンレスハム
…55g

きゅうり……………… 1/2本
しいたけ………………… 2枚
長ねぎ………………… 1/3本
レタス…………………… 2枚
ミニトマト……………… 4個
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約780kcal／1人分】

基本

真いかピリ辛醤油炒め
①いかはあらかじめ解凍
して大きい場合は食べ
やすい大きさに切る。
②まいたけは食べやすい
大きさにほぐし、にら
は3㎝長さに切る。
③フライパンにサラダ油

いき

フライパンで！
　真いかピリ辛醤油漬

…230g
まいたけ………………… 1p
にら…………………… 1/2束
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約264kcal／1人分】

ピーマンたっぷり豚肉のしぐれ煮
①ピーマンはヘタの周りに
包丁を入れて、種ごとく
りぬく。豚肉は食べやす
い大きさに切る。
②鍋に湯を沸かして塩を入
れ、ピーマンを10分程、
色が変わるまでしっかり
と茹でる。
③鍋にAを入れて火にかけ、

はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

ピーマン………………… 6個
生姜（すりおろし）………適量
　　だし汁………… 1カップ
　　しょう油、酒、砂糖
Ａ　　…… 各大さじ1と1/2
　　みりん……… 大さじ1/2
塩…………………………少々

材料� 【約215kcal／1人分】

②を加え、落とし蓋をして10分煮る。ピーマンがし
んなりしてきたら豚肉を入れて更に煮る。
④③を器に盛り付け、生姜をのせる。

をひき、いかとまいたけを炒め、火が通ってきた
ら、にらを入れて更に炒める。

豆アジ唐揚
富山県産の豆アジを中骨取りの開きにして唐揚げ
粉を塗しました。冷凍のまま170℃から180℃の油
でカリッと揚げ、
お好みでレモンを
搾ってどうぞ。

基本

【約118kcal／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!

38

48

2

金

土

7/24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 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

三陸産さば開き干し 1枚 2枚 2枚 冷凍
三陸産の脂ののったさばを厳選して
塩のみで味つけ干し上げました。解
凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

野菜入り肉だんご 新商品 150g 200g 300g 冷凍
鶏むね肉を使用した肉団子に蓮根
と人参を入れ歯応えをよくしまし
た。電子レンジで温めてどうぞ

お料理サラダスティック
（カニカマ風） 1p 1p 2p 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 1,342円  3人用 2,051円  4人用 2,528円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

紀州産あじ
（下処理済み） 2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ参照

氷温造りさば
雪見おろし(ゆず風味） 150g 220g 290g 冷凍 解凍後、そのままお召し上がりく

ださい

えびの唐揚げ 100g 150g 200g 冷凍
無頭、殻付きの小えびを使用しまし
た。冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で1分30秒～ 2分揚げてどうぞ

鮪角煮（れんこん） 80g 80g 120g 常温
しょう油・三温糖・日本酒にて丹
念に炊き上げました。鮪の旨味と
蓮根の食感をお楽しみ下さい

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,503円  3人用 2,030円  4人用 2,593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

国産若鶏の
ひとくちムニエル 150g 200g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

ふっくら蒸し豆腐
和風あんかけ 190g 300g 380g 冷凍

油で揚げても蒸しても、電子レン
ジ調理も可能です。添付の和風あ
んを温め、かけてどうぞ

チーズフリッター 100g 200g 200g 冷凍 人気商品です！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 1,416円  3人用 2,158円  4人用 2,552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。

豚肉の生姜焼き炒め

レタスとサラダスティックのマヨサラダ

①ボウルに混ぜ合わせたA
と豚肉を入れて漬けて
おく。
②人参は短冊切り、にら
は4㎝長さに切る。もや
しはひげ根を取る。
③フライパンにごま油を
半量入れて熱し、①を炒
めて一度皿に取り出す。
④③のフライパンに残り
のごま油を入れて熱し、
②を入れて炒め、酒を振
り、塩、こしょうで調味
をする。

①レタスを洗い、食べやすい
大きさの細切りにする。サ
ラダスティックは食べやす
い大きさに手でほぐす。
②ボウルに①、マヨネーズ、鶏
ガラスープの素、ごま油を
入れて混ぜる。

⑤④に③の豚肉を戻し入れ、さっと炒め合わせる。

麓山高原豚肩切落し
…150g

人参…………………… 1/3本
にら…………………… 1/3束
もやし…………………… 50g
酒…………………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々
ごま油……………… 大さじ1
　　生姜のすりおろし
　　　…………… 大さじ1/2
Ａ　砂糖………… 小さじ1/2　　酒…………… 大さじ1/2
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　みりん……… 大さじ1/2

お料理サラダスティック
（カニカマ風）…1p

レタス………………… 2～3枚
マヨネーズ……… 大さじ1/2
鶏ガラスープの素
　………………… 小さじ1/2
ごま油……………… 小さじ1

材料� 【約257kcal／1人分】

材料� 【約94kcal／1人分】

基本

基本

レンジで酒蒸し!中華風ねぎオイル風味
①あじは冷蔵庫または流
水で袋のまま解凍する。
②①の水気をキッチン
ペーパー等で拭き、塩、
こしょうを両面に振る。
③白髪ねぎと針生姜を作
る。
④耐熱皿に②と白髪ねぎ

いき

紀州産あじ
（下処理済み）…2尾

塩、こしょう…………各少々
長ねぎ………………… 1/2本
生姜………………… 1/2かけ
酒…………………… 大さじ6
ごま油……………… 大さじ2

材料� 【約224kcal／1人分】

玉ねぎと豚の胡麻炒め
①玉ねぎは薄切り、にらは3
㎝長さに切る。豚肉は食
べやすい大きさに切る。
②Aを混ぜ合わせておく。
③熱したフライパンにサラ
ダ油をひき、豚肉を炒め、
色が変わってきたら玉ね
ぎを加えて炒める。最後
ににらを加え、②を入れ
て絡める。

はつ

麓山高原豚
ももスライス…150g

玉ねぎ………………… 1/2個
にら……………………… 1束
　　すり胡麻……… 大さじ1
Ａ　砂糖…………… 小さじ1
　　めんつゆ……… 大さじ2
サラダ油…………… 小さじ2

材料� 【約270kcal／1人分】

の残りの青い部分を並べ入れる。あじ1尾に対し
て酒大さじ3を振りかけ、ラップをふんわりかけ、
電子レンジ（500W）で約8分程度加熱する（加熱
が足りない場合は調節してください）。
⑤白髪ねぎと針生姜を混ぜたものを④にのせ、熱し
たごま油をジュっと回しかける。



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
●㈱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!

68

78

3

月

火

7/26木

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 煮魚にしてどうぞ

赤魚二段仕込み 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

とれとれあじ 150g 300g 300g 冷凍 レシピ参照

ささがきごぼう揚げ 100g 100g 130g 冷凍
国産の助宗たらのすり身に国産のさ
さがきごぼうを混ぜ、揚げました。
解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

2人用 1,614円  3人用 2,199円  4人用 2,651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

豚ばら・もも角切り 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

赤魚西京漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

桜山豚焼売 新商品 4個 6個 8個 冷凍 焼いても蒸しても美味しく頂けま
す

青森県産ベビー帆立
（生食用） 100g 120g 150g 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

2人用 1,649円  3人用 2,288円  4人用 2,870円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚挽肉 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

行者にんにく入り
国産豚和風焼き 150g 200g 300g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

梅しそメンチカツ 4個 6個 8個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

黒豚とひじきの
炊き込みご飯の素 2合用 3合用 4合用 冷凍 黒豚とひじき、人参、ごぼうを使

用した炊き込みご飯の素です

無塩せきベーコン
（スライス） 55g 73g 92g 冷蔵

国産豚バラ肉を主原料とし、発色
剤、リン酸塩を使用せずに作った
ベーコンです

2人用 1,697円  3人用 2,306円  4人用 2,963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。

夏野菜カレー

ベビー帆立の旨シャキキャベツ

①豚肉はあらかじめ解凍
しておく。
②野菜は食べやすい大き
さに切る。
③鍋にサラダ油をひき、豚
肉、野菜に軽く火が通る
程度に炒める。
④③に水500mlを入れ、
具材に火が通るまで煮
る。

①ベビー帆立はあらかじ
め解凍して余分な水分
をキッチンペーパー等
で拭き取る。
②キャベツは食べやすい
大きさに切る。

⑤④の火を止め、カレールーを入れる。再度、火を付
け、弱火でとろみがつくまで煮込む。
⑥温かいご飯を皿に盛り、⑤をかける。

③ポリ袋にキャベツ、①、塩昆布、ごま油を入れてポ
リ袋の上から軽く揉み込み、味をなじませて器に
盛る。

豚ばら・もも角切り
…160g

直火焼カレールー中辛
…100g

なす……………………… 1本
オクラ…………………… 2本
玉ねぎ………………… 1/4個
人参…………………… 1/3個
サラダ油…………… 大さじ1
温かいご飯…………… 400g

青森県産ベビー帆立
（生食用）…100g

キャベツ……………… 150g
塩昆布……………… 大さじ2
ごま油……………… 大さじ1

材料� 【約877kcal／1皿分】

材料� 【約114kcal／1人分】

基本

基本

あじのヘルシーバーグ
①とれとれあじはあらか
じめ解凍する。
②ボウルに小ねぎのみじ
ん切り、生姜をすった
もの、味噌を加えて混
ぜ合わせる。
③②に木綿豆腐、①、片栗
粉を入れ、さらに混ぜ
る。

いき

とれとれあじ…150g
生姜（すりおろし）… 1/2かけ
小ねぎ…………………… 2本
味噌………………… 大さじ1
木綿豆腐（水切りしたもの）
　………………………… 50g
大葉……………………… 8枚
片栗粉……………… 大さじ2
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約207kcal／1人分】

じゃがいもそぼろ煮
①じゃがいもは皮を剥き、
四つ割りにし、水にさら
す。玉ねぎは縦半分に切
り、薄切りにする。生姜
はみじん切りにする。
②鍋にサラダ油を熱し、生
姜、挽肉を入れ、ポロポロ
になるまで炒める。更に
玉ねぎを加え、しんなり
するまで炒める。酒、砂

はつ

麓山高原豚挽肉…150g
じゃがいも……………… 2個
玉ねぎ…………………… 1個
生姜……………………… 1片
だし汁……… 1と1/2カップ
酒…………………… 大さじ2
砂糖………………… 大さじ2
しょう油…………… 大さじ2
片栗粉……………… 小さじ2
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約423kcal／1人分】

糖、しょう油、じゃがいも、だし汁を加える。
③②が煮立ったらアクを丁寧にとり、じゃがいもが柔
らかくなるまで15分程度落とし蓋をして煮る。
④片栗粉を倍量の水で溶いて加え、とろみをつける。

④③を8等分し小判型に整形して、大葉で挟む。
⑤熱したフライパンにサラダ油をしき、片面を中
火で焼き固める（崩れやすいのでなるべく触らな
い）。火を弱火にし、ひっくり返して分量外の酒
大さじ1を加え、蓋をして焼く。



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!

88

98

4

水

木

7/28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
ももスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

いわし開き干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

野菜たっぷり和風信田 1個 2個 3個 冷凍 レシピ参照

氷温造りさわらの黒酢
野菜あんかけ（骨取り） 220g 330g 330g 冷凍 冷蔵庫で解凍後、そのままお召し

上がりください

エリンギ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,529円  3人用 2,267円  4人用 2,751円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

マカジキ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

フライパンで
あじ南蛮漬け 120g 150g 180g 冷凍

国産のあじのゼイゴを除去して三枚に卸して小麦粉を
付けました。冷凍のままフライパンで焼き、お好みの
野菜と添付のタレと合わせて南蛮風にしてどうぞ

はたはたみりん干し 70g 100g 140g 冷凍
日本海産のはたはたを開いてみりん液
に漬け込みました。オーブントースター
やフライパンで軽く焼いてどうぞ

三陸・外洋産
さしみわかめ 50g 50g 100g 冷蔵 三陸の外洋で採れた1等級わかめ

です。サラダやみそ汁にどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,512円  3人用 2,050円  4人用 2,670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 150g 200g 250g 冷蔵 生姜焼きにしてどうぞ

豚肉と青菜の
中華炒めの素 150g 225g 300g 冷凍 レシピ参照

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みました。電
子レンジで温めてどうぞ

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 レシピ参照

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,614円  3人用 2,137円  4人用 2,563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。

エリンギの甘辛豚肉巻き

野菜たっぷり和風信田

①エリンギは豚肉の枚数
に合わせて縦に裂く。エ
リンギに豚肉を巻き、片
栗粉をまぶす。
②Aの調味料は合わせてお
く。
③フライパンにサラダ油
をしき、①の巻き終わり
を下にしてカリッと中
まで火が通るまで焼く。

煮ても焼いても油で揚げても美味しく頂けます。今
回は少量の油で揚げ焼きにしました。お好みで大根
おろしと一緒にしょう油やぽん酢をかけてどうぞ。

④③に火が通ったら②を回しかけ、絡める。

麓山高原豚
ももスライス…150g

エリンギ…1p
片栗粉……………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ3
Ａ　砂糖………… 大さじ1/2
　　コチュジャン
　　　…………… 小さじ1/2

材料� 【約310kcal／1人分】

基本

基本

かじきのにんにくソースがけ
①マカジキはあらかじ
め解凍しキッチンペー
パー等で水気を拭き取
り、軽く塩、こしょう
をして小麦粉を薄く両
面にまぶす。
②にんにく、生姜をみじ
ん切りにし、Aと混ぜ
合わせる。
③熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、①を両

いき

マカジキ切身…2切
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………… 小さじ2
サラダ油………… 大さじ1/2
　　にんにく………… 1/2片
　　生姜………………… 1片
　　しょう油
Ａ　　……… 大さじ1と1/2
　　みりん… 大さじ1と1/2
　　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約162kcal／1人分】

豚肉と青菜の中華炒め
①豚肉と青菜の中華炒めの
素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。しめじは軸を落
とし、食べやすい大きさ
にほぐしておく。
③熱したフライパンにサラ
ダ油を大さじ1/2をひき、

はつ

豚肉と青菜の
中華炒めの素…150g

鶏卵…2個
しめじ…100g

小松菜………………… 100g
人参……………………… 30g
サラダ油…………… 大さじ1
ごま油………………お好みで

材料� 【約285kcal／1人分】

溶きほぐした卵を半熟の状態で皿に出す。
④③のフライパンに残りのサラダ油をひき、人参を炒
め、次に小松菜、しめじ、①を炒める。
⑤④に火が通ったら③を戻し入れ、軽く混ぜ合わせる。
お好みでごま油を回しかける。

面焼く。②を加えて煮絡める。
④マカジキを皿に盛り付け、フライパンに残った
ソースを上からかける。

【約282kcal／1人分】



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!

108

118

5

金

土

7/31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 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚挽肉 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

天ぷらセット
（エビ・いか・穴子） 2人用 3人用 4人用 冷凍 レシピ参照

3種のきのこと根野菜の
しんじょう（生姜あん）新商品 130g 195g 260g 冷凍

3種のきのこと野菜の旨味を味わ
えるしんじょうです。湯せんで温
めてどうぞ

太もずく 新商品 150g 150g 150g 冷蔵 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 1,476円  3人用 1,923円  4人用 2,363円  

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 煮付けにしてどうぞ

にしんみりん干し 2枚 3枚 4枚 冷凍
醸造酒に漬けることで骨を柔らかくし、甘め
のみりんタレに一昼夜漬け込み干し上げまし
た。解凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

ギバサの餃子巻 4本 6本 8本 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

青森県産ベビー帆立
（生食用） 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,513円  3人用 2,151円  4人用 2,800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

豚肉とナスの
オイル炒めの素 150g 187g 300g 冷凍 解凍後、ナスやピーマンと一緒に

炒めてどうぞ

肉詰いなり 2個 3個 4個 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

生姜入り
味付めかぶ 新商品

80g 120g 150g 冷蔵 お好みで豆腐にかけてどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,466円  3人用 1,979円  4人用 2,522円  



15
●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

じゃがつくね

天ぷら

①じゃがいもは5㎜角の棒
状に切り、熱湯に入れて
1分程茹で、ざるに上げ
る。
②ボウルに挽肉を入れ、
ごま、Aを加えてよく練
り混ぜる。たねを6等分
にし、細長く伸ばして
平らに潰し、①の水気を
キッチンペーパー等で

①Aは混ぜ合わせ、衣を作る（小麦粉
は可能な場合、一度ふるったもの
を使う）。
②ピーマンは種を除き、食べやすい
大きさに切る。天ぷらセットはあ
らかじめ解凍して余分な水分は
キッチンペーパー等で拭き取る。
もずくは水洗いをしてざるに上
げ、食べやすい大きさにまとめる。

拭き取り、1/6量を芯にのせ、包んで形を整える。
残りも同様に作る。
③フライパンにサラダ油を熱し、②を並べて火が通
るまで焼く。
④③にBを入れて汁気がなくなるまで煮絡める。

③②に分量外の小麦粉を薄くまぶしてから、①を付け、中温に
熱した油でカラリと揚げる。

国産豚挽肉…150g
じゃがいも……………… 2個
黒炒りごま……… 大さじ1/2
　　酒…………… 大さじ1/2
Ａ　片栗粉………… 小さじ1
　　しょう油……… 小さじ1
　　酒……………… 大さじ2
Ｂ　しょう油……… 大さじ1
　　砂糖…………… 大さじ1
サラダ油………… 大さじ1/2

天ぷらセット
　（エビ・いか・穴子）…2人用

太もずく…150g
ピーマン………………… 2個
　　小麦粉（天ぷら粉）
Ａ　　……………… 1カップ
　　冷水………… 3/4カップ
揚げ油……………………適量

材料� 【約407kcal／1人分】

材料� 【約249kcal／1人分】

基本

基本

ベビーホタテの酢味噌和え
①ベビー帆立はあらかじ
め解凍し、余分な水分
はキッチンペーパー等
で拭き取る。
②小ねぎは小口切にする。
しめじは軸を落とし、
沸騰したお湯でさっと
茹で、粗熱を取る。

いき

青森県産ベビー帆立
（生食用）…100g

しめじ…100g
小ねぎ…………………… 2本
　　みそ…… 大さじ1と1/2
Ａ　砂糖…………… 大さじ1
　　酢……………… 大さじ2

材料� 【約105kcal／1人分】

カリカリ豚丼 はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

　　おろし生姜…………少々
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1
片栗粉……………… 大さじ1
　　にんにく（すりおろし）
　　　…………………… 1片
Ｂ　酒……………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　砂糖…………… 小さじ2
サラダ油…………………適量
ご飯…………………… 400g
キャベツのせん切り… 100g
小ねぎ…………………… 2本

材料� 【約619kcal／1人分】

①豚肉はAを揉み込み、5分
置く。
②Bは小鍋に入れて煮立て、
半量程度になったら火を
止める。

③①の豚肉を広げて片栗粉をまぶす。
④フライパンに1㎝深さのサラダ油を熱し、③をカリッ
とするまで揚げ焼きにする。
⑤器にご飯を盛り、キャベツと④をのせる。Bをかけ、
小口切りにした小ねぎを散らす。

③ボウルに①、②を入れ、Aを入れて混ぜ合わせる。



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!

178

188

6

金

土

8/2木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ばらスライス 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

紅鮭切身（加塩） 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

棒々鶏の素セット 110g 180g 220g 冷凍 レシピ参照

海鮮ハンバーグ
（えび・ほたて入） 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 1,586円  3人用 2,338円  4人用 3,059円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

三陸産さば開き干し 1枚 2枚 2枚 冷凍
三陸産の脂ののったさばを厳選し、保存料・着色料
などの添加物は一切使用せずに天然塩だけで味付け
しました。解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

白エビのかき揚げ丼
セット（タレ付） 2枚 3枚 4枚 冷凍 白エビと野菜を混ぜ合わせてかき

揚にしました レシピ参照

とびうお丸天 2枚 3枚 4枚 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

オリーブdeサーモン 50g 80g 80g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒にサ
ラダにどうぞ

2人用 1,574円  3人用 2,476円  4人用 2,800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 夏野菜と一緒にチキンカレーにど
うぞ

豚プルコギ
（デジプルコギ） 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

野菜入り肉だんご 新商品 150g 200g 300g 冷凍
国産鶏むね肉を原料とした肉だんごに蓮根や人参を入
れ、食感を良くしました。電子レンジで温め、お好み
で酢しょう油や生姜しょう油につけてどうぞ

直火焼カレールー中辛 100g 170g 170g 常温 鶏もも肉と一緒にチキンカレーに
どうぞ

2人用 1,398円  3人用 2,001円  4人用 2,568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。

韓国風豚ばら焼肉

お手軽棒々鶏

白エビのかき揚げ丼

豚プルコギ

①Aを混ぜ合わせてタレを
作る。
②豚肉はあらかじめ解凍
し、フライパンで焼く。
③お好みの葉物野菜に②
と白髪ねぎ、①をのせて
巻く。

①棒々鶏の素はあらかじ
め解凍して、食べやすい
大きさに切る。
②きゅうりは細切り、レタ
ス、ミニトマトは食べや
すい大きさに切る。

①白エビのかき揚げは電
子レンジで温める。
②ボウルに温かいご飯を
入れ、白ごま、ごま油、
刻んだ大葉を入れて混
ぜる。
③丼に②を盛り付け、①を
のせ、添付のタレをかけ
る。

①豚プルコギはあらかじ
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
ラダ油をひき、野菜を炒
める。野菜がしんなり
してきたら①を入れて

③皿に野菜、①を盛り付け、添付のタレをかける。

全体に火が通るまで炒める。
④③を皿に盛り付け、刻んだ小ねぎを散らす。

国産豚ばらスライス
…160g

お好みの葉物野菜…… 10枚
白髪ねぎ………………… 50g
　　しょう油……… 大さじ3
　　酒……………… 大さじ2
　　ごま油………… 大さじ2
　　白ごま………… 大さじ1
　　コチュジャン… 大さじ1
Ａ　にんにく（すりおろし）　　　………………… 1片分
　　しょうが（すりおろし）
　　　………………… 1片分
　　はちみつ……… 大さじ1
　　長ねぎ（みじん切り）
　　　……………… 10㎝分

棒々鶏の素セット…110g
きゅうり………………… 1本
レタス…………………… 4枚
ミニトマト……………… 2個

材料� 【約316kcal／1人分】

材料� 【約130kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

白エビのかき揚げ丼
セット（タレ付）…2枚

大葉……………………… 4枚
温かいご飯…………… 400g
白ごま……………… 大さじ1
ごま油……………… 小さじ1

豚プルコギ
（デジプルコギ）…200g

玉ねぎ………………… 1/2個
人参……………………… 50g
ピーマン………………… 1個
小ねぎ…………………… 5本
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約560kcal／1人分】

材料� 【約246kcal／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!

208

218

7

月

火

8/4土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ロース
塩こうじ漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

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

和風なすあんかけ炒め 187g 187g 250g 冷凍 レシピ参照

三陸産わかめとたこの
和え物（生姜風味）新商品

150g 200g 200g 冷凍 三陸産わかめ、めかぶ、たこを生
姜風味の和風タレで和えました

2人用 1,699円  3人用 2,228円  4人用 2,787円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

縞ほっけ半身熟成干し 1枚 2枚 2枚 冷凍
縞ほっけを半身にし、低温で熟成
させました。解凍後、中火のグリ
ルで焼いてどうぞ

目光丸干し 150g 200g 200g 冷凍 レシピ参照

氷温造りさわらの黒酢
野菜あんかけ（骨取り） 220g 330g 440g 冷凍 解凍後、そのままお召し上がりく

ださい

昔ながらの
濃厚熟成塩辛 50g 50g 100g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,627円  3人用 2,335円  4人用 2,843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

国産豚スペアリブ
スライス 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

若鶏の九条ねぎ
西京味噌焼 新商品

180g 250g 400g 冷凍
国産鶏肉に九条ねぎと西京味噌を合
わせた風味の良い味噌焼きです。解
凍後、フライパンで焼いてどうぞ

ささみのサクサク揚げ 150g 200g 400g 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

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,639円  3人用 2,216円  4人用 3,208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。

国産豚ロース塩こうじ漬

和風なすあんかけ炒め

国産豚肉を塩こうじに漬けたことで肉質を柔らかく
しました。解凍後、フライパンで焼いてどうぞ。

①なすは食べやすい大き
さに切り、水にさらして
アクを抜き、ざるに上
げる。
②熱したフライパンにサラ
ダ油大さじ2を入れて①
を炒め、一度皿に出す。

③②のフライパンに残りのサラダ油を入れ、あらか
じめ解凍しておいた和風なすあんかけを炒める。
④③に②を加え混ぜ合わせ、仕上げに水溶き片栗粉
を入れてとろみをつける。

和風なすあんかけ炒め
…187g

なす……………………… 3本
水溶き片栗粉……… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ3

材料� 【約351kcal／1人分】

基本

基本

メヒカリ唐揚げ
①目光丸干しは解凍し、
軽く塩、こしょうをす
る。
②①の水分をキッチン
ペーパー等で拭き取
り、片栗粉をまぶす。
180℃の油で3～4分揚
げる。
③貝割れ菜は根元を落と

いき

目光丸干し…150g
キャベツ……………… 1/4個
人参…………………… 1/2本
紫玉ねぎ……………… 1/2個
貝割れ菜………………… 40g
塩、こしょう…………各少々
片栗粉……………… 大さじ2
揚げ油……………………適量

材料� 【約174kcal／1人分】

スペアリブのねぎ塩焼き
①スペアリブスライスはあ
らかじめ解凍しておく。
②トマトとレモンはくし型
に切り、きゅうりは斜め
薄切り、長ねぎ、生姜、に
んにくはみじん切りにす
る。
③熱したフライパンにサラ
ダ油をひき、①を強火で
両面に焼き目を付け、途
中で蓋をして弱火で4～5
分焼く。

はつ

国産豚スペアリブ
スライス…200g

トマト…………………… 1個
きゅうり……………… 1/2本
サラダ菜………………… 4枚
レモン………………… 1/4個
サラダ油………… 大さじ1/2
　　長ねぎ…………… 1/4本
　　生姜………………… 1片
Ａ　にんにく…………… 1片
　　塩…………… 小さじ1/4
　　ごま油………… 大さじ4

材料� 【約705kcal／1人分】

④器に③を盛り、混ぜ合わせたAをかけ、サラダ菜、ト
マト、きゅうり、レモンを添える。

して半分に切り、せん切りにしたキャベツ、人参
と薄切りにした紫玉ねぎと混ぜ合わせ、皿に盛り、
②をのせる。

【約249kcal／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!

228

238

8

水

木

8/7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 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

氷温造りさばの梅煮 200g 300g 400g 冷凍 冷凍のまま湯せんで約7分

ふんわり
いかキャベツ焼 2個 3個 4個 冷凍

キャベツがたっぷり入ったふんわりベースにい
かや風味たっぷりのオキアミを入れました。冷
凍のままフライパンで焼いてどうぞ

生姜とトマトの
さっぱり夏スープ おすすめ品

170g 170g 170g 冷凍 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 1,487円  3人用 2,055円  4人用 2,461円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

いわし開き干し 2枚 3枚 4枚 冷凍
北海道産の脂ののったいわしを開
きにしました。解凍後、中火のグ
リルで焼いてどうぞ

白身魚の白醤油漬け
（柚子風味）新商品

150g 200g 300g 冷凍
助宗たらに特製の柚子果汁入りの
白醤油タレに漬け込みました。解
凍後、フライパンで焼いてどうぞ

有明海産芝海老 150g 200g 300g 冷凍
有明産の芝海老を鮮度の良い状態
で急速凍結しました。片栗粉をま
ぶして唐揚げや炒め物にどうぞ

太もずく 新商品 150g 150g 150g 冷蔵 レシピ参照

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,522円  3人用 1,903円  4人用 2,491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

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

解凍後、フライパンに油をひかず
にお好みの野菜を加え、炒めてど
うぞ

金山寺味噌まんじゅう 6個 9個 12個 冷凍
甘みがあり、かつ深みがある金山
寺味噌を使用したまんじゅうで
す。フライパンで焼いてどうぞ

そばの実入り
山形のだし 80g 120g 160g 冷蔵 お好みで豆腐や温かいご飯にかけ

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 1,541円  3人用 2,213円  4人用 2,694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。

もずくの卵焼き
①もずくは細かめに切る。
②ボウルに卵を割りほぐ
し、①と小口切りにし
た小ねぎ、だししょう
油を入れて混ぜる。
③熱した卵焼き器にサラ
ダ油を熱し、3回に分け

いき

太もずく…80g
鶏卵…4個

小ねぎ…………………… 2本
だししょう油……… 小さじ2
サラダ油　………… 大さじ1

材料� 【約229kcal／1人分】

豚バラしゃぶみぞれきゅうりのせ
①豚肉は半分に切り、塩、
こしょうをしておく。
②熱湯に①を広げて入れ、
しゃぶしゃぶし冷水にと
り、水気を切る。
③きゅうりはすりおろして
軽く水気を切り、Aの調
味料と混ぜ合わせる。

はつ

麓山高原豚肩
ローススライス…150g

塩、こしょう…………各少々
きゅうり……………… 1/3本
　　ラー油………… 大さじ1
Ａ　ポン酢………… 大さじ1
　　マヨネーズ…… 小さじ1

材料� 【約248kcal／1人分】

④器に②を盛り、③をのせる。
て巻いていく（くっつく場合はサラダ油を足す）。
④③を食べやすい大きさに切り、皿に盛り付ける。

豚肉のチーズロール巻

生姜とトマトのさっぱり夏スープ

①スライスチーズは半分
に切る。ピーマンはヘタ
と種を除き、細切りにす
る。人参は細切りにす
る。えのき茸は根元を
落として粗くほぐす。A
は混ぜ合わせておく。
②耐熱皿に人参、ピーマ
ン、えのき茸を並べ、塩
を少々振り、ラップをし
て電子レンジ（500W）
で約2分加熱する。
③豚肉の枚数に合わせて

①生姜とトマトのさっぱり夏スープはあら
かじめ解凍しておく。
②野菜はサイコロ状に切る。
③鍋に水600㏄と添付のスープを入れて煮
立たせる。
④①の鶏肉は片栗粉をまぶす。
⑤③が沸騰したら②、④を入れる。器に盛り

②、スライスチーズをのせて巻く。小麦粉を薄く
まぶす。
④フライパンにサラダ油をひき、③の巻き終わりを
下にして全体に火が通るまで焼く。
⑤④にAを加えて絡める。

付ける（冷蔵庫で冷やすか氷を入れると冷製スープとして美味しく頂
けます）。

アレンジレシピ
スープが余った際に
生姜とトマトのさっぱり夏スー
プをお玉2杯分、小鍋に移して
火にかけ、粉ゼラチン1/2袋を
入れて溶かし、冷蔵庫で固める。
そうめんを茹で、固まったスー
プを崩してかけ、お好みで刻ん
だみょうがをかける。

麓山高原豚
バラスライス…150g

スライスチーズ………… 3枚
人参……………………… 5㎝
ピーマン………………… 2個
えのき茸……………… 1/2袋
　　しょう油
　　　……… 大さじ1と1/2
Ａ　酒、みりん、水　　　…………… 各大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
　　マスタード… 大さじ1/2
塩…………………………少々
小麦粉……………………少々
サラダ油…………… 大さじ1

生姜とトマトのさっぱり
夏スープ…170g

なす……………………… 2本
きゅうり………………… 1本
トマト…………………… 1個
片栗粉…………… 大さじ1/2

材料� 【約328kcal／1人分】

材料� 【約178kcal／1人分】

基本

基本



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
●㈱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!

248

258

9

金

土

8/9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

冷凍真いか 1杯 2杯 2杯 冷凍 レシピ参照

若鶏の甘旨醤油焼き 200g 250g 300g 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 1枚 2枚 冷蔵
リン酸塩不使用のさつま揚げで
す。フライパンで軽く焼いてどう
ぞ

2人用 1,449円  3人用 2,008円  4人用 2,543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

脂がのった赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ます仙台味噌漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

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

凍のまま焼いてどうぞ

ピリ辛
ごぼうめかぶ 新商品

80g 100g 100g 冷蔵
三陸産のめかぶ、国産ごぼう、人参を使
用して甘辛のピリ辛醤油味に仕上げまし
た。お好みで豆腐にかけてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,536円  3人用 2,253円  4人用 2,798円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産豚肉の
ごま醤油焼き 150g 200g 300g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と炒めてど

うぞ

黒豚のもっちり
ポテト包み 4個 6個 8個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

ペッパー入り
ロングウインナー 3本 6本 6本 冷蔵 一度ボイル後、フライパンで焼き

目がつくくらい焼いてどうぞ

梅おにぎり昆布 60g 60g 60g 冷蔵 温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,484円  3人用 2,087円  4人用 2,435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。

回鍋肉風肉炒め

いかとじゃがいもの煮物

①野菜、豚肉は食べやすい
大きさに切る。
②熱したフライパンにサ
ラダ油を入れ、豚肉、野
菜の順に入れて炒める。
③②にAを入れて炒め、タ
レを絡める。

①真いかはあらかじめ解凍して、
ワタと軟骨を抜き取り、胴は輪切
り、足は食べやすい大きさに切る。
②じゃがいもは皮を剥き、食べやす
い大きさに切る。さやいんげん
は筋を取り、半分に切る。
③耐熱容器にじゃがいもを入れ、
ラップをして電子レンジ（500W）
で約3分加熱する。
④鍋に調味料を入れ、真いか、じゃ

がいもを入れて煮る。ある程度火が通ってきたら、さやい
んげんを入れて2分程度煮る。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

ピーマン（お好みの種類）
　………………………… 3個
キャベツ……………… 100g
　　甜麺醤………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　砂糖………… 大さじ1/2　　酒……………… 大さじ1
　　ウスターソース
　　　……………… 小さじ1
サラダ油…………… 大さじ1

冷凍真いか…1杯
じゃがいも（大）………… 2個
さやいんげん………… 10本
＜調味料＞
　　水……………… 2カップ
　　だしの素……… 小さじ2
　　砂糖…… 大さじ1と1/2
　　しょう油
　　　……… 大さじ1と1/2
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約673kcal／1人分】

材料� 【約235kcal／1人分】

基本

基本

赤魚の甘辛煮
①えのきは根元を落とし
てほぐす。生姜はせん
切りにする。赤魚は皮
に切り目を入れる。
②フライパンにAを煮立
て、①を加える。
③蓋をして弱めの中火で
約8分煮る。途中何度か
フライパンを振って、

いき

脂がのった赤魚切身…2切
えのき…………………… 1袋
小ねぎ…………………… 4本
生姜……………………… 1片
　　みりん………… 大さじ2
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　酒、砂糖……… 各大さじ1
　　水…………… 3/4カップ

材料� 【約170kcal／1人分】

豚肉といんげんのにんにく炒め
①いんげんは熱湯で茹で、
半分に切る。豚肉は食べ
やすい大きさに切る。
②にんにくは薄切りにし、
赤唐辛子は種を除いて小
口切りにする。
③熱したフライパンにサラ
ダ油をひき、にんにく、
赤唐辛子を弱火で炒める。

はつ

麓山高原豚
もも薄切り…150g

いんげん……………… 10本
にんにく……………… 1/2片
赤唐辛子……………… 1/2本
サラダ油………… 大さじ1/2
塩、こしょう…………各少々

材料� 【約371kcal／1人分】

④③の香りが立ったら強火にし、豚肉、いんげんの順
に炒めて、塩、こしょうで調味する。

煮汁を全体に絡め、器に盛る。小口切りにした小
ねぎを散らす。



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
●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!

278

288

10

月

火

8/11土

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、中火のグリルで焼いてど
うぞ

銀ヒラス味醂漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

味付けこまい 6尾 9尾 12尾 冷凍
北海道で漁獲したこまいを塩とグ
ラニュー糖で味付けしました。解凍
後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

おさかなつくね
（タレ付） 6個 9個 12個 冷凍 レシピ参照

2人用 1,638円  3人用 2,301円  4人用 3,063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

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

やわらかさんま
みりん干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルかフライパ

ンで焼いてどうぞ

にら餃子 8個 12個 16個 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

どさんコーン 4個 6個 8個 冷凍 レシピ参照

梅おにぎり昆布 60g 60g 60g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,659円  3人用 2,270円  4人用 2,905円  

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

豚ロースしゃぶしゃぶ用
（ごまだれ付） 220g 330g 440g 冷凍

解凍後、1枚ずつ熱湯に入れ、お
好みの野菜と一緒に添付のタレを
かけてどうぞ

チーズサンドフライ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま170℃の油で揚げてど
うぞ

はるさめの炒め物 1袋 2袋 2袋 冷凍 人気商品です！電子レンジで温め
てどうぞ

野沢菜わさび 100g 100g 100g 冷蔵
歯ざわりが良く、ピリッとした辛さが
特徴の信州名産野沢菜入りわさび漬で
す。温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,692円  3人用 2,415円  4人用 2,842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。

豚肉のしそ風味しょうが焼き

どさんコーン

①豚肉は食べやすい大き
さに切る。ボウルにAの
材料を混ぜ合わせ、豚肉
を入れて揉み込む。
②玉ねぎは5㎜幅の薄切り
にする。キャベツはせん
切りにする。
③フライパンにサラダ油
を熱し、玉ねぎと①を加
え、汁気がほとんどなく
なるまで炒める。

十勝産とうもろこしをベースに北海道産の魚肉すり
身を加え、蒸し上げた商品です。フライパンで焼いて
も、油で揚げても美
味しく頂けます。

④器にキャベツとともに③を盛り合わせる。豚肉の
上にちぎった青じそを散らす。

麓山高原豚
もも薄切り…150g

玉ねぎ………………… 1/2個
キャベツ………………… 2枚
青じそ…………………… 3枚
　　しょうが（すりおろし）
Ａ　　………………… 1かけ
　　酒……………… 大さじ3
　　しょう油……… 大さじ1
サラダ油…………… 小さじ2

材料� 【約277kcal／1人分】

基本

基本

おさかなつくね
ふっくらとした食感のおさかなつくねです。冷凍の
ままフライパンで焼き、添付のタレをかけてどうぞ。

いき ゆで鶏のキャベツ巻 はつ

菜彩鶏むね肉…200g
キャベツ………………… 2枚
青じそ…………………… 4枚
小ねぎ…………………… 4本
　　生姜（すりおろし）
　　　………………… 1/2片
Ａ　すり白ごま…… 大さじ1
　　酢、しょう油、ごま油
　　　…………… 各小さじ1

材料� 【約160kcal／1人分】

③キャベツは茹で、冷ましてから軸の硬い部分をそぎ
除く。1枚広げて青じそ2枚並べる。②の汁気を切っ
て半量のせ、手前からくるくると巻き、食べやすい
大きさに切る。
④小ねぎを小口切りにし、Aと混ぜ合わせてタレを作
る。

①鶏肉は皮を除いて鍋に入
れ、たっぷりの水を入れ
て火にかける。沸騰直前
に一番弱い火加減にして
約3分間茹でる。火を消
し、冷めるまでおく。
②鶏肉を取り出して細く裂
き、容器に入れ、茹で汁に
つかるようにゆで汁を注
ぎ入れる。

【約165kcal／1人分】

【約94kcal／1人分】



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!

298

308

11

水

木

8/18土

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

焼肉ビビンバ丼セット 185g 275g 370g 冷凍
豚肉とナムルのセットです。お好
みで野菜を足して炒め、温かいご
飯にのせてどうぞ

日向夏ドレッシングで
食べる鶏フリッター 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

国産大豆生揚げ2枚入 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,522円  3人用 2,242円  4人用 2,799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

銀ヒラス白醤油仕込み 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

はるさめの炒め物 1袋 2袋 2袋 冷凍 人気商品です！電子レンジで温め
てどうぞ

三陸産子持ちめかぶ 210g 210g 210g 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 1,537円  3人用 2,285円  4人用 2,572円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

冷凍真いか 1杯 2杯 2杯 冷凍 レシピ参照

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

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

チーズがとろーり
ふんわりプチかま 4個 6個 8個 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど

うぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,368円  3人用 2,169円  4人用 2,374円  
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パリパリチキンソテー

銀ヒラス白醤油仕込み

①鶏肉はあらかじめ解凍
し、塩、こしょうを少々
両面に振る。
②バットにAを入れ混ぜ
る。鶏肉を入れ両面にA
をまぶす。
③フライパンにサラダ油
を熱し、②の皮目から両

白醤油を使用することで素材の旨みを引き出しまし
た。解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ。

面カリッと中まで火が通るよう焼く。
④③を食べやすい大きさに切り、盛り付ける。

国産鶏もも肉…200g
　　小麦粉………… 大さじ3
Ａ　カレー粉……… 小さじ1
　　ガーリックパウダー
　　（あれば）…… 大さじ1/2
塩、こしょう……………少々
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約234kcal／1人分】

基本

基本

いかの香り鉄砲焼き

①真いかは腹わたごと足
を抜き、胴は軟骨を除

いき

冷凍真いか…1杯
酒…………………… 大さじ1
塩…………………………少々
キャベツ………………… 2枚
みょうが………………… 2個
青じそ…………………… 6枚
　　みそ…………… 大さじ1
Ａ　砂糖…………… 大さじ1
　　パン粉………… 大さじ1

材料� 【約169kcal／1人分】

いて水洗いし、キッチンペーパー等で水気を拭い
て酒と塩を振る。足は腹ワタと吸盤を除いて先を
切り落とし、さっと熱湯で茹でて水気をきり、細
かく刻む。
②みょうがはみじん切り、青じそは5㎜幅に切る。
耐熱皿にキャベツを入れ電子レンジ（500W）で約
2分加熱し、しんなりしたらざく切りにする。
③Aを混ぜ合わせ、いかの足と②を加えて混ぜる。
④水気をきった①のいかの胴に③を詰め、中身が出
ないように楊枝で止める。
⑤熱したグリル、またはフライパンで両面を焼いて
火を通す（フライパンの場合は分量外の酒を大さ
じ2入れて蓋をして蒸し焼きにする）。
⑥④を食べやすい大きさに切り、皿に盛り付ける。

【約180kcal／1人分】

焼き生揚げとねぎの肉みそがけ

①豚肉は細かく切る。フライパンにごま油を熱し、長
ねぎ、生姜を弱火で炒め、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。みそ・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。
②生揚げは熱湯をかけて油抜きし、水気を拭き取る。
長ねぎは４～５㎝長さのぶつ切りにする。
③フライパンを熱して②の生揚げと長ねぎをのせ、中
火で全体にこんがり焼き色をつける。生揚げを食べ
やすい大きさに切り、長ねぎと共に盛り、①の肉み
そをかける。

はつ

麓山高原豚肩小間肉
…150g

国産大豆生揚げ（2枚入）
…1p

ごま油…………… 大さじ1/2
長ねぎのみじん切り
　…………………… 1/2本分
生姜のみじん切り……１片分
みそ・砂糖………各大さじ３
酒……………………大さじ２
長ねぎ……………………２本

材料� 【約471kcal／1人分】


