
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!

318

19

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

白かれい切身 2切 3切 4切 冷凍 煮付けにしてどうぞ

脂ののった
シルバー白醤油漬 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
海老チーズカツ 4枚 6枚 8枚 冷凍

海老とチーズを合わせた、フライパ
ンで焼ける海老カツです。多めの油
で揚げ焼きにしてどうぞ

サーモンサラダ 80g 120g 120g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,482円  3人用 2,097円  4人用 2,589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

国産豚バラ肉の
ガーリック醤油焼き 新商品

200g 250g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

大きな肉焼売 4個 6個 8個 冷凍 蒸しても油で揚げても美味しく頂
けます

棒々鶏の素セット 110g 180g 220g 冷凍
商品を解凍後、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

2人用 1,527円  3人用 2,079円  4人用 2,580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

8/21火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
バラスライス 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

しまほっけ切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

国産若鶏コク旨塩焼き 200g 250g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

いか短冊 100g 200g 200g 冷凍 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 レシピ参照

2人用 1,494円  3人用 2,102円  4人用 2,615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。

カレー風味肉じゃが

笹かまきゅうり梅肉和え

①豚肉は食べやすい大き
さに切る。
②じゃがいも、玉ねぎ、人
参は皮を剥き、食べやす
い大きさに切る。
③熱した鍋にサラダ油を
ひき、①と②を炒める。
④③にAを入れて、野菜に
火が通るまで煮込む。
⑤④の材料に火が入った
ら絹さやを加えて2分程
煮る。

①きゅうりはすりこ木等
で叩き、食べやすい大き
さに割る。笹かまぼこ
は食べやすい大きさに
切る。
②梅干しは種を除き、包丁
でペースト状に叩く。
③ボウルに②とAを入れて
混ぜ合わせる。
④③に①を入れて和える。

麓山高原豚
バラスライス…100g

じゃがいも……………… 2個
玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/2本
絹さや…………………… 6枚
サラダ油…………… 小さじ1
　　だし汁………… 1カップ
Ａ　酒、みりん、しょう油　　　…………… 各大さじ1
　　カレー粉…… 大さじ1/2

笹かまぼこ 厚焼き…2枚
きゅうり………………… 1本
梅干し…………………… 2個
　　酒　………… 小さじ1/2
　　砂糖………… 小さじ1/2Ａ　薄口しょう油
　　　…………… 大さじ1/2
　　かつお節………………2g

材料� 【約390kcal／1人分】

材料� 【約70kcal／1人分】

基本

基本

サーモンサラダの巻き寿司
①ボウルに卵を割り入
れ、Aを加えて混ぜ合
わせ、サラダ油を熱し
たフライパンで卵焼き
を作る。
②Bを合わせて酢飯を作
る。
③まきすの上に焼きのり
をのせ、②を焼きのり
の上下1㎝あけたとこ
ろに広げる。手前から
サラダ菜をのせ、卵焼
き、サーモンサラダの

いき

サーモンサラダ…80g
卵………………………… 1個
　　砂糖…………… 小さじ1
Ａ　酒…………… 小さじ1/2　　みりん……… 小さじ1/2
　　塩……………………少々
サラダ油…………… 小さじ1
サラダ菜………………… 1枚
大葉……………………… 1枚
焼きのり………………… 1枚
　　酢……………… 大さじ1
Ｂ　砂糖………… 大さじ1/2　　温かいご飯……… 200g
　　白炒りごま…………少々

材料� 【約324kcal／1人分】

豚肉と根菜の酢炒め

①豚肉は食べやすい大きさ
に切り、ボウルに入れて
下味をつけてよく混ぜ合
わせ、小麦粉をまぶす。
②れんこん、ごぼうは小さ
めの乱切りにし、水にさ
らしてザルに上げる。ピー
マンと人参は小さめの乱
切りにする。

はつ

麓山高原豚
肩ローススライス…150g

【下味】
　　塩、こしょう……各少々
　　しょう油……… 小さじ1
　　溶き卵………… 1/2個分
れんこん……………… 1/2節
ごぼう………………… 1/3本
ピーマン………………… 1個
人参…………………… 1/2本
小ねぎ…………………… 2本
小麦粉……………… 大さじ2
　　酢、砂糖、しょう油Ａ　　…… 各大さじ1と1/2
　　酒…………… 大さじ1/2
水溶き片栗粉……… 大さじ2
サラダ油…………………適量
ごま油……………………少々

材料� 【約417kcal／1人分】

③フライパンに1㎝深さのサラダ油を熱し、人参、れん
こん、ごぼうの順に入れて揚げ焼きにし、油をきる。
④フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、①を炒める。
表面がカリッとしてきたら③とピーマンを加えて炒
め、Aを加えて混ぜる。煮立ったら水溶き片栗粉を
加えてとろみを付け、最後にごま油を加えて混ぜる。
皿に盛り付け、刻んだ小ねぎを散らす。

順にのせ、半分に切った大葉をのせて巻く。
④食べやすい大きさに切り、皿に並べる。



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!

39

49

2

月

火

8/23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 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

塩さば半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 脂のり抜群の塩さばです。解凍
後、中火のグリルで焼いてどうぞ

豚肉スライスの
トンテキ風 200g 300g 300g 冷凍

解凍後、フライパンで焼き、たっ
ぷりの千切りキャベツと一緒にど
うぞ

三陸・外洋産
さしみわかめ 50g 50g 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 1,646円  3人用 2,387円  4人用 2,924円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

氷塩熟成新巻鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

メカジキ味醂漬
（にんにく風味）新商品

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

かにと三つ葉の
やわら蒸し 4個 6個 8個 冷凍 電子レンジで温めるか多めの油で

揚げ焼きにしてどうぞ

エーコープ三陸産
生わかめ 50g 50g 100g 常温 みそ汁に入れたりお好みの野菜と

一緒にサラダにしてどうぞ

大和しじみ 150g 150g 200g 冷凍 みそ汁やスープにしてどうぞ

2人用 1,698円  3人用 2,267円  4人用 3,035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

豚焼肉（福島県産大豆
使用味噌ダレ） 170g 212g 255g 冷凍

福島県産の大豆を使用した味噌に
漬け込みました。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 お好みでそぼろ丼や野菜炒めの具
にどうぞ

道産子かぼちゃもち 2個 3個 4個 冷凍
北の大地で育てた「かぼちゃ」を蒸し上げ練り上げま
した。もちもちっとした食感が楽しめます。フライパ
ンで両面を焼き、バターしょう油を絡めてどうぞ

さっぱり海藻サラダ
（三杯酢付） 38g 42g 45g 常温

7種類の海藻が入ったサラダに特製の三杯酢
を添付しました。水戻し後、お好みの野菜と
一緒に添付の三杯酢を合わせてどうぞ

2人用 1,623円  3人用 2,351円  4人用 2,996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。

豚肉の玉ねぎソースがけ

わかめのナムル

①玉ねぎソースを作る。
玉ねぎはすりおろし、残
りの調味料を加えて混
ぜる。
②豚肉はあらかじめ解凍
し、塩、こしょうを両面
に振る。
③フライパンにサラダ油
を熱し、②を並べ入れ、

①わかめはたっぷりの水につ
けて塩を抜き、食べやすい
大きさに切る。
②じゃがいもと人参はせん切
り、ほうれん草は根元を落
として5㎝の長さに切り、
熱湯でさっと茹でて冷ま
す。
③Aを3等分にしてわかめ、
ほうれん草、じゃがいもと
人参とそれぞれ和える。

こんがり焼き色が付いたら裏返して同様に焼く。
①のソースを加え、1～2分煮る。
④③を皿に盛り付け、残ったソースをかける。

国産豚ローススライス
（ソテー用）…120g

塩、こしょう…………各少々
サラダ油………… 大さじ1/2
【玉ねぎソース】
　　玉ねぎ…………… 1/2個
　　しょう油……… 大さじ1
　　酒、みりん… 各大さじ1
　　酢……………… 小さじ1

三陸・外洋産
さしみわかめ…50g

じゃがいも……………… 1個
人参…………………… 1/3本
ほうれん草…………… 1/2束
　　ごま油………… 大さじ3
　　塩…………… 小さじ1/3
　　こしょう……………少々
Ａ　にんにくすりおろし
　　　……………… 小さじ1
　　一味唐辛子…………少々
　　すり白ごま… 大さじ1/2

材料� 【約213kcal／1人分】

材料� 【約201kcal／1人分】

基本

基本

鮭のレンジ蒸し
①鮭はあらかじめ解凍し
ておく。
②玉ねぎは薄切り、人参
と生姜はせん切り、三
つ葉はざく切りにする。
③耐熱皿に玉ねぎと人参
をのせてから①、生姜
を盛り、ラップをして
電子レンジ（500W）で
約5分～6分加熱する。

いき

氷塩熟成新巻鮭切身
…2切

玉ねぎ………………… 1/2個
人参……………………… 30g
生姜……………………… 15g
三つ葉………………お好みで
焼きのり……………… 1/2枚
Ａ　ぽん酢…………… 50㏄
　　バター……………… 10g

材料� 【約223kcal／1人分】

みそ照り煮丼
①鶏肉はあらかじめ解凍
し、余分な脂は取り除く。
白い筋に直角に包丁で4
～5本浅い切り込みを入
れて筋を切る。
②長ねぎは食べやすい大き
さに切る。Aは混ぜ合わ
せておく。
③フライパンにサラダ油を
熱し、鶏肉の皮を下にし
て入れ、こんがりと焼き

はつ

菜彩鶏もも肉…200g
長ねぎ………………… 1/2本
サラダ油………… 大さじ1/2
酒…………………… 大さじ1
　　味噌…………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1
Ａ　砂糖………… 大さじ1/2
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　水…………… 大さじ1/2
生姜すりおろし…… 小さじ1
温かいご飯…………… 400g
炒り白ごま………… 大さじ1

材料� 【約618kcal／1人分】

色がついたら裏返し、裏も同様に焼きつける。酒を
ふり入れ、蓋をして弱火にし、2～3分蒸し焼きにす
る。
④③にAを加え、フライパンを揺すりながら煮絡める。
生姜のすりおろしを加えてさっと混ぜ、鶏肉に火が
通ったら取り出し、そぎ切りにする。フライパンに
長ねぎを加え、さっと炒める。
⑤器にご飯を盛り、④をのせ、残ったタレをかけ、炒り
白ごまをふる。

④Aは耐熱容器に入れてラップをして電子レンジ
（500W）で約1分加熱する。
⑤③に④をかけ、三つ葉、刻んだ焼きのりをかける。



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!

59

69

3

水

木

8/25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

麓山高原豚肩切落し 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産鶏トロ（背肉）
照り焼き（にんにく入り） 200g 300g 400g 冷凍

国産鶏トロ（背肉）を蒲焼のタレで味付けし、
にんにくのスライスをトッピングしました。
解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

ホイコーローの素 170g 200g 255g 冷凍 解凍後、キャベツやピーマンと一
緒に炒めてどうぞ

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

2人用 1,457円  3人用 1,917円  4人用 2,355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
豚さっぱり和風焼肉 150g 200g 300g 冷凍 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

十六雑穀入り
ハンバーグ 2枚 3枚 4枚 冷凍

国内産十六雑穀を入れたハンバー
グです。フライパンで焼いてどう
ぞ

銀聖鮭あらほぐし 60g 100g 150g 冷凍 レシピ参照

ほたてフレーク 新商品 100g 150g 150g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒にサ
ラダにしてどうぞ

2人用 1,423円  3人用 2,040円  4人用 2,677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 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

さわら西京漬け 2切 3切 4切 冷凍
解凍後、調味液を軽く拭き取り、
弱火のグリルかフライパンで焼い
てどうぞ

いかねぎ塩 120g 150g 180g 冷凍 レシピ参照

沖縄県産生もずく
（タレ付） 2個 3個 4個 冷凍

沖縄県産のもずくにめんつゆ仕立ての
タレを添付しました。酸味が苦手な方
にも美味しく食べて頂ける商品です

まいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,540円  3人用 2,093円  4人用 2,650円  



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

豚肉のさっぱり和風焼肉炒め

鮭あらほぐし入り卵焼き

①商品はあらかじめ解凍
しておく。
②玉ねぎは薄切りにする。
③熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、①と②を
炒める。
④皿に千切りキャベツを
盛り、③をのせ、ミニト
マトを添える。

①ボウルに卵、鮭あらほぐ
し、刻んだ小ねぎを加え
て溶く。
②フライパンにサラダ油
を熱し、①を少量ずつ流
し入れ、手前からくるく
ると巻いていく。

③②を卵液がなくなるまで繰り返す。
④③を食べやすい大きさに切り、皿に盛り、大根おろ
しと貝割れ菜を添える。お好みでしょう油やぽん
酢をかけてどうぞ。

梨果汁でやわらか
　福島県産豚さっぱり

和風焼肉…150g
玉ねぎ………………… 1/2個
千切りキャベツ……… 100g
ミニトマト……………… 2個
サラダ油………… 大さじ1/2

銀聖鮭あらほぐし…60g
卵………………………… 4個
小ねぎ…………………… 2本
大根おろし…………お好みで
貝割れ菜………………… 10g
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約238kcal／1人分】

材料� 【約180kcal／1人分】

基本

基本

まいたけといかのねぎ塩炒め
①商品はあらかじめ解凍
しておく。
②まいたけは食べやすい
大きさにほぐしておく。
③熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、②、①の
順に炒め合わせる。

いき

いかねぎ塩…120g
まいたけ…1p

サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約111kcal／1人分】

豚肉と里芋の煮物
①里芋はよく洗い皮を剥
き、ボウルに入れて塩で
もみ、ぬめりを取って、
水で洗い流す。生しいた
けは石づきを取る。
②鍋に里芋がひたひたにか
ぶるくらいの水を入れ、
5分程下茹でして、ザルに
上げて水気を切る。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

里芋…………………… 300g
生しいたけ……………… 4枚
　　だし汁…………… 300㏄
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 大さじ1
塩………………… 小さじ1/2

材料� 【約321kcal／1人分】

③Aを鍋に入れて中火にかけて里芋を入れ、柔らかく
なってきたら豚肉、生しいたけを加えて15分程煮
る。



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!

79

89

4

金

土

8/28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
ももスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

さんま開き 2枚 3枚 4枚 冷凍
北海道から三陸沖で漁獲されたさ
んまを開きにしました。解凍後、
中火のグリルで焼いてどうぞ

鶏そぼろ信田 2個 3個 4個 冷凍
鶏そぼろを油揚げで包みました。
焼いても油で揚げても煮物に入れ
ても美味しく頂けます

緑の大地ボンレスハム 55g 73g 90g 冷蔵 レシピ参照

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,393円  3人用 1,896円  4人用 2,351円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

さば開き 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

国産天然ぶりの照焼 2切 3切 4切 冷凍
脂のある国産の天然ぶりを甘口の照り
焼きのタレに漬け込みました。解凍
後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

帆立と白身魚の絹寄せ
（京風あんかけ） 130g 195g 260g 冷凍 冷凍のまま湯せんで約7分

うすくち一口昆布巻 60g 60g 100g 冷蔵
北海道産の昆布を国産のかんぴょうで
一口サイズに結び、しょう油ベースの
調味で柔らかく炊き上げました

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,371円  3人用 2,095円  4人用 2,581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 レシピ参照

豚ミニ七味焼き 4枚 6枚 8枚 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

ひとくちチキン南蛮
（タルタル入り） 4個 6個 8個 冷凍

国産鶏肉を使用し本格的なタルタ
ルソースを中に包みました。電子
レンジで温めてどうぞ

卵とうふカップ入 2個 3個 4個 冷蔵
リン酸塩を使用せずに作った卵と
うふです。添付のタレをかけてど
うぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,537円  3人用 2,243円  4人用 2,830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。

もやしときゅうりの肉味噌かけ

ハムとえのきの中華風サラダ

①豚肉は細切りにし、酒、
片栗粉を加えてもみ込
む。
②たっぷりのお湯でもや
しを茹で、ざるに上げ
る。きゅうりはせん切
りにする。
③フライパンにサラダ油
を熱し、①を炒め、色が

①えのき茸はほぐす。きゅ
うり、ハムはせん切りに
する。
②フライパンにごま油を
熱し、えのき茸を炒め
る。Aを加えて混ぜ、粗
熱をとる。
③ボウルに②、きゅうり、
ハムを混ぜ合わせて、白
炒りごまをふる。

変わってきたらAを加えて炒める。
④器にもやしときゅうりと③を盛る。

麓山高原豚
ももスライス…150g

もやし………………… 1/2袋
きゅうり………………… 1本
酒、片栗粉……… 各大さじ1/2
サラダ油…………… 大さじ1
　　味噌、酒……… 各大さじ1
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　ラー油……… 小さじ1/2

緑の大地ボンレスハム
…55g

えのき…200g
きゅうり………………… 1本
白炒りごま……… 大さじ1/2
　　鶏ガラスープの素
　　　……………… 小さじ1
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　酢…………… 大さじ1/2
　　塩……………………少々
　　砂糖………… 小さじ1/2
ごま油……………… 大さじ2

材料� 【約464kcal／1人分】

材料� 【約169kcal／1人分】

基本

基本

焼きさばの焼き込みご飯
①米は洗い、炊飯器に入
れAを入れて30分浸す。
②ごぼうはささがきにし
て水にさらす。
③人参はいちょう切り、
三つ葉はざく切りにす
る。
④①に②と人参を入れて
炊く。
⑤さば開きはあらかじめ

いき

さば開き…1枚
ごぼう…………………… 60g
人参…………………… 1/3本
三つ葉………………お好みで
米……………………… 1.5合
　　だし汁…………… 250㏄
　　しょう油……… 小さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　みりん………… 小さじ1
　　塩……………………少々

材料� 【約475kcal／1膳分】

じゃがいもと豚肉のソース炒め はつ

麓山高原豚
　ローススライス…150g
じゃがいも……………… 2個
塩、こしょう…………各少々
絹さや………………… 10枚
にんにく……………… 1/2片
サラダ油…………… 大さじ1
　　中濃ソース
Ａ　　……… 大さじ1と1/2
　　酒…………… 大さじ1/2

材料� 【約370kcal／1人分】

①じゃがいもは、8等分のくし形に切り、水にさらす。
水気を切り、電子レンジ約1分加熱する。
②豚肉は食べやすい大きさに切り、塩、こしょうをす
る。にんにくは薄切りにする。
③絹さやは筋を取り、塩を加えた熱湯で茹でて水に取
り、水気を切る。
④フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱し、①を加え、
透き通るまで炒め、一度皿に取り出す。
⑤④のフライパンに残りのサラダ油を熱し、にんにく
を加えて弱火でゆっくりと炒め、香りが出たら中火
にして豚肉を加えて色が変わるまで炒める。
⑥④を戻し入れ、A、③を加えて更に炒め、塩、こしょ
うで調味する。

解凍しておき、中火のグリルで焼き、身を大き目
にほぐす。
⑥炊き上がった④に⑤を入れて蒸らし、茶碗に盛り、
三つ葉をのせる。



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!

109

119

5

月

火

8/30木

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

南鮪入まぐろたたき 150g 230g 300g 冷凍 解凍後、わさびしょう油でどうぞ

黄金生姜入り
国産豚味噌焼き 200g 300g 400g 冷凍

高知県産の黄金生姜入り白味噌風味のタ
レに漬け込みました。解凍後、玉ねぎなど
お好みの野菜と一緒に炒めてどうぞ

エビチャーハンの素 新商品 2合用 3合用 4合用 冷凍 レシピ参照

2人用 1,671円  3人用 2,335円  4人用 2,867円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

南鮪入まぐろたたき 150g 230g 300g 冷凍 解凍後、わさびしょう油でどうぞ

ナメタガレイ
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

ほたての
中華炒めセット 新商品

200g 300g 300g 冷凍 レシピ参照

お料理サラダ
スティック 1p 1p 2p 冷蔵 お好みの野菜と一緒にサラダにし

てどうぞ

2人用 1,657円  3人用 2,349円  4人用 2,765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 お好みの野菜と一緒に肉巻きにし

てどうぞ

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、添付の和風ソースをかけて
どうぞ

若鶏のさっぱり
ゆずぽん酢焼き 新商品

200g 250g 300g 冷凍
鶏の旨味とさっぱりとしたゆずぽん
酢のたれの相性は抜群です。解凍
後、フライパンで焼いてどうぞ

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、リン酸塩等を使用せずに作っ
たベーコンです 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 1,631円  3人用 2,271円  4人用 2,762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。

夏野菜と鶏肉のサラダ

エビチャーハン

①鶏肉はあらかじめ解凍
してから皮を取り、塩、
こしょうと酒をふって
耐熱皿にのせ、電子レン
ジ（500W）で片面2分ず
つ加熱し、粗熱が取れた
ら食べやすい大きさに
手で裂く（加熱が足りな
い場合は再度加熱して
ください）。
②レタスは大きめに手で

①エビチャーハンの素はあらか
じめ解凍しておく。
②きゅうりはせん切りにする。
卵は割りほぐしておく。
③熱したフライパンに添付のね
ぎ油を入れ、エビを炒める。卵
を入れ、半熟程度に炒め、②を
入れてさっと炒める。

ちぎり、きゅうりは縦半分に切ってから斜め薄切
り、赤・黄ピーマンは縦せん切りにする。
③なすは乱切りにして耐熱容器にのせ、ラップをし
て電子レンジ（500W）で2分加熱する。
④器に①、②、③を盛り、混ぜ合わせたAをかける。

④③に温かいご飯を入れて炒め、塩、こしょうで味を調える。

国産鶏むね肉…200g
レタス…………………… 4枚
きゅうり……………… 1/2本
赤・黄ピーマン……… 各1個
なす……………………… 2本
酒…………………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々
　　しょう油……… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ3
Ａ　酢……………… 大さじ4
　　ごま油………… 大さじ1
　　白炒りごま…… 小さじ1

エビチャーハンの素
…2合用

きゅうり………………… 1本
卵………………………… 1個
温かいご飯…………… 2合分
塩、こしょう……………少々

材料� 【約430kcal／1人分】

材料� 【約240kcal／1膳分】

基本

基本

ほたてと卵の中華炒め いき

ほたての中華炒めセット
…200g

ピーマン………………… 2個
卵………………………… 2個
片栗粉……………………適量
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約255kcal／1人分】

お揚げピザ
①玉ねぎ、ベーコンは食べ
やすい大きさに切る。
②フライパンにバターをひ
き、①を炒め、しょう油、
塩、こしょうで味を調え
る。
③油揚げに②、ピザ用チー
ズをのせ、トースターで
色がつくまで焼く。

はつ

無塩せきベーコン
（スライス）…55g

食材油揚げ…2枚
玉ねぎ………………… 1/2個
しょう油…………… 小さじ1
塩、こしょう…………各少々
バター…………………… 10g
ピザ用チーズ……………適量
刻みパセリ…………お好みで

材料� 【約280kcal／1人分】

④③を食べやすい大きさに切り、お好みで刻みパセリ
を散らす。①商品はあらかじめ解凍しておく。ほたての余分な

水分を紙タオル等で拭き取り、片栗粉を薄くまぶ
す。
②ピーマンは種を除き、細切り、卵は割りほぐして
おく。
③熱したフライパンにサラダ油大さじ1/2を入れ、
卵を炒め、半熟の状態で皿に取り出す。
④③のフライパンに残りのサラダ油を足し、①、ピー
マンを加えて炒める。
⑤④に③を戻し入れ、添付のタレで味を調える。



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!

129

139

6

水

木

9/1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

麓山高原豚肩切落し 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

下関産マアジ開き 4枚 6枚 8枚 冷凍 レシピ参照

赤いかねぎ塩 120g 150g 240g 冷凍
柔らかく身厚の赤いかを短冊切りにしてメー
カーオリジナルの塩だれと絡めました。解凍
後、お好みの野菜と一緒に炒めてどうぞ

ピリ辛ごぼうめかぶ 100g 120g 150g 冷蔵
三陸産のめかぶ、国産野菜を使用し
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

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,430円  3人用 1,952円  4人用 2,496円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

真ほっけ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 北海道産の真ほっけです。解凍
後、中火のグリルで焼いてどうぞ

氷温造りサバの味噌煮 2切 3切 4切 冷凍 食材人気商品です！湯せんで温め
てどうぞ

柔らかかれいの
ムニエル・フライ用 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

山椒ちりめん 50g 80g 100g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,507円  3人用 2,236円  4人用 2,809円  

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 レシピ参照

鶏肉と青菜の
オイスターソース炒め用 150g 225g 300g 冷凍

薄切りにした鶏むね肉にオイスターソースが
入った甘辛醤油ダレで味付けしました。お好
みの葉物野菜と一緒に炒めてどうぞ

フライパンで！
黒ごま玄米ささみ揚げ 100g 200g 300g 冷凍 冷凍のまま多めの油で揚げ焼きに

してどうぞ

蔵王ハヤシ
（濃縮ソース） 240g 240g 240g 常温 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 1,543円  3人用 2,168円  4人用 2,720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。

大根とカリカリ豚肉のサラダ

あじの天ぷら

①大根は皮を剥いて細切
りにする。小ねぎは小
口切りにする。
②①の大根を水にさらし
てパリッとさせ、ザルに
上げて水を切る。
③Aを合わせてドレッシン
グを作る。
④豚肉に片栗粉をまぶし、
中温の油で揚げる。

①マアジは解凍後、紙タオ
ル等で水気を切ってお
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。

⑤大根を器に盛り、豚肉をのせ、Aをかけて小ねぎを
散らす。

麓山高原豚肩切落し
…150g

大根……………………… 50g
小ねぎ…………………… 2本
片栗粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
　　ごま油… 大さじ1と1/2
Ａ　酢……… 大さじ1と1/2
　　しょう油…大さじ1と1/2
　　豆板醤……… 小さじ1/4

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303kcal／1人分】

材料� 【約545kcal／1人分】

基本

基本

かれいと梅しその一口カツ いき

柔らかかれいの
　ムニエル・フライ用…150g
梅干し（大）……………… 4個
玉ねぎ………………… 1/2個
レタス…………………… 4枚
大葉……………………… 8枚
小麦粉……………………適量
卵………………………… 1個
パン粉……………………適量
サラダ油…………………適量
ミニトマト……………… 4個

材料� 【約235kcal／1人分】

ハヤシライス
①豚肉はあらかじめ解凍し
ておく。
②玉ねぎは薄切りにする。
③鍋にバターを熱し、玉ね
ぎを入れて飴色になるま
で炒め、豚肉を加えて更
に炒める。
④③に火が通ったら水160

はつ

豚ばら・もも角切り…160g
蔵王ハヤシ（濃縮ソース）

…240g
玉ねぎ…………………… 1個
バター…………………… 10g
温かいご飯…………… 400g
水……………………… 160㏄

材料� 【約675kcal／1杯分】

㏄を入れ、沸騰したら弱火にして蔵王ハヤシを入れ、
溶けるまで煮込む。
⑤皿に温かいご飯を盛り、④をかける。

①梅干しは種を取って包丁の背でたたく。
②玉ねぎはくし形に4等分、レタスは繊維に逆らっ
て5㎜幅に切る。
③解凍した商品の余分な水分を紙タオル等で拭き取
り、片面に①を塗り、大葉を1枚のせる。
④玉ねぎの片面に①を塗る。
⑤③と④に小麦粉を薄くまぶし、それぞれ溶き卵、
パン粉の順に衣を付ける。残りも同様に作る。
⑥フライパンに2㎝程のサラダ油を入れて熱し、⑤
をカリッと揚げる。
⑦器に⑥とレタスを盛り、大葉とミニトマトを添え
る。



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!

149

159

7

金

土

9/4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

氷塩熟成新巻鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

にらまんじゅう 4個 6個 8個 冷凍
国産豚肉をベースにたっぷりのニラを使用
した、にらまんじゅうです。油で揚げても
フライパンで焼いても美味しく頂けます

大和しじみ 150g 200g 200g 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 1,568円  3人用 2,281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

キタノメヌケ切身 2切 3切 4切 冷凍 煮付けや焼魚でどうぞ

ます昆布仕込み 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

白身魚とほうれん草
チーズフライ 4個 6個 8個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

国産ひじき 新商品 150g 150g 150g 冷蔵 レシピ参照

石臼づくり 1枚 1枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,416円  3人用 1,847円  4人用 2,530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

豚肉のおろし炒めの素 150g 225g 300g 冷凍
薄切りにした豚もも肉におろした大根や
玉ねぎが入った和風醤油ダレで味付けし
ました。しめじと一緒に炒めてどうぞ

味わい春巻 4本 6本 8本 冷凍 冷凍のまま170℃の油で約5分揚
げてどうぞ

ソフトはんぺん 2個 3個 4個 冷凍
解凍後、フライパンで焼いたり、
サイコロ状にカットしてサラダの
トッピングにどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 豚肉のおろし炒めの素と一緒に炒
めてどうぞ

2人用 1,509円  3人用 1,994円  4人用 2,520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。

まきまきローストポーク

しじみと枝豆のピリ辛炒め

①豚肉は1㎝程ずらして重
ね、小麦粉を薄く振り、
きつめに巻く。塩、こ
しょう、おろしにんに
くをすり込み、Aをふり
かけ10分程置く。
②フライパンを熱し、巻き
終わりを下にして焼き、
転がしながら全体に焼
き色をつける。
③酒を入れて蓋をして、蒸

①枝豆はさやから取り出
して塩茹でし、生姜とに
んにくはみじん切り、赤
唐辛子は半分に切る。
②熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、生姜、
にんにく、赤唐辛子を加
え、香りが出たらしじみ
を冷凍のまま入れ、強火
で2～3分炒める。

し焼きにし、水分が少なくなってきたらBを入れ、
火を止める。
④火が通った豚肉を1㎝厚さに切り、器に並べ、フラ
イパンに残ったソースをかける。

③②にAを加え、フライパンを揺すりながら炒め、し
じみの口が開いたら枝豆を加えて炒める。

麓山高原豚
バラスライス…150g

小麦粉…………… 大さじ1/2
塩、こしょう…………各少々
おろしにんにく…… 小さじ1
酒………………… 1/2カップ
Ａ　オリーブオイル…大さじ2　　酒……………… 大さじ2
　　ポン酢、しょう油
Ｂ　　…………… 各大さじ1
　　バター……………… 10g

大和しじみ…150g
枝豆（さやつき）……… 150g
生姜……………………… 10g
にんにく………………… 10g
赤唐辛子……………… 1/2本
サラダ油…………… 小さじ1
塩…………………… 小さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ3
　　ラー油…………お好みで

材料� 【約490kcal／1人分】

材料� 【約210kcal／1人分】

基本

基本

ひじきの煮物
①ひじきは一度、流水で
洗い流し、長い場合は
食べやすい大きさに切
る。石臼づくりは薄切
りにする。人参はせん
切りにする。
②鍋にサラダ油をひき、人
参、石臼づくり、煮豆、
ひじきの順にさっと炒
める。

いき

国産ひじき…150g
石臼づくり…1枚

人参…………………… 1/3本
煮豆（大豆）……………… 50g
サラダ油…………… 小さじ1
　　だし汁…………… 300㏄
Ａ　しょう油……… 大さじ3
　　酒、みりん…… 大さじ2

材料� 【約280kcal／1人分】

ふわふわ豚丼

①長芋は皮を剥いてすりお
ろし、めんつゆと溶きほ

はつ

麓山高原豚もも薄切り
…150g

長芋…………………… 150g
卵………………………… 1個
めんつゆ…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
温かいご飯…………… 400g
刻みのり……………お好みで
小ねぎ…………………… 2本
トマト（小）……………… 1個
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約635kcal／1人分】

ぐした卵で味付け、混ぜ合わせる。
②豚肉は食べやすい大きさに切り、サラダ油をひいた
フライパンでカリッと炒め、Aで調味する。
③器にご飯を盛り、刻みのり、①をかけ、②と小口切り
にした小ねぎ、くし形に切ったトマトを飾る。

③②にAを入れ、汁気が無くなるまで煮詰める。



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!

199

209

8

水

木

9/6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 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚挽肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

藁焼きかつおたたき
（タレ付） 100g 180g 230g 冷凍 レシピ参照

豚バラ大根
炒め煮用 新商品

160g 160g 240g 冷凍
やや厚切りにした豚バラ肉とかつ
おや昆布などのエキスで旨味を出
した醤油タレのセットです

極細きざみ昆布 50g 80g 80g 冷蔵 さつま揚げと一緒に煮物にどうぞ

揚蒲鉾　さつま揚げ 1枚 2枚 2枚 冷凍 きざみ昆布と合わせて煮物にどう
ぞ

2人用 1,694円  3人用 2,368円  4人用 2,888円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ニシンフィーレ 4枚 6枚 8枚 冷凍 解凍後、煮付けやフライ、天ぷら
にどうぞ

赤魚スティック
サクサク揚げ 120g 180g 240g 冷凍

骨取り赤魚切身を使用し、お子様でもパクパク
食べられるスティックタイプの商品です。冷凍
のまま多めの油で揚げ焼きにしてどうぞ

無着色たらこ 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た
らこです

ほたてフレーク 新商品 100g 150g 150g 冷凍 お好みの野菜と一緒にサラダにど
うぞ

2人用 1,694円  3人用 2,280円  4人用 2,740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

きざみ昆布と鶏肉の
甘辛炒め 160g 200g 240g 冷凍

国産鶏むね肉をスライスして昆布、人参を具材に
しょう油ベースのタレで味付けしました。解凍
後、ご家庭で玉ねぎを加え、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

ポテトチーズもち 2個 3個 4個 冷凍
北海道産の馬鈴薯の柔らかいいももちでカマ
ンベールチーズを包みました。油で揚げてもフ
ライパンで焼いても美味しく頂けます

ごろごろ鶏肉の
炊き込みご飯の素 200g 300g 400g 冷凍 炊飯釜に米と分量の水、ご飯の素

を入れて炊くだけの商品です

2人用 1,556円  3人用 2,118円  4人用 2,604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。

黒酢の肉団子

かつおのたたきサラダ風

①豚挽肉はあらかじめ解
凍しておく。
②生姜はすりおろし、玉ね
ぎはくし形、いんげん
は斜め三等分、ミニトマ
トはヘタを取る。
③ボウルに①、塩、こしょ
う、生姜、卵、片栗粉、
ごま油を加えて混ぜ合
わせ、10等分に丸める。
④熱したフライパンに揚
げ油を多めに入れ、③を
180℃でカリッと揚げ
る。

①かつおたたきはあらかじめ解
凍して食べやすい大きさに切
る。
②スナップえんどうは耐熱皿に
のせ、ラップをかけて電子レン
ジ（500W）で約2分30秒加熱

⑤別のフライパンにサラダ油を大さじ1/2入れて熱
し、玉ねぎ、いんげんを強火で炒め、Aを加えて弱
火で煮て、煮立ったら④とミニトマトを加えて絡
める。

し、半分に割ってから2等分に切る。
③玉ねぎは薄切りにして水にさらし、人参はせん切りにする。
④皿に①を盛り、②、③をのせ、添付のタレをかける。

麓山高原豚挽肉…200g
生姜……………………… 10g
玉ねぎ………………… 1/4個
いんげん………………… 4本
ミニトマト……………… 8個
塩、こしょう…………各少々
卵……………………… 1/2個
片栗粉……………… 大さじ1
ごま油……………… 小さじ1
サラダ油…………………適量
　　黒酢…………… 大さじ3
　　砂糖…………… 大さじ3
Ａ　しょう油、酒　　　…………… 各大さじ1
　　片栗粉………… 大さじ1
　　水………………… 200㏄

藁焼きかつおたたき
（タレ付）…100g

スナップえんどう……… 6本
玉ねぎ………………… 1/2個
人参……………………… 20g

材料� 【約455kcal／1人分】

材料� 【約120kcal／1人分】

基本

基本

ぶりのキムチ煮 いき

ぶり切身…2切
大根…………………… 1/4本
生姜……………………… 10g
白菜キムチ……………… 50g
塩…………………………少々
　　しょう油……… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
Ａ　鶏ガラスープの素
　　　……………… 大さじ1
　　水………………… 200㏄
ごま油…………… 大さじ1/2

材料� 【約286kcal／1人分】

キャベツと豚のごまつくね焼き はつ

麓山高原豚挽肉…150g
キャベツ……………… 100g
　　片栗粉……… 大さじ1/2
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　みりん……… 大さじ1/2
Ａ　ごま油………… 小さじ1
　　酒…………… 小さじ1/2
　　中華だし…… 小さじ1/2
　　にんにくすりおろし
　　　……………… 小さじ1
炒りごま…………… 大さじ2
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約258kcal／1人分】

①豚挽肉はあらかじめ解凍してボウルに入れ、Aと粘
りがでるまで混ぜ合わせる。
②キャベツはみじん切りにして①に入れて軽く混ぜ、
4等分にしてお好みの形に丸める。
③②の表面にお好きな炒りごまをまぶす。熱したフラ
イパンにサラダ油をひき、中まで火が通るように弱
火でじっくりと焼く。

①ぶり切身はあらかじめ解凍し、塩を振って5分程
度おき、余分な水分を紙タオル等で拭く。
②大根は1㎝幅の半月切りにして下茹でし、生姜は
薄切り、白菜キムチはざく切りにする。
③鍋にごま油を入れて熱し、①の両面を焼く。
④③に②とAを加えて煮詰め、③を戻し入れて弱火
で絡める。



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!

219

229

9

金

土

9/8土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

銀ひらす切身 2切 3切 4切 冷凍 焼魚や照焼きにしてどうぞ

子持ちカラフト
ししゃも 100g 150g 200g 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

鳴門産
茎わかめやわらか煮 80g 100g 100g 冷凍

鳴門産わかめの茎の部分をカット
して圧力鍋で柔らかく煮込みまし
た

2人用 1,484円  3人用 2,099円  4人用 2,581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

氷温造りサバの味噌煮 2切 3切 4切 冷凍 食材人気商品です！湯せんで温め
てどうぞ

国産鶏ささみフライ 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

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 1,423円  3人用 2,282円  4人用 2,720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 お好みの野菜と一緒に炒めてどう

ぞ

豚肉と厚揚げの
卵とじ用 180g 260g 360g 冷凍 レシピ参照

国産ごぼうの
メンチカツ 4個 6個 8個 冷凍 煮絡めた国産ごぼうを鶏肉ベースの

生地に混ぜ込んだカツです

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 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 1,533円  3人用 2,237円  4人用 2,634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。

にらの梅肉入り豚肉巻き

四川風麻婆豆腐

①にらは豚肉の幅に合わ
せて切る。
②梅干しは種を除き、ご
まを混ぜて叩いておく。
③豚肉を広げ、手前に②の
1/6量をぬり、上に①の
1/6量のにらをのせて巻
き、全体に片栗粉をまぶ

①小ねぎは小口切りにす
る。
②木綿豆腐は水気をよく
切り、さいの目切りに
する。
③フライパンに麻婆ソー

しておく。豚肉の枚数だけ同様に作る。
④熱したフライパンにサラダ油をひき、③を入れ、豚
肉にしっかりと火が通るまで焼く。

スを入れてひと煮立ちさせる。豆腐を加えて火が
通るまで煮込む。
④③に小ねぎを入れてさっと混ぜ、1分程度火を通
す。

麓山高原豚
もも薄切り…150g

にら……………………… 1束
梅干し（大）……………… 1個
白炒りごま………… 小さじ2
片栗粉…………… 大さじ1/2
サラダ油………… 大さじ1/2

本格四川麻婆ソース
…220g

食材豆腐（木綿）…1丁
小ねぎ…………………… 2本

材料� 【約162kcal／1人分】

材料� 【約242kcal／1人分】

基本

基本

ししゃものごま焼き
①子持ちししゃもはあら
かじめ解凍し、水気を
紙タオル等で拭き取る。
②大根と人参はせん切り
にし、水にさらし、ザル
に上げて水気を切る。
③よく混ぜ合わせたBに
①をくぐらせ、両面にA
を付ける。
④グリルにアルミホイル

いき

子持ちカラフト
ししゃも…100g

青じそ…………………… 2枚
大根……………………… 50g
人参……………………… 30g
Ａ　白ごま………… 大さじ2
　　黒ごま………… 大さじ2
　　卵…………………… 1個
Ｂ　小麦粉……………… 30g
　　牛乳……………… 30㏄

材料� 【約229kcal／1人分】

豚肉と厚揚げの卵とじ はつ

豚肉と厚揚げの
卵とじ用…180g

鶏卵…2個
国産大豆生揚げ…1p

人参……………………… 30g
玉ねぎ………………… 1/4個
かつお節…………………少々
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約245kcal／1人分】

①商品はあらかじめ解凍しておく。
②人参は短冊切り、玉ねぎは薄切り、生揚げは食べや
すい大きさに切る。卵は溶きほぐしておく。
③熱したフライパンにサラダ油大さじ1/2をひき、豚
肉を炒め、火が通ったら一度皿に取り出す。
④③のフライパンに残りのサラダ油を足し、人参、玉
ねぎ、生揚げの順に炒める。
⑤④の具材に火が通ったらフライパンに豚肉を戻し入
れ、タレを加えて混ぜる。
⑥弱火にして溶き卵を回し入れ、程よく煮えたら器に
盛り付け、かつお節をまぶして出来上がり。

をしき、③をのせて中火で3分、裏返して弱火で3
分、アルミホイルをのせて強火で1分焼く。
⑤④を皿に盛り、青じそと②を添える。



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
●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!

269

279

10

水

木

9/11火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

ぶり照焼き 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

豚モモ回鍋肉の素 160g 240g 400g 冷凍 解凍後、キャベツなどお好みの野
菜とタレと一緒に炒めてどうぞ

無着色たらこ 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,636円  3人用 2,125円  4人用 2,721円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

藁焼きかつおたたき
（タレ付） 100g 180g 230g 冷凍

解凍後、食べやすい大きさに切
り、添付のタレとお好みで薬味を
合わせてどうぞ

縞ほっけ半身
みりん干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど

うぞ

白身魚の甘酢あん 152g 215g 300g 冷凍 レシピ参照

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

2人用 1,567円  3人用 2,374円  4人用 2,802円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース
お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
肩ロース切落し 150g 200g 250g 冷蔵 野菜炒めにしてにどうぞ

梨果汁でやわらか福島県産
豚さっぱり和風焼肉 150g 200g 300g 冷凍 お好みの野菜と一緒に炒めてどう

ぞ

豚バラ大根
炒め煮用 新商品

160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

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

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,710円  3人用 2,450円  4人用 3,134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。

長芋と豚肉のオイスターソース炒め

たらこご飯

白身魚の甘酢あん

豚バラ大根炒め

①長芋は皮を剥いて短冊
切りにする。にんにく、
生姜はみじん切り、長ね
ぎは斜め薄切りにする。
②豚肉にAの材料を揉み込
むように絡めておく。
③フライパンを熱し、サラ
ダ油をひき、にんにく、
生姜、輪切りにした赤唐
辛子を弱火で香りが出
るまで炒め、②を加えて
強火で火が通るまで炒
める。

①米をAで炊く。
②たらこはフライパンで表面
を焼き、輪切りにする。そ
ら豆は熱湯で茹でて薄皮を
剥く。
③ご飯が炊き上がったら昆布
を取り出し、細切りにし、②
と混ぜ合わせる。

①商品はあらかじめ解凍
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、②を入れ
て炒める。

①商品はあらかじめ解凍
しておく。
②大根はいちょう切りに
する。
③熱したフライパンに油
をひかずに豚肉を炒め、

④③に長芋、長ねぎを加えて軽く火が通るまで炒め、
Bを加えて味を調える。

④③に①を加え炒め、タレを絡める。

大根を加えて更に炒める。ある程度火が通ったら
添付のタレと水を100㏄加え、煮込む。仕上げに
ごま油を回しかける。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

長芋…………………… 1/4本
サラダ油…………… 大さじ1
にんにく、生姜………… 各1片
長ねぎ………………… 1/3本
赤唐辛子（種を除く）… 1/2本
　　酒……………… 小さじ1
Ａ　塩、こしょう……各少々
　　片栗粉………… 小さじ1
　　しょう油、オイスターソース
　　　………… 各大さじ1/2
Ｂ　砂糖…………… 小さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
　　塩、こしょう……各少々

無着色たらこ…70g
そら豆………………… 200g
米………………………… 2合
　　水……………… 2カップ
　　昆布………………… 5㎝
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　薄口しょう油… 大さじ1
　　塩…………… 小さじ1/2

材料� 【約387kcal／1人分】

材料� 【約220kcal／1膳分】

基本

基本

いき

はつ

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

豚バラ大根炒め煮用
…160g

大根…………………… 1/4本
ごま油…………… 大さじ1/2
水……………………… 100㏄

材料� 【約202kcal／1人分】

材料� 【約301kcal／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!

289

299

11

金

土

9/13木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 生姜焼きにしてどうぞ

赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

豚肉のニラ玉炒めの素 180g 270g 360g 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 1,622円  3人用 2,232円  4人用 2,779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

かます開き一夜干し 2枚 3枚 4枚 冷凍
九州全域で水揚げされる朝獲れで鮮度抜
群のかますを開き、丁寧に干し上げまし
た。解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

いわしピリ辛漬け 2尾 3尾 4尾 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

たこ天 150g 200g 200g 冷凍 170℃～ 180℃の油で約2分揚げ
てどうぞ

ソフトはんぺん 2個 3個 4個 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 1,584円  3人用 2,263円  4人用 2,718円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

国産鶏手羽元 4本 6本 8本 冷凍 レシピ参照

黄金生姜入り国産豚味
噌焼き 150g 300g 400g 冷凍

国産豚肩肉のスライスを高知県産の黄金生姜入り
白味噌風味のタレに漬け込みました。玉ねぎやな
すなどお好みの野菜と一緒に炒めてどうぞ

国産鶏むねと枝豆の
つまみ揚げ（にんにく入り） 4個 6個 8個 冷凍 冷凍のまま低温の油でゆっくりと

揚げてどうぞ

野沢菜こんぶ 120g 160g 160g 冷蔵 豆腐に合わせてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,374円  3人用 2,172円  4人用 2,665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。

赤魚の煮付け

ニラ玉炒め

はんぺんのツナマヨサンド焼き

鶏手羽元のポン酢煮

①赤魚はあらかじめ解凍
しておく。
②わかめは塩を洗い流し、
水に5分程度つけ、水気
を切り、食べやすい大き
さに切る。
③ごぼうはささがきにし
て3分程水につけ、あく
をとり、生姜は薄切りに
する。

①商品はあらかじめ解凍しておく。
②にらは食べやすい大きさに切
り、卵は割りほぐしておく。
③熱したフライパンにサラダ油大
さじ1/2をひき、卵を炒め、半熟
の状態で一度皿に取り出す。
④③のフライパンに残りのサラダ

①ソフトはんぺんはあら
かじめ解凍し、中心に切
れ目を入れる。
②まぐろ油漬フレークは
油を切り、大葉は粗く刻
む。
③②とAを混ぜ合わせ、①

①鶏手羽元はあらかじめ解凍
して水気を紙タオル等で拭
き取る。生姜は皮を剥き、薄
切りにする。にんにくは軽
く潰す。
②鍋にポン酢と水、生姜、にん

④鍋にAを入れ、沸騰したら①と③を入れ、落とし蓋
をして中火で6～7分煮る。
⑤④が煮立ったら②を加えて火を止める。
⑥器に⑤を盛り、三つ葉を添える。

油を入れ、①、にらの順に炒め、具材に火が通ってきたら
③を戻し入れ、炒め合わせる。

に詰め、グリルで焼き色がつくまで焼く。

にくを入れて煮立たせる。
③②が煮立ったら①を入れ、蓋をして中火で20分程煮る。

赤魚切身…2切
わかめ（塩蔵）…………… 20g
ごぼう………………… 1/2本
生姜…………………… 1/2片
三つ葉（葉）…………お好みで
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ1
Ａ　砂糖…………… 大さじ1
　　酒………………… 50㏄
　　水………………… 100㏄

豚肉のニラ玉炒めの素
…180g

鶏卵…2個
にら…………………… 1/2束
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約161kcal／1人分】

材料� 【約300kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

ソフトはんぺん…2個
まぐろ油漬フレーク…… 1缶
大葉……………………… 4枚
　　マヨネーズ…… 大さじ2
Ａ　粉チーズ……… 大さじ1
　　塩、こしょう……各少々

国産鶏手羽元…4本
生姜……………………… 1片
にんにく………………… 1片
ポン酢……………… 1カップ
水…………………… 1カップ

材料� 【約222kcal／1人分】

材料� 【約288kcal／1人分】


