
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!

110

210

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

加塩紅鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

お肉の生餃子 8個 12個 16個 冷凍
国産素材をふんだんに使用した餡
を皮で包みました。冷凍のままフ
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 1,611円  3人用 2,353円  4人用 3,065円  

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

さば昆布醤油漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

有明海産芝海老 100g 150g 200g 冷凍
有明産の芝海老を高鮮度の状態の
まま急速凍結をしました。唐揚げ
や炒め物にしてどうぞ

椎茸と昆布の
炊き込みご飯の素 新商品

2合用 3合用 4合用 常温 洗米後、通常の水加減に商品を入
れ、炊飯してどうぞ

2人用 1,604円  3人用 2,221円  4人用 2,847円  

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 250g 300g 350g 冷凍 解凍後、お好みで塩、こしょうを

してフライパンで焼いてどうぞ

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

もっちりチーズフライ
（トースター用）新商品

140g 210g 280g 冷凍 冷凍のままオーブントースターで
焼いてどうぞ

四種のきのこ
炊き込みご飯の素 2合用 3合用 4合用 冷凍 レシピ参照

2人用 1,620円  3人用 2,201円  4人用 2,766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

9/15土
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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。

かぼちゃの豚肉巻き

鮭のフライパン蒸し焼き

①かぼちゃは種とワタを
除き、水にさっとくぐら
せて耐熱皿にのせ、ラッ
プをかけて電子レンジ
（500W）で約3分加熱す
る。皮はところどころ
剥き、幅7～8㎜、長さ
3～4㎝のくし切りにす
る。豚肉はあらかじめ

①れんこんは薄切り、きゃべつは
ざく切り、生姜はすりおろす。
②フライパンにれんこんときゃべ
つをしき、解凍した鮭をのせて
酒を振り、蓋をして中火で約2
分蒸す。
③②に混ぜ合わせたAをかけ、弱
火で約3～4分蒸し焼きにする。

解凍して塩、こしょうを両面に振る。
②①のかぼちゃに豚肉を巻き付ける。これを枚数分、
繰り返して2個ずつ竹串に刺す。
③ボウルにAを合わせてさっくりと混ぜ、②をくぐら
せて中温の油で3～4分揚げる。

国産豚ばらスライス
…160g

塩、こしょう…………各少々
かぼちゃ……………… 1/2個
　　小麦粉……… 1/2カップ
Ａ　カレー粉　　　……… 大さじ1と1/3
　　水……………… 1カップ
揚げ油……………………適量

加塩紅鮭切身…2切
れんこん……………… 100g
きゃべつ………………… 2枚
酒……………………… 50㏄
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
　　生姜………………… 1片

材料� 【約417kcal／1人分】

材料� 【約193kcal／1人分】

基本

基本

赤魚のねぎソース いき

脂がのった赤魚切身…2切
チンゲン菜……………… 1株
　　長ねぎのみじん切り
　　　………………… 1/2本
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
　　砂糖　………… 大さじ1
　　ごま油………… 小さじ1
生姜の薄切り……… 1/2片分
酒…………………… 大さじ1
塩、ごま油……………各少々

材料� 【約176kcal／1人分】

四種きのこの炊き込みご飯
①商品はあらかじめ解凍す
る。
②米は研ぎ、炊飯器2合目盛
りまで水を加え、①を入
れて炊飯する。

はつ

四種のきのこ炊き込み
ご飯の素…2合用

米………………………… 2合

材料� 【約420kcal／1膳分】

③②が炊き上がったらさっとほぐす。

①Aをよく混ぜ合わせ、ねぎソースを作る。
②赤魚はあらかじめ解凍して塩を振りかけ、生姜の
薄切りをのせ、酒を回しかける。
③②を耐熱容器に移し、ラップをふんわりとかけて
電子レンジ（500W）で約5分加熱する。
④チンゲン菜は根元に十文字の切り込みを入れる。
鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、塩、ごま油を入れ
てチンゲン菜を色よく茹でて取り出す。粗熱が取
れたら水気を絞り、根元から4つに裂くように分
ける。
⑤③と④を盛り付け、①のねぎソースをかける。



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!

310

410

2

水

木

9/20木

基本 バランスコース

いきいき お魚コース
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、わさびしょう油でどうぞ

さんまみりん干し 2尾 3尾 4尾 冷凍
宮城県産の鮮度の良いさんまを1尾1尾丁寧
に開き、加工しました。オーブントースター
で軽く焦げ目がつく程度に焼いてどうぞ

ベビーホタテ 100g 150g 150g 冷凍 レシピ参照

シーフードサラダ 70g 100g 100g 冷蔵
そのままはもちろん、サンドイッ
チや手巻き寿司の具にも活用でき
ます

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,443円  3人用 2,098円  4人用 2,411円  

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

麓山高原豚
バラスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産鶏ささみ
りんごタレ焼き 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

豚もつ煮込み
（国産豚使用） 200g 400g 400g 冷蔵 しめじと一緒に煮込み、刻んだね

ぎを散らしてどうぞ

とうもろこし団子 新商品 6個 12個 12個 冷蔵 フライパンで少し焼くと更に美味
しく頂けます

しめじ 100g 100g 170g 冷蔵 豚もつ煮込みと一緒に煮込んでど
うぞ

2人用 1,336円  3人用 2,113円  4人用 2,450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

千葉県産真あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍
千葉県産の真あじを開きにし、一晩じっくり
と塩水に漬け込み、ふっくらと仕上げまし
た。解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

若鶏の梅肉包み揚げ 2個 3個 4個 冷凍 若鶏に梅肉を包みました。油で揚
げてどうぞ

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 レシピ参照

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,325円  3人用 1,957円  4人用 2,421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。

玉ねぎと豚肉の甘辛炒め

和風オムライス

①玉ねぎは厚さ1㎝のくし
形に切り、人参は短冊切
りにする。豚肉は1㎝幅
に切り、Aで下味をつけ
ておく。
②フライパンにサラダ油
大さじ1/2を熱し、豚肉
を炒めて取り出す。サラ
ダ油大さじ1/2をたし、
玉ねぎ、人参を炒め、豚
肉を戻し入れる。

①フライパンにサラダ油を熱し、
長ねぎ、生姜を入れて炒め、香
りがたってきたらご飯を加え
て炒め合わせる。
②①に納豆、しらす干しを混ぜ
合わせ、塩、こしょう、しょう
油で味を調えて2つに分ける。
③フライパンにサラダ油をひき、
中火にかける。フライパンが温
まったら、溶きほぐした卵液の

③②にBを加えて手早く混ぜる。

半量を流し入れて広げ、半熟程度に焼き上げる。
④器に②を盛り、③の卵焼きをかぶせ、刻みのりをのせる。
⑤残り1個も同様に作る。

麓山高原豚
ももスライス…150g

玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/4本
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油、酒
Ａ　　………… 各小さじ3/4
　　こしょう……………少々
　　しょう油…大さじ1と1/2
Ｂ　砂糖…………… 小さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
　　こしょう……………少々

しらす干し…50g
国産大豆納豆（小粒）…1p

卵………………………… 3個
ご飯…………………… 2杯分
長ねぎのみじん切り… 1/2本
生姜のみじん切り… 1/2片分
塩、こしょう…………各少々
しょう油…………………適量
サラダ油…………………適量
刻みのり…………………適量

材料� 【約338kcal／1人分】

材料� 【約549kcal／1人分】

基本

基本

ホタテのお好み焼き

①ベビーホタテはあらか
じめ解凍しておく。
②キャベツはせん切り、
長芋はすりおろし、小
ねぎは小口切りにする。

いき

ベビーホタテ…100g
キャベツ……………… 150g
長芋……………………… 80g
小ねぎ…………………… 4本
紅しょうが…………お好みで
中濃ソース………… 大さじ4
マヨネーズ………… 大さじ2
かつお節………………… 10g
青のり……………… 小さじ2
サラダ油…………… 大さじ1
　　小麦粉…………… 100g
Ａ　卵…………………… 1個
　　水………………… 150㏄

材料� 【約542kcal／1人分】

ほうれん草の肉そぼろがけ はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

ほうれん草……………… 1把
にんにくのみじん切り
　……………………… 1片分
サラダ油………… 大さじ1/2
酒…………………… 大さじ1
砂糖………………… 大さじ1
しょう油…………… 大さじ1
こしょう…………………少々
長ねぎ（白い部分）…… 10㎝

材料� 【約231kcal／1人分】

①ほうれん草は塩（分量外）を加えた熱湯で茹でて水に
取り、水気を切って食べやすい大きさに切る。
②長ねぎは白髪ねぎにして水にさらして水気を切って
おく。
③フライパンにサラダ油とにんにくを熱して細かく刻
んだ豚肉を炒める。酒、砂糖、しょう油、こしょう
で調味する。
④器に①を並べ、③を盛り、②の白髪ねぎをのせる。

③ボウルにA、キャベツ、長芋を入れて混ぜ合わせ、
生地を作る。
④フライパンに半量のサラダ油を入れて熱し、③の
半量をお玉ですくってフライパンに落とし、①を
のせて弱火で片面4～5分焼く。
⑤④の表面に中濃ソース、マヨネーズ、小ねぎ、か
つお節、青のりの順にかけ、お好みで紅しょうが
を添える。



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!

510

610

3

金

土

9/22土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

千葉県産真あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍
千葉県産の真あじを塩で味付けを
しました。解凍後、中火のグリル
で焼いてどうぞ

三陸近海ひいか 新商品 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

ツナマヨロール 4個 6個 8個 冷凍
ツナと野菜をマヨネーズで味付けし、洋
風に仕上げました。フライパンで焼いて
も油で揚げても美味しく頂けます

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,140円  3人用 1,594円  4人用 2,063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

豚レバースタミナ炒め 225g 410g 550g 冷凍
冷凍のまま、お好みでもやしとに
らを加えて添付のタレと炒めてど
うぞ

ツナマヨロール 4個 6個 8個 冷凍
ツナと野菜をマヨネーズで味付けし、洋
風に仕上げました。フライパンで焼いて
も油で揚げても美味しく頂けます

中華くきわかめ 80g 100g 100g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に和えてどう
ぞ

2人用 1,362円  3人用 1,964円  4人用 2,413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

赤魚西京漬け 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

さんま
チーズサンド 新商品

4個 6個 8個 冷凍 フライパンで両面を焼いてどうぞ

甘辛みそ 80g 100g 120g 冷蔵 レシピ参照

国産大豆三角油揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,275円  3人用 1,748円  4人用 2,078円  
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●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

鶏肉とちくわの磯辺焼き

三角油揚げの甘辛みそ焼き

ひいかとえのきのマヨぽん炒め

豚肉とじゃがいもの味噌炒め

①鶏もも肉はあらかじめ
解凍する。鶏もも肉と
焼ちくわは食べやすい
大きさに切る。
②混ぜ合わせたAに①を加
えて全体に絡め、片栗粉
を塗す。
③フライパンにサラダ油

①三角油揚げに甘辛みそ
を塗り、オーブントース
ターで軽く色が付く程
度に焼く。
②皿に①を盛り付け、刻み
小ねぎを散らす。

①ひいかはあらかじめ解
凍して余分な水分は紙
タオル等で拭き取る。
②えのきは軸を取り、食べ
やすい大きさにほぐす。
③フライパンにサラダ油を
ひき、えのきがある程度

①Aは混ぜ合わせておく。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に水気を切ったじゃがいもと
いんげんを加えてAを絡める。

を熱し、②を加えて中火で焼く。鶏肉に火が通り
にくい場合は蓋をして蒸し焼きにする。
④③に塩を加えて味を調え、青のりを散らす。

しんなりするまで炒め、①を加えてさっと炒める。
④③にAを加えて味を調える。
⑤④を皿に盛り付け、小口切りにした小ねぎを散ら
す。

国産鶏もも肉…200g
焼ちくわ………………… 2本
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　マヨネーズ…… 大さじ2
青のり……………… 大さじ1
片栗粉……………………少々
サラダ油…………… 大さじ1
塩…………………………少々

甘辛みそ…10g
国産大豆三角油揚げ…1枚

刻み小ねぎ…………… 2本分

材料� 【約352kcal／1人分】

材料� 【約93kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

三陸近海ひいか…160g
えのき…200g

小ねぎ…………………… 4本
サラダ油…………… 大さじ1
Ａ　ポン酢………… 大さじ1
　　マヨネーズ…… 大さじ2

麓山高原豚肩切落し
…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

材料� 【約241kcal／1人分】

材料� 【約338kcal／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!

1010

1110

4

水

木

9/27木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

八宝菜の素 新商品 200g 250g 400g 冷凍 レシピ参照

びんちょう鮪
切りおとし 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、わさびしょう油をつけて

どうぞ

三田屋カレーコロッケ 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

産直めかぶ（タレ付） 2個 3個 4個 冷凍
解凍後、添付のタレをかけてどう
ぞ。温かいご飯やうどん、蕎麦に
かけても美味しく頂けます

2人用 1,523円  3人用 2,021円  4人用 2,730円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

加塩紅鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

いわし明太 2尾 3尾 4尾 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

まぐろの甘酢あんかけ 150g 200g 200g 冷凍 冷凍のまま湯せんしてどうぞ

だしが活きたいか塩辛 70g 70g 70g 冷蔵 解凍後、温かいご飯に合わせてど
うぞ

2人用 1,576円  3人用 2,106円  4人用 2,536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

鶏もも唐揚げ（衣付） 200g 250g 300g 冷凍 解凍後、170℃～ 180℃の油で
揚げてどうぞ

国産豚肉の
すき焼き風煮 150g 200g 300g 冷凍 レシピ参照

ごぼうのピリ辛炒め 145g 230g 315g 冷凍
しゃきしゃきとした食感が残るよう丁寧に揚げられた
国産のごぼうと、旨みのあるタレをセットにしました。
フライパンで揚げ焼きにし、タレを絡めてどうぞ

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、
リン酸塩等を使用せずに作りまし
た。フライパンで焼いてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,529円  3人用 2,177円  4人用 2,818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。

八宝菜

三田屋カレーコロッケ

①商品はあらかじめ解凍
しておく。
②白菜はざく切りにする。
③熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、白菜を炒
める。

④③の白菜がしんなりしてきたら①を入れ、全体に
火が通るまで炒める。

北海道のじゃがいも、淡路島の玉ねぎ、黒毛和牛肉を
使ったコクのある美味しさが自慢の三田屋コロッケ
にカレー粉を加えました。揚げたてはもちろん、冷
めてもサクサクの美味しい食感を楽しめます。冷凍
のまま170℃～180℃の油で揚げてどうぞ

八宝菜の素…200g
白菜…………………… 300g
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約159kcal／1人分】

基本

基本

鮭の蒸し焼き
①紅鮭はあらかじめ解凍
しておく。
②キャベツはざく切り、
しいたけは石づきを
取って薄切り、しめじ
は根元を切落としてほ
ぐす。
③フライパンに②をし
き、①をのせて酒を振
り、蓋をして8分蒸し焼
きにする。

いき

加塩紅鮭切身…2切
キャベツ………………… 2枚
しいたけ………………… 2枚
しめじ………………… 100g
酒……………………… 50㏄
すだち………………お好みで
梅干し…………………… 2個
　　しょう油、みりん
Ａ　　…………… 各大さじ1
　　だし汁………… 大さじ1

材料� 【約223kcal／1人分】

豚肉のすき焼き風煮
①商品はあらかじめ解凍し
ておく。
②豆腐は水を切り、食べや
すい大きさに切る。
③白菜はざく切り、長ねぎ
は斜め切りにする。
④フライパンにサラダ油を
ひき、野菜がしんなりす
るまで炒める。

はつ

国産豚肉の
すき焼き風煮…150g

食材豆腐（木綿）…1丁
白菜…………………… 150g
長ねぎ………………… 1/3本
温泉たまご……………… 2個
水……………………… 50㏄
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約291kcal／1人分】

⑤④に①と水を加えて炒め、ある程度火が通ってきた
ら②を加えて蓋をしてしばらく煮る。豆腐は味がし
みるように上下を返して更に3分程煮る。最後に温
泉たまごをのせる。

④梅干しは種をとってたたき、Aを合わせる。
⑤③に④をかけて、更に2～3分蒸し、お好みですだ
ちを添える。

【約287kcal／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!

1210

1310

5

金

土

9/29土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩切落し 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

国産若鶏親子丼セット 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 1,353円  3人用 1,889円  4人用 2,359円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

船凍マカジキ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ブリ味醂漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

ハタハタ唐揚げ 100g 150g 150g 冷凍 冷凍のまま180℃の油で約2分揚
げてどうぞ

塩釜直送　たこ団子
新商品

4個 8個 8個 冷蔵
タコの美味しさとキャベツの歯ごたえを
楽しめる商品です。フライパンで少し焼い
てもおでんや鍋の種にもご使用できます

2人用 1,288円  3人用 1,990円  4人用 2,347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

お肉の生餃子 8個 12個 16個 冷凍
国産素材をふんだんに使用した餡
を皮で包みました。冷凍のままフ
ライパンで焼いてどうぞ

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

すいとん（タレ付き） 230g 260g 390g 冷凍 お好みの野菜やきのこと一緒に煮
込んでどうぞ

2人用 1,318円  3人用 1,749円  4人用 2,225円  

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

豚肉と野菜の味噌バター炒め

親子丼

①豚肉に塩、こしょうを
振る。なすはヘタを落
とし、縦8等分のくし切
りに切る。いんげんは
筋を取って長さを半分
に切り、さっと茹でて
おく。
②Aを混ぜ合わせておく。
③フライパンにバターとご
ま油を入れて熱し、豚肉
となすを加えて炒める。

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。小ねぎ
は小口切りにする。
③鍋に添付のタレを入れて火にか
け、ひと煮立ちしたら鶏肉を入
れ、裏返しながらある程度火を
通す。

④③のなすがしんなりしたら、いんげんと②を加え
て炒め合わせる。

④③に玉ねぎを加えてひと煮立ちさせ、割りほぐした卵3/4
量を流し入れ、火が通ったら残りを加えて蓋をして蒸らす。
⑤器にご飯を盛り、④を1/2のせ、小ねぎを散らす。もう1つ
も同様に盛り付ける。

麓山高原豚肩切落し
…150g

塩、こしょう…………各少々
なす……………………… 2本
いんげん………………… 6本
バター……………… 大さじ1
ごま油…………… 大さじ1/2
　　みそ………… 大さじ1/2
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　砂糖………… 小さじ1/2

国産若鶏親子丼セット
…180g

鶏卵…3個
玉ねぎ………………… 1/2個
小ねぎ…………………… 2本
温かいご飯…………… 2膳分

材料� 【約236kcal／1人分】

材料� 【約667kcal／1人分】

基本

基本

マカジキの竜田揚げ
①マカジキはあらかじめ
解 凍 し、1切 を3等 分
にしてビニール袋に入
れ、Aを加えて15分漬
ける。
②ブロッコリーは小房に
分け、じゃがいもは乱切
りにして片栗粉を塗す。
③鍋に揚げ油を浅めに入
れ、片栗粉を塗した①
と②を静かに入れて

いき

船凍マカジキ切身…2切
ブロッコリー………… 1/2株
じゃがいも……………… 2個
片栗粉……………………適量
塩…………………………少々
ミニトマト……………… 4個
揚げ油……………………適量
　　しょう油……… 小さじ1
Ａ　みりん………… 小さじ1
　　酒……………… 大さじ1
　　生姜……………………5g

材料� 【約254kcal／1人分】

豚肉とブロッコリーの和風炒め
①ブロッコリーは小房に分
け、塩を加えた熱湯で茹
で、水気をきっておく。
②人参は細切り、玉ねぎは
薄切りにする。
③フライパンにごま油を熱
し、食べやすく切った豚
肉と②を加えて炒める。
④③に火が通ってきたら、
①とめんつゆと砂糖を加

はつ

麓山高原豚
ももスライス…150g

人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/2個
ブロッコリー………… 1/2株
塩…………………………少々
めんつゆ………… 大さじ1/2
砂糖……………… 小さじ1/2
ごま油……………… 小さじ1

材料� 【約245kcal／1人分】

えて水分がなくなるまで炒める。
180℃でカラッと揚げ、②は塩を振る。
④器に③を盛り、ミニトマトを添える。



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!

1510

1610

6

月

火

10/2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 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産鶏重ねカツ
（チーズ入り） 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油

で揚げてどうぞ

じゃが黒豚 150g 240g 300g 冷凍 お好みの野菜やきのこと合わせて
スープにどうぞ

マカロニサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 お好みの野菜と合わせてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,534円  3人用 2,293円  4人用 2,730円  

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

船凍いか 1尾 2尾 2尾 冷凍 季節の野菜と一緒に煮付けや天ぷ
らにしてどうぞ

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

めてどうぞ

とっておきはんぺん 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

塩蔵海藻サラダ 60g 80g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,554円  3人用 2,252円  4人用 2,625円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

北海道さんまフライ 新商品 2枚 3枚 4枚 冷凍
北海道で水揚げされた秋刀魚をフ
ライにしました。油で揚げてどう
ぞ

まとう鯛切身（無塩） 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、塩を振って焼魚や煮付け
にどうぞ

とびうお丸天 2枚 3枚 4枚 冷凍 電子レンジで温めても冷凍のまま
油で揚げても美味しく頂けます

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,659円  3人用 2,208円  4人用 2,601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。

豚肉ときのこのマヨ味噌炒め

はんぺんの海藻サラダ

①豚肉は食べやすい大き
さに切る。
②ほうれん草は5㎝幅、人
参は短冊切り、しめじ
は小房に分け、エリンギ
は食べやすく切る。
③フライパンにサラダ油
を熱し、①を加えて炒
め、肉の色が変わったら

①塩蔵海藻サラダは塩抜
きをする。
②はんぺんは食べやすい
大きさに切る。貝割れ
菜は根元を落として流
水でさっと洗い流して
おく。

②とAを加えて火が通るまで炒める。

③ボウルに①と②を入れ、お好みのドレッシングを
加えて和える。

麓山高原豚
バラスライス…150g

ほうれん草…………… 100g
人参……………………… 30g
しめじ………………… 100g
エリンギ……………… 100g
サラダ油…………… 大さじ1
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ3
　　味噌…………… 大さじ1

とっておきはんぺん
…1枚

塩蔵海藻サラダ…60g
貝割れ菜………………… 1p
お好みのドレッシング…適量

材料� 【約667kcal／1人分】

材料� 【約70kcal／1人分】

基本

基本

バター香る和風明太パスタ
①明太子はあらかじめ解
凍して皮を取り除いて
おく。
②スパゲティは分量外の
塩を入れてたっぷりの
お湯で茹でる（この際の
茹で汁を30㏄程残して
おく）。
③フライパンにバターを

いき

無着色辛子明太子…70g
大葉……………………… 2枚
刻みのり……………お好みで
スパゲティ…………… 100g
バター…………………… 10g
　　マヨネーズ…… 大さじ1
Ａ　しょうゆ…… 大さじ1/2
　　塩、こしょう……各少々

材料� 【約318kcal／1人分】

照焼き風大根肉巻き はつ

麓山高原豚
　ローススライス…150g
大根…………………… 1/3本
大根の葉…………………適量
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　砂糖、酒、みりん
　　　………… 各大さじ1/2
塩…………………………少々
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約254kcal／1人分】

①大根は6～7㎝長さ、5㎜四方の棒状に切る。塩を加
えた熱湯に入れ、6～7分茹でる。ザルに上げて冷ま
し、豚肉の枚数分に分ける。
②大根の葉はさっと茹で、ザルに上げて冷まし、細か
く刻む。
③①の大根に豚肉をらせん状に巻きつける。
④フライパンにサラダ油を熱し、③の巻き終わりを下
にして並べ入れる。転がしながら5～6分焼き、全体
にこんがりと焼き色を付ける。紙タオル等でフライ
パンの油を拭き取り、Aを加え、照りよく絡める。
⑤器に④を盛り付け、②を散らす。

溶かして①とゆで汁を入れて温める。
④③にお湯を切ったスパゲティ、Aを入れて味を調
える。
⑤④を皿に盛り付け、刻んだ大葉、刻みのりを散ら
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!

1710

1810

7

水

木

10/4木

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

氷温造り
銀ひらす幽庵漬 新商品

2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

いかだんご 6個 9個 12個 冷凍 たっぷりの野菜と一緒に八宝菜風
に炒めてどうぞ

中華わかめ 60g 80g 120g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と合わせて
どうぞ

2人用 1,335円  3人用 1,916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

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

豚肉とキャベツの
塩炒め用 140g 210g 280g 冷凍

薄切りにして打粉をまぶした豚もも肉
と塩ダレをセットにしました。解凍後、
お好みの野菜と一緒に炒めてどうぞ

お肉ごろごろ
親子丼の素 230g 255g 460g 冷凍 解凍後、卵と合わせて親子丼にし

てどうぞ

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 親子丼の素と合わせてどうぞ

2人用 1,487円  3人用 1,852円  4人用 2,481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

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

縞ほっけ開き干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

ごぼうのピリ辛炒め 145g 200g 230g 冷凍
しゃきしゃきとした食感が残るよう丁寧に揚げられた
国産のごぼうと、旨みのあるタレをセットにしました。
フライパンで揚げ焼きにし、タレを絡めてどうぞ

新潟産なめ茸 80g 110g 120g 常温
化学調味料、保存料を一切使用せ
ずに作ったなめ茸です。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 1,539円  3人用 2,158円  4人用 2,580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。

豚肉と根菜の土鍋蒸し

焼きほっけご飯

①れんこんと大根は皮を
剥き、2～3㎜幅のいちょ
う切りにする。ごぼう
はささがき、小ねぎは斜
め切りにする。
②土鍋に①の小ねぎ以外
の野菜をしき、豚肉をの
せ、酒を回しかけて蓋を
して中火で蒸し、沸騰し
たら弱火で5分蒸す。
③②が蒸し上がったら、混

①縞ほっけ開き干しはあらかじめ
解凍する。
②米は炊く30分前に洗い水に入れ
て浸水し、ザルにあげて水を切
り、炊飯器にAと一緒に入れて
炊く。
③三つ葉はざく切り、みょうがは
せん切りにする。

ぜ合わせたAのタレをかけて小ねぎを散らす。

④①はグリルで両面を焼き、骨と皮を取り除いて粗くほぐす。
⑤②が炊けたら④をのせて、蓋をして1～2分置いてさっく
りと混ぜる。
⑥⑤を器に盛り、③をのせる。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

れんこん……………… 100g
ごぼう…………………… 50g
大根…………………… 100g
小ねぎ…………………… 2本
酒……………………… 150㏄
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　酢……………… 大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
　　すり白ごま…… 大さじ2

縞ほっけ開き干し…2枚
米………………………… 2合
三つ葉…………………… 4本
みょうが………………… 1本
　　薄口しょう油… 大さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　水………………… 300㏄
　　塩…………… 小さじ1/2

材料� 【約245kcal／1人分】

材料� 【約291kcal／1膳分】

基本

基本

いわしの照り焼き いき

三陸産いわし開き…4枚
小麦粉……………………適量
長ねぎ…………………… 1本
　　しょうゆ、酒
Ａ　　…… 各大さじ1と1/2
　　みりん………… 大さじ1
　　砂糖………… 大さじ1/2
ごま油……………………少々

材料� 【約400kcal／1人分】

蒸し豚キャベツ
①キャベツは芯を除き、大
き目に一口大に切る。小
ねぎは小口切り、にんに
くはすりおろす。
②鍋にキャベツと豚肉を交
互に重ね、酒を振りかけ
て10分程蓋をして蒸す。
③器に②を盛り付け、こしょ

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ………………… 5枚
小ねぎ…………………… 4本
酒…………………… 大さじ3
にんにく………………… 1片
ポン酢………………お好みで
粗挽き黒こしょう…お好みで

材料� 【約219kcal／1人分】

うと小ねぎを散らし、ポン酢におろしにんにくを溶
かして上からかける。

①長ねぎは3㎝長さに切り、Aの調味料は合わせて
おく。
②いわしはあらかじめ解凍し、余分な水分を紙タオ
ル等で拭き、両面に小麦粉を薄くまぶして、余分
な粉をはたき落とす。
③フライパンにごま油を熱し、いわしの身側から焼
き、裏側も焼く。長ねぎも一緒に焼く。
④③がこんがり焼けたら火を止め、いったん器に取
る。フライパンを紙タオルなどで拭き、Aを入れ
て火にかけ、温まってきたら、いわしを戻し入れ
て味を絡め、長ねぎも加えて絡める。



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!

1910

2010

8

金

土

10/6土

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

脂がのった赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

若鶏のにんにく
糖蜜醤油焼き 150g 250g 300g 冷凍

国産鶏肩小肉を使用し、にんにくがたっぷり入った醤油タ
レに梨のすりおろしと北海道産の糖蜜を入れ優しい味付け
にしました。解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

まいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 若鶏のにんにく糖蜜醤油焼きと一
緒に炒めてどうぞ

2人用 1,140円  3人用 1,598円  4人用 1,975円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

黒かれい切身 2切 3切 4切 冷凍 煮魚にしてどうぞ

子持ちカラフト
ししゃも 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

大きな海鮮しゅうまい 2個 3個 4個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

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 1,284円  3人用 1,883円  4人用 2,500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

国産豚挽肉 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

若鶏の梅肉包み揚げ 2個 3個 4個 冷凍 若鶏に梅肉を包みました。油で揚
げてどうぞ

蔵王さといもコロッケ
（牛肉入り） 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま180℃の油で揚げてど

うぞ

本格四川麻婆ソース 220g 440g 440g 常温 絹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 国産大豆使用

2人用 1,132円  3人用 1,805円  4人用 2,093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。

なすのミートグラタン

赤魚の香り煮

①豚挽肉はあらかじめ解
凍しておく。
②玉ねぎと人参はみじん
切り、なすとじゃがい
もは横5㎜幅、ブロッコ
リーは小房に分ける。
③じゃがいもとブロッコ
リーは塩茹でにする。
④フライパンにオリーブ
油を入れて熱し、玉ねぎ
と人参を炒めたら①を

①赤魚切身はあらかじめ解凍
する。
②にんにくと生姜と長ねぎは、
粗みじん切りにする。
③フライパンにサラダ油を熱
し、②を入れてさっと炒め
る。
④③にAを加えて沸騰したら①
を入れ、蓋をして中火で5～
6分煮る。

入れ、中火で色が変わるまで炒める。なすとAを加
え、弱火で2～3分炒め合わせる。
⑤耐熱皿に③と④を盛り、ピザ用チーズをのせ、トー
スターで3～4分焼く。

⑤器に④を盛り、ざく切りにした三つ葉をのせる。

国産豚挽肉…150g
玉ねぎ………………… 1/2個
人参……………………… 50g
なす……………………… 2本
じゃがいも……………… 1個
ブロッコリー………… 1/2株
ピザ用チーズ…………… 60g
オリーブ油………… 大さじ1
　　ケチャップ…… 大さじ1
Ａ　ウスターソース…大さじ1
　　コンソメ（顆粒）…小さじ1

脂がのった赤魚切身…2切
にんにく……………… 1/2片
生姜……………………… 1片
長ねぎ………………… 10㎝
三つ葉…………………… 2本
サラダ油………… 大さじ1/2
　　だし汁…………… 100㏄
Ａ　酒………………… 50㏄
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん……… 大さじ1/2

材料� 【約578kcal／1人分】

材料� 【約178kcal／1人分】

基本

基本

ししゃもとポテトの炒め揚げ
①じゃがいもはよく洗
い、水気をつけたまま
ラップで包み、電子レ
ンジ（500W）で約3分
加熱する。更に上下を
返して約2分加熱する。
粗熱が取れたら一口大
に切る。
②ししゃもはあらかじめ

いき

子持ちカラフト
ししゃも…100g

じゃがいも……………… 2個
　　生姜のみじん切り
　　　……………… 大さじ1
Ａ　酢……………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ1
　　塩……………………少々
サラダ油…………………適量

材料� 【約206kcal／1人分】

ひき肉の青じそ包み

①小ねぎは小口切り、生姜
はみじん切りにする。梅
干しは種を除いて細かく
刻む。

はつ

国産豚挽肉…150g
青じそ…………………… 8枚
みそ……………… 小さじ1/2
塩…………………………少々
生姜……………………… 1片
しょう油………… 小さじ1/2
卵………………………… 1個
白炒りごま………… 大さじ1
梅干し…………………… 2個
小ねぎ…………………… 1本
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約270kcal／1人分】

②ボウルに解凍した挽肉、塩、みそを入れて混ぜ、粘
りが出たら、しょう油、卵、白炒りごまを加えて更
に混ぜる。
③②を8等分に分けてから、青じその半分にのせて折
り曲げて全部を包む。
④フライパンにサラダ油を熱して、青じその葉先を先
に下にして色が鮮やかになったら裏返して茎側を少
し焼き目が付くまで肉にしっかりと火を通す。

解凍して、余分な水分を紙タオル等で拭き取る。
③Ａは混ぜ合わせておく。
④フライパンにサラダ油を入れて熱し、じゃがいも
を入れて中火で3～4分炒め揚げする。柔らかく
なってこんがりと色づいたら取り出して油をき
る。
⑤④のフライパンにししゃもを入れてフライパンを
回しながら強火で炒め揚げする。器にししゃもと
じゃがいもを盛り合わせ、Aをかける。



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!

2210

2310

9

月

火

10/11木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚使用
ハンバーグ 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

アジフライ　開き 新商品 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま、170℃～ 180℃の
油で揚げてどうぞ

キャベツ焼売 4個 6個 8個 冷凍
キャベツがふんだんに入った焼売
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

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,591円  3人用 2,074円  4人用 2,567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 レシピ参照

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タレをセッ
トにしました。解凍後、フライパンで
焼き、添付のタレを絡めてどうぞ

きのこグラタン 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のままオーブントースターで
約15分焼いてどうぞ

産直めかぶ（タレ付） 2個 3個 4個 冷凍
解凍後、添付のタレをかけてどう
ぞ。温かいご飯やうどん、蕎麦に
かけても美味しく頂けます

2人用 1,534円  3人用 2,015円  4人用 2,541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

生からつくった
あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍

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。解
凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

銀鮭切身（糀漬） 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

ふっくら蒸し豆腐　
和風あんかけ 190g 300g 380g 冷凍

揚げても蒸しても美味しく頂けま
す。添付のタレをかけてどうぞ

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 レシピ参照

黒豆のまんま 80g 80g 80g 常温 レシピ参照

2人用 1,612円  3人用 2,223円  4人用 2,793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。

麓山高原豚使用ハンバーグ

里芋の素揚げ明太マヨかけ

青菜と黒豆のしらす焼きめし

ピーマンと豚肉のすっぱ炒め

麓山高原豚を使用した臭みの少ないしっとりとした
ハンバーグです。解凍後、フライパンで両面をじっ
くりと焼いてどうぞ

①里芋は皮を剥き、電子レ
ンジ（500W）で約2分加
熱し、片栗粉を塗す。
②あらかじめ解凍した辛
子明太子とAを混ぜ合わ
せて、明太マヨを作る。
③①を180℃の揚げ油で

①青菜は2㎝に切り、生姜
はみじん切りにする。
②フライパンにごま油を
熱し、生姜、青菜、しら
す干し、黒豆を入れて炒
める。
③②の全体に焼き色が付
いたら、ご飯を入れて
炒め合わせ、しょう油
で味を調える。

①ピーマンは種とヘタを取り、
5㎜幅のせん切りにする。
②じゃがいもは皮を剥いて、5
㎜幅のせん切りにして水に
さらし、下茹でをする。
③フライパンにサラダ油を熱
し、食べやすい大きさに切っ
た豚肉を炒める。ある程度

里芋に火が通るまで揚げる。器に盛りつけ、②を
かける。

④③を器に盛り、白炒りごまを振る。

火が通ってきたらピーマン、②を加えてさっと炒め、
塩、こしょう、酢を加えて味を調える。

無着色辛子明太子…70g
里芋…………………… 10個
片栗粉……………………適量
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ1
　　レモン汁……… 小さじ1
揚げ油……………………適量

材料� 【約239kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

しらす干し…50g
黒豆のまんま…80g

青菜……………………… 1束
生姜……………………… 1片
白炒りごま………… 小さじ2
しょう油…………… 小さじ2
ごま油……………… 大さじ1
ご飯…………………… 2杯分

麓山高原豚
　肩ローススライス…150g
ピーマン………………… 2個
じゃがいも……………… 1個
塩………………… 小さじ1/2
こしょう…………………少々
酢…………………… 大さじ1
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約515kcal／1人分】

材料� 【約245kcal／1人分】

【約203kcal／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!

2410

2510

10

水

木

10/13土

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 レシピ参照

銀鮭西京漬 2切 3切 4切 冷凍
宮城県三陸で水揚げされた銀鮭を
西京漬けにしました。解凍後、弱
火のグリルで焼いてどうぞ

煮物セット
（肉詰いなり・木の葉揚げ） 130g 195g 260g 冷凍 レシピ参照

福島県産米粉入
板こんにゃく 1袋 2袋 2袋 常温 レシピ参照

2人用 1,417円  3人用 2,054円  4人用 2,583円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

天然ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

骨まで食べる
あじフライ 100g 150g 200g 冷凍

国産の真あじを圧力釜で骨まで軟らかく炊
き上げ、サクサク感のあるフライ粉を付け
ました。170℃の油で揚げてどうぞ

尾付きサラダエビ 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒にサ
ラダにしてどうぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,299円  3人用 1,905円  4人用 2,426円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

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

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

かぼちゃコロッケ
（福島県産かぼちゃ使用） 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃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

ひじきの煮物 130g 205g 335g 常温
水戻しの手間がなく、開封後水を
加えて煮るだけでひじきの煮物が
出来ます

食材油揚げ 2枚 4枚 4枚 冷蔵 ひじきの煮物と一緒にどうぞ

2人用 1,331円  3人用 1,885円  4人用 2,474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。

豚ロースグリル焼き

秋野菜の煮物

①豚肉に塩、こしょうを
振る。
②かぼちゃは4等分のうす
切り、かぶは縦4等分に
切り、玉ねぎ、りんご、
にんにくはすりおろす。
③鍋にAを煮詰め、バーベ
キューソースを作る。
④フライパンにサラダ油
を薄く塗り、①とかぼ
ちゃ、かぶに火が通る
まで焼く。
⑤④の豚肉を食べやすく

①煮物セットはあらかじめ
解凍しておく。
②里芋と人参は皮を剥き、
食べやすい大きさに切る。
椎茸は軸を取る。板こん
にゃくは軽く流水で洗い、
食べやすい大きさに切る。
③里芋と板こんにゃくは下
茹でをしてザルに上げる。
④③の鍋にAと具材を全て入
れ、味がしみ込むまで煮
る。

切って③をかけ、かぼちゃとかぶを添える。

麓山高原豚
　ローススライス…150g
かぼちゃ………………… 80g
かぶ……………………… 2個
塩、こしょう…………各少々
サラダ油………… 大さじ1/2
　　玉ねぎ…………… 1/4個
　　りんご…………… 1/4個
　　にんにく………… 1/2片
Ａ　ケチャップ　　　……… 大さじ1と1/2
　　ウスターソース
　　　……………… 大さじ2
　　はちみつ…… 小さじ1/2

煮物セット（肉詰いなり・
木の葉揚げ…130g

福島県産米粉入り
板こんにゃく…1袋

里芋……………………… 2個
椎茸……………………… 4枚
人参…………………… 1/3本
　　水………………… 300㏄
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ3

材料� 【約281kcal／1人分】

材料� 【約258kcal／1人分】

基本

基本

ぶりと秋野菜の粕煮

①ぶりは解凍後、一口大
に切り、熱湯をかけて
ザルに上げる。
②大根は7～8㎝厚さの

いき

天然ぶり切身…2切
大根…………………… 1/4本
人参…………………… 1/3本
里芋……………………… 4個
小ねぎ…………………… 1本
だし汁……………… 3カップ
酒粕……………………… 60g
白みそ……………… 大さじ1
しょう油…………… 大さじ1
塩…………………………少々

材料� 【約411kcal／1人分】

はさみロールカツ

①梅干しは種を除き、包丁
でたたく。大葉は軸を切
り落として縦半分に切る。
スライスチーズも半分に
切る。

はつ

麓山高原豚もも薄切り
…150g

梅干し…………………… 2個
大葉……………………… 2枚
スライスチーズ………… 2枚
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………………適量
溶き卵………………… 1個分
パン粉……………………適量
揚げ油……………………適量
レタス………………お好みで

材料� 【約330kcal／1人分】

②豚肉を広げて大葉、スライスチーズをのせ、たたいた
梅干しをまんべんなく塗り、豚肉をくるくると巻く。
③②の両面に塩、こしょうを振り、小麦粉をまぶし、
溶き卵にくぐらせパン粉を付ける。
④フライパンに揚げ油を入れて175℃に熱し、③を揚
げる。
⑤④を食べやすく切って器に盛り付け、レタスを添え
る。

いちょう切りにし、人参は大根より少し薄めのい
ちょう切りにする。
③里芋は皮をむき半分に切り、固ゆでにする。
④だし汁に②③を入れて煮立て、①を加えて、アク
をとりながら野菜が柔らかくなるまで煮る。
⑥細かくちぎった酒粕、白みそを煮汁少々で溶かし、
④に加え、しばらく煮る。しょうゆ、塩で味を調
える。
⑦器に盛り、小口切りの小ねぎを散らす。



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
●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!

2610

2710

11

金

土

10/16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 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

麓山高原豚使用
ハンバーグ 2個 3個 4個 冷凍

麓山高原豚を使用して作ったハン
バーグです。解凍後、フライパン
でじっくりと焼いてどうぞ

帆立と白身魚の絹寄せ
（京風あんかけ） 130g 195g 260g 冷凍 湯せんしてどうぞ

エリンギ 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 1,355円  3人用 1,934円  4人用 2,375円  

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

ノルウェー産
さば文化干切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど

うぞ

豚もつ煮込み
（国産豚使用） 200g 400g 400g 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

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,183円  3人用 1,834円  4人用 2,103円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

国産さばの一夜干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

虹わかさぎ 新商品 150g 150g 250g 冷凍 解凍後、打粉をして唐揚げや天ぷ
らにしてどうぞ

鶏そぼろ信田 2個 3個 4個 冷凍
鶏そぼろを油揚げで包んだ信田で
す。煮込み、揚げ、焼き等お好み
でどうぞ

かに玉スープ 100g 200g 200g 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 1,271円  3人用 1,834円  4人用 2,211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。

豚肉のミルフィーユロールキャベツ風

もつ煮込み

かに玉スープ

豚バラとエリンギのみそ煮

①生姜は薄切りにする。
②キャベツの葉の間に豚
肉を1枚ずつと生姜を適
量挟む。
③鍋にAを入れ、沸騰した
ら②を入れて蓋をし、
弱火で15分～20分煮込
み、塩、こしょうを振っ
て味を調える。
④③を切り分け、器に盛
る。

①大根、人参は皮を剥き、
食べやすい大きさに切
る。
②しめじは軸を除き、食べ
やすい大きさにほぐす。
③鍋に豚もつ煮込み、大
根、人参を入れて煮込
む。ある程度火が通っ

①かに玉スープはあらか
じめ解凍する。鍋に水
400㏄とかに玉スープ
を加熱する。

①里芋は皮を剥き、エリンギ
は縦半分に切る。　
②フライパンを熱し、食べや
すい大きさに切った豚肉を
入れて炒める。色が変わっ
たら里芋、エリンギを入れ、
水1と1/2カ ッ プ、Aを 加
え、蓋をして15分煮る。　
③②の煮汁にとろみが付いた

てきたらしめじを入れて更に煮込む。
④③を器に盛りつけ、長ねぎを散らす。

②①が沸騰したら溶き卵を流し入れ、軽くかき混ぜ
る。

ら器に盛る。好みで小口切りにした小ねぎを散らす。

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ……………… 1/2個
生姜……………………… 15g
塩、こしょう…………各少々
　　固形コンソメ……… 2個
Ａ　水………………… 600㏄
　　酒………………… 50㏄

豚もつ煮込み
（国産豚使用）…200g

しめじ…100g
大根…………………… 200g
人参…………………… 1/2本
長ねぎ（刻み）………お好みで

材料� 【約278kcal／1人分】

材料� 【約157kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

かに玉スープ…100g
鶏卵…2個

麓山高原豚
バラスライス…150g

エリンギ…1p
里芋……………………… 4個
小ねぎ…………………… 2本
　　みそ…………… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　しょうゆ…… 大さじ1/2

材料� 【約123kcal／1人分】

材料� 【約428kcal／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!

2910

3010

12

月

火

10/18木

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 冷凍のまま、170℃～ 180℃の
油で揚げてどうぞ

ねぎとろ 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

いかリング竜田揚げ 130g 200g 260g 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

国産鶏団子の
塩スープセット 140g 180g 280g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,489円  3人用 2,062円  4人用 2,714円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

びんちょう鮪
切りおとし 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

赤魚粕漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

エビチリ春巻 4本 6本 8本 冷凍
プリプリのえびにトマトケチャップをたっぷ
り加えた中華の定番エビチリを春巻きにしま
した。170℃の油で揚げてどうぞ

産直めかぶ（タレ付） 2個 3個 4個 冷凍
解凍後、添付のタレをかけてどう
ぞ。温かいご飯やうどん、蕎麦に
かけても美味しく頂けます

2人用 1,489円  3人用 2,022円  4人用 2,522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

国産豚ロース生姜焼き 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

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。湯せんしてどうぞ

焼チーズ焼売 6個 9個 12個 冷凍 フライパンに少し多めの油をし
き、両面を焼いてどうぞ

2人用 1,462円  3人用 2,012円  4人用 2,434円  



27
●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。

ねぎとろ丼

国産鶏団子の塩スープ

①小ねぎは小口切りにす
る。
②ねぎとろはあらかじめ
半解凍しておく。
③丼にご飯を盛り付け、大
葉、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。

①野菜は食べやすい大き
さに切る。
②鍋に600㏄の水を入れ、
沸騰後、冷凍のままの鶏
団子を入れて約2分加熱
する。

③②に野菜を入れて約5分煮込み、添付のスープを入
れて味を調える。

ねぎとろ…100g
温かいご飯…………… 2膳分
小ねぎ…………………… 4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

国産鶏団子の
　塩スープセット…140g
人参…………………… 1/2本
白菜…………………… 1/4玉
長ねぎ…………………… 1本

材料� 【約400kcal／1人分】

材料� 【約168kcal／1人分】

基本

基本

まぐろのユッケ風　生野菜添え
①長ねぎは5㎝をみじん
切りにして水にさら
し、残りは白髪ねぎに
する。
②レタス、きゅうり、人
参は細めのせん切りに
し、水にさらした後、水
気をきる。
③Aとみじん切りのねぎ
を混ぜ、解凍した鮪を
加えて和える。
④皿に③を盛り付け、白
髪ねぎ、②を添える。

いき

びんちょう鮪
切りおとし…150g

長ねぎ………………… 10㎝
レタス…………………… 3枚
きゅうり………………… 1本
人参…………………… 1/4本
　　しょう油……… 大さじ1
　　みりん……… 大さじ1/2
　　おろしにんにく
Ａ　　……………… 小さじ1
　　ごま油　……… 大さじ1
　　すりごま…… 大さじ1/2
　　こしょう……………少々

材料� 【約162kcal／1人分】

鶏むね肉ハム

①鶏肉はあらかじめ解凍し
て皮を剥がして観音開き
にし、フォークで全体を
刺す。

はつ

菜彩鶏むね肉…200g
ピーマン（赤・黄）… 各1/2個
オクラ…………………… 4本
れんこん………………… 50g
　　酒…………… 大さじ1/2
Ａ　塩…………… 小さじ1/2
　　砂糖………… 小さじ1/2
　　にんにく…………… 10g
　　生姜　……………… 10g
Ｂ　しょう油……… 大さじ3
　　みりん………… 大さじ2
　　砂糖…………… 小さじ1
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約335kcal／1人分】

②①をビニール袋に入れ、Aを加えて揉み込み、冷蔵
庫で20分置く。
③ピーマンは細切り、れんこんは5㎜幅に切って、オ
クラはがくを取る。にんにくと生姜はすりおろす。
④②をラップで巻き、沸騰したお湯にれんこんと一緒
に入れ、3分茹でる。オクラを入れて更に3分茹でる。
⑤耐熱皿にBを入れ、電子レンジ（500W）で約1分加熱
する。
⑥器に5㎜幅にスライスした鶏肉、ピーマン、れんこ
ん、オクラを斜め2等分に切って盛り、⑤をかける。


