
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!

3110

111

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

10/20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

北海道産塩ます切身 2切 3切 4切 冷凍
北海道産のますを切身にしました。焼
き上がりがふっくらとした食感です。
解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

国産若鶏の
ぷりぷり照焼き 250g 410g 410g 冷凍

国産鶏の肩小肉と照り焼きのたれをセット
にしました。解凍後、フライパンでじっく
りと焼き、添付のタレを絡めてどうぞ

三陸産茎付わかめ 40g 60g 100g 冷蔵 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 1,514円  3人用 2,249円  4人用 2,686円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

真だら切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ナメタガレイ
昆布仕込み（焼魚用） 2切 3切 4切 冷凍

ナメタガレイを昆布から抽出したエキスに白醤
油、みりん等を加えた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

イワシスティック 新商品 150g 250g 300g 冷凍 ムニエルやフライ、蒲焼きにして
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

野沢菜ちりめん 40g 60g 80g 冷蔵
香り豊かな野沢菜を食べやすい大
きさに刻み、ちりめんと和えまし
た。温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,596円  3人用 2,306円  4人用 2,907円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産若鶏のオニオン
ガーリック焼き 新商品

200g 250g 300g 冷凍
玉ねぎの甘みとにんにくの旨みを効か
せたタレに鶏肉を漬け込みました。解
凍後、フライパンで焼いてどうぞ

野菜たっぷり和風信田 1個 2個 3個 冷凍
人参、いんげん、椎茸の入った炒り豆腐を油揚げに
詰め込みました。解凍後、フライパンで焼いても冷
凍のままだし汁で煮込んでも美味しく頂けます

くるみ甘露煮 40g 80g 80g 冷凍 解凍後、そのままでどうぞ

エリンギ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,534円  3人用 2,195円  4人用 2,670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。

豚肉の大葉油揚げロール

わかめと水菜の煮びたし

①油揚げを菜箸で全体的
に押して包丁で切り開
く。
②①に豚肉を並べ、大葉を
乗せて巻く。
③薄力粉をつけて、熱した
フライパンにサラダ油
をひき、豚肉に火が通る
まで焼く。
④③の豚肉に火が通った

①わかめは洗って水につけ、も
どったら熱湯にくぐらせて冷
水に取り、食べやすい大きさ
に切る。
②水菜は2～3㎝長さのざく切
りにする。
③鍋にAを煮立て、①を入れて

ら、酒、みりん、しょう油を入れて絡める。
⑤④を食べやすい大きさに切り、皿に盛り付ける。

味がなじむまで弱火で煮る。
④③を火から下ろして②を混ぜ、粗熱を取ってから盛りつ
け、お好みで生姜のすりおろしと白炒りごまを散らす。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

食材油揚げ…2枚
大葉…………………… 10枚
薄力粉……………………適量
酒…………………… 大さじ3
みりん……………… 大さじ2
しょう油…………… 小さじ1
サラダ油…………… 大さじ1

三陸産茎付わかめ…40g
水菜……………………… 2束
生姜のすりおろし………少々
白炒りごま………………少々
Ａ　しょう油………… 50ml
　　水……………… 300ml

材料� 【約727kcal／1人分】

材料� 【約21kcal／1人分】

基本

基本

真だらホイル焼き
①真だら切身はあらかじ
め解凍し、余分な水分
を紙タオル等で拭き取
り、塩と酒を振りかけ
る。
②えのきは軸を落として
ほぐす。人参は皮を剥
き、食べやすい大きさ
に切る。

いき

真だら切身…2切
えのき………………… 100g
人参…………………… 1/3本
塩…………………………少々
酒…………………… 大さじ1
しょう油…………… 大さじ1
バター…………………… 20g

材料� 【約152kcal／1人分】

豚肉のさっぱり黒酢炒め
①豚肉は塩、こしょうを振っ
てボール状に丸め、小麦
粉を塗す。
②ピーマンは乱切りに、エ
リンギは食べやすい大き
さに切る。
③フライパンにごま油を熱
し、①をときどき転がし
ながら焼く。表面に焼き
色が付いたら、②を加え
てさっと炒め合わせる。
④③に混ぜ合わせたAを加
え、汁気が無くなる程度
に煮絡める。

はつ

麓山高原豚肩小間肉
…150g

エリンギ…1p
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………… 大さじ1
お好みのピーマン……… 1個
ごま油…………… 大さじ1/2
　　黒酢…………… 大さじ3
　　しょう油、酒
Ａ　　…………… 各小さじ2
　　はちみつ……… 小さじ1
　　塩、こしょう……各少々

材料� 【約297kcal／1人分】

③①と②をホイルで包み、バターを入れてオーブン
で、20分蒸し焼きにする。
④③にしょう油をかけてどうぞ。



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!

511

611

2

月

火

10/23火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豆腐ハンバーグ
新商品

2個 3個 4個 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

福島県産米粉入り
エビフライ 4尾 6尾 8尾 冷凍 レシピ参照

北海道帆立グラタン 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のままオーブントースターで
12分～ 15分焼いてどうぞ

きのこ入りワンタン
（スープ付）新商品

165g 200g 200g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,662円  3人用 2,420円  4人用 3,036円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

福島県産米粉入り
エビフライ 4尾 6尾 8尾 冷凍

エビフライの衣に福島県産の米粉を
使用しました。冷凍のまま170℃～
180℃の油で揚げてどうぞ

銀ひらすみりん漬 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

紅鮭グラタン 2個 3個 4個 冷凍
新鮮な紅鮭をふんだんに使用して鮭の味
を大切に作りました。オーブントースター
で約13分～ 15分焼いてどうぞ

おかかおにぎり昆布
新商品

60g 60g 60g 常温 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,705円  3人用 2,378円  4人用 3,096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

菜彩鶏もも肉 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

国産豚ばら厚切り
塩こしょう焼き 150g 250g 250g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

煮物セット
（田舎がんも・里いも巾着） 122g 183g 244g 冷凍 レシピ参照

緑の大地ロースハム 57g 78g 95g 冷蔵
国産豚ロース肉を主原料として発
色剤、リン酸塩を使用せずに作っ
たロースハムです

おかかおにぎり昆布
新商品

60g 60g 60g 常温 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,666円  3人用 2,325円  4人用 2,742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。

福島県産米粉入りエビフライ

きのこ入りワンタンスープ

無リンのエビを福島県産
米粉入りの衣で包んだ食
材オリジナルのエビフラ
イです。170℃～180℃
に熱した油できつね色に
なるまで揚げて下さい。

①長ねぎは斜め薄切りに
する。しめじは軸を落
とし、食べやすい大きさ
にほぐす。
②鍋に水を600㏄入れて
火にかける。沸騰した

らしめじと冷凍のままワンタンを加えて約2分煮
込む。更に長ねぎを加えて約1分煮た後、添付の
スープを入れて味を調える。

福島県産米粉入り
エビフライ…4尾

揚げ油……………………適量
レタス…………………… 2枚

きのこ入りワンタン
（スープ付）…165g

長ねぎ………………… 1/3本
しめじ…………………… 50g

材料� 【約132kcal／1人分】

材料� 【約217kcal／1人分】

基本

基本

銀ひらすみりん漬

鶏肉の煮物

銀ひらすを黒糖とすりごまを加えた特製のタレに
1日漬け込みました。解凍後、調味液を拭き取り、
弱火のグリルで焼いてどうぞ

①ほうれん草は色よく茹でて
冷水に取り、水気を絞って
3㎝長さに切る。
②鍋にAの煮汁を煮立て、解
凍して食べやすく切った鶏
肉と煮物セットを並べ入れ
て落とし蓋をし、弱火で煮
る。具材に火が通ったら、
①を加えて更に約2分煮て
味を含ませる。

いき

はつ

菜彩鶏もも肉…200g
煮物セット（田舎がんも・

里いも巾着）…122g
ほうれん草…………… 1/2把
　　だし汁………… 1カップ
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　砂糖…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1

材料� 【約316kcal／1人分】

【約180kcal／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!

711

811

3

水

木

10/25木

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

豚肉と厚揚げの
味噌炒め用 160g 210g 320g 冷凍

小間切れにして小麦粉をまぶした豚もも
肉と甘辛味噌タレのセットです。お好みの
野菜と生揚げと一緒に炒めてどうぞ

あじわいポーク焼売 4個 6個 8個 冷凍
粗めに挽いた豚肉を塩麹に漬け込
み焼売の皮で包みました。冷凍の
まま電子レンジで温めてどうぞ

国産大豆生揚げ2枚入 1p 2p 2p 冷蔵
豚肉と厚揚げの味噌炒め用と一緒
にお好みの野菜を加え、炒めてど
うぞ

2人用 1,495円  3人用 2,144円  4人用 2,738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
バラスライス 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

目光丸干し 100g 150g 200g 冷凍 天ぷらや唐揚げにしてどうぞ

牛とじ丼 180g 225g 270g 冷凍 レシピ参照

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 レシピ参照

おかかおにぎり昆布
新商品

60g 60g 60g 常温 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,535円  3人用 1,993円  4人用 2,382円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

あじ開き干し 1尾 2尾 2尾 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

広島県産冷凍かき 130g 180g 230g 冷凍 レシピ参照

海鮮焼売 4個 6個 8個 冷凍
餡にいかとえびを加えた海鮮タイ
プの焼売です。電子レンジで温め
てどうぞ

えのき 200g 200g 200g 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 1,458円  3人用 2,233円  4人用 2,551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。

豚バラ肉の味噌炒め

牛とじ丼

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

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フライパンに①と②を入れて加熱
して具材に火が通ったら割りほぐ
した卵を回し入れて蓋をする。
④③の卵がお好みの固さになった

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

ら、器にご飯を盛り付け、③をのせる。お好みで刻んだ小ね
ぎを散らす。

麓山高原豚
バラスライス…100g

じゃがいも……………… 2個
いんげん………………… 8本
お好みのピーマン……… 2個
塩、こしょう…………各少々
片栗粉……………………適量
サラダ油…… 大さじ1と1/2
　　味噌………… 大さじ1/2
Ａ　しょう油…… 大さじ1/2　　砂糖………… 大さじ1/2
　　酒…………… 大さじ1/2

牛とじ丼…180g
鶏卵…2個

玉ねぎ………………… 1/2個
ご飯…………………… 2膳分
小ねぎ………………お好みで

材料� 【約510kcal／1人分】

材料� 【約560kcal／1人分】

基本

基本

かきのみぞれ鍋
①豆腐、長ねぎ、白菜は食
べやすい大きさに切る。
えのきは根元を切り落
とし、ほぐす。
②鍋にだし汁、塩を加え
て煮立たせる。
③②に①と冷凍かき、大
根おろしをたっぷりと
のせる。
④③の具材に火が通った

いき

広島県産冷凍かき…130g
えのき…200g

木綿豆腐………………… 1丁
白菜…………………… 1/8玉
長ねぎ…………………… 1本
大根おろし………… 1/2本分
だし汁………………… 600㏄
塩…………………………少々
ポン酢………………お好みで

材料� 【約187kcal／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、分量外
の酢水にさらす。ザルに
上げ、Aの調味料と一緒
に約5分煮た後、粗熱を取
る。
②①を豚肉の枚数分に分
け、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
照りが出るまで煮絡める。

はつ

麓山高原豚
　ローススライス…150g
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………… 大さじ1/2
　　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】

ら、お好みでポン酢につけて頂く。



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
●南郷営農経済センター
　（伊南・舘岩・南郷地区）
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!

911

1011

4

金

土

10/27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

ブリ味噌漬け 2切 3切 4切 冷凍
大型サイズのブリをメーカーオリ
ジナルの味噌に漬け込みました。解
凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

石狩産わかさぎ唐揚げ 100g 150g 150g 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

三陸産茎付わかめ 40g 60g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,408円  3人用 2,026円  4人用 2,568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

麓山高原豚肩切落し 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

海鮮鍋セット 新商品 2人用 3人用 4人用 冷凍 レシピ参照

国産若鶏の
ひとくちムニエル 150g 250g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,425円  3人用 1,987円  4人用 2,421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

細切り豚肉の
しょうが醤油炒め 新商品

180g 270g 360g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

三田屋コロッケ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま175℃～ 180℃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 1袋 2袋 冷蔵 ごぼうの食感を存分に楽しめるサ

ラダです

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,499円  3人用 2,113円  4人用 2,813円  
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豚肉とキャベツのふんわりお好み焼き風

海鮮鍋

①キャベツはせん切りに
する。豚肉は細切りに
する。
②ボウルにAを混ぜ合わ
せ、①を入れて更に混ぜ
る。
③熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、②を4等
分にして円形に流し入
れ、蓋をして蒸し焼きに
する。表面に焼き色が

①海鮮鍋セットはあらか
じめ解凍しておく。
②野菜と豆腐は食べやす
い大きさに切り、しめ
じは軸を除きほぐして
おく。
③鍋にAを入れ煮立たせ、
①と②の材料を加え、蓋
をして煮込む。

付いたら返して裏面にも焼き色を付ける。
④皿に③を盛り付け、お好みで中濃ソースとマヨネー
ズ、かつお節、青のりをかける。

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ……………… 100g
かつお節………………… 1袋
青のり……………………適量
中濃ソース………………適量
マヨネーズ………………適量
サラダ油…………… 大さじ2
　　小麦粉…………… 100g
Ａ　水………………… 120㏄　　かつおだし…… 小さじ1
　　卵…………………… 1個

海鮮鍋セット…2人用
しめじ…100g

白菜…………………… 100g
長ねぎ…………………… 1本
水菜……………………… 1株
人参…………………… 1/2本
絹豆腐………………… 1/2丁
　　だし汁………… 3カップ
　　酒……………… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ2
　　しょう油………… 80㏄
　　塩……………………少々

材料� 【約752kcal／1人分】

材料� 【約305kcal／1人分】

基本

基本

わかめとツナの煮物
①わかめは塩を洗い流
し、たっぷりの水に10
分浸して塩抜きをして
食べやすい大きさに切
る。
②玉ねぎは薄切り、人参
は短冊切りにする。
③ツナフレークは脂を紙
タオル等に包んで絞る。
④鍋にAを煮立て玉ねぎ

いき

三陸産茎付わかめ…40g
玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/2本
ツナフレーク…………… 1缶
　　砂糖…………… 大さじ1
　　みりん……… 大さじ1/2
Ａ　酒…………… 大さじ1/2
　　しょうゆ……… 大さじ1
　　水…………… 1/4カップ

材料� 【約88kcal／1人分】

ピリ辛豚肉
①豚肉は食べやすい大きさ
に切る。生姜とにんにく
は包丁に腹で潰しておく。
②鍋にサラダ油、豆板醤、生
姜、にんにくを入れて弱
火にかけ、香りが出たら
豚肉を加え、色が変わる
まで炒める。よく混ぜた
Aを加え、煮詰める。
③器にせん切りにした野菜
を敷いて、②の豚肉を汁
ごと盛り付ける。

はつ

麓山高原豚もも薄切り
…150g

キャベツ……………… 100g
大根…………………… 1/4本
人参…………………… 1/3本
長ねぎ………………… 1/4本
生姜…………………… 1/2片
にんにく……………… 1/2片
豆板醤…………… 小さじ1/2
サラダ油………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 小さじ2
　　砂糖………… 大さじ1/2
Ａ　オイスターソース　　　……………… 大さじ1
　　みそ…………… 小さじ1
　　水…………… 1/4カップ

材料� 【約523kcal／1人分】

と人参を先に入れてある程度火を通す。
⑤④にツナフレークとわかめを加えて5分煮る。
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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!

1211

1311

5

月

火

10/30火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ロース切身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

氷塩熟成新巻鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

三田屋コロッケ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま175℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

のり佃煮 60g 80g 100g 冷凍 解凍後、ご飯のお供にどうぞ

2人用 1,549円  3人用 2,255円  4人用 2,971円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

北海道産塩ます切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

フライパンでできる
柔らかいか一夜干し 2枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

鹿児島県産
かんぱちのハンバーグ 4個 6個 8個 冷凍

鹿児島県産のかんぱちを使用して魚臭さが苦手
な方にも食べやすいフィッシュバーグです。解
凍後、フライパンで焼いてどうぞ

数の子わさび 120g 120g 120g 冷凍 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,698円  3人用 2,032円  4人用 2,381円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

国産豚ロース切身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

国産牛スタミナ焼
（行者にんにく入り） 150g 200g 250g 冷凍

国産牛肉を行者にんにく入りの焼肉風
たれに漬け込みました。解凍後、お好
みの野菜と一緒に炒めてどうぞ

黒豚にらまんじゅう 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

はるさめの炒め物 180g 360g 360g 冷凍 食材人気商品です！冷凍のまま電
子レンジで温めてどうぞ

2人用 1,615円  3人用 2,470円  4人用 3,038円  

はつらつ お肉コース
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豚ロース照り焼き

鮭のパン粉焼き

①豚肉はあらかじめ解凍
して両面に塩、こしょ
うを振っておく。
②熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、①を両
面焼き、Aを加えて絡め
る。

①鮭は解凍し、水気を拭き取
る。
②卵は固ゆでにしてフォーク
の背で潰し、らっきょうと
パセリ（お好みで）はみじん
切りにする。
③①にオリーブ油を塗ってパ
ン粉を塗してアルミホイル

の上にのせ、グリルで両面を10分焼く（焦げそうな場
合は上にアルミホイルを被せる）。
④皿に③を盛り付け、混ぜ合わせたAをかける。

国産豚ロース切身…2枚
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
Ａ　みりん……… 大さじ1/2　　しょう油……… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1

氷塩熟成新巻鮭切身…2切
パン粉…………………… 20g
オリーブ油………… 大さじ2
　　卵…………………… 1個
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ4
　　らっきょう………… 6個
　　パセリ…………お好みで

材料� 【約258kcal／1人分】

材料� 【約485kcal／1人分】

基本

基本

魚団子のクリーム煮
①ますはあらかじめ解凍
して骨と皮を取り除
き、包丁で細かくたた
き、ボウルに入れ、Aを
加えて練り混ぜる。
②玉ねぎはくし形に切
り、人参は輪切りに、
しめじは石づきを切っ
て小房に分ける。
③鍋にBを煮立て、①を一
口大にすくって入れる。

いき

北海道産塩ます切身…2切
しめじ………………… 100g
玉ねぎ………………… 1/4個
人参…………………… 1/4本
生クリーム…………… 100㏄
　　パン粉………… 大さじ1
Ａ　塩、こしょう……各少々
　　小麦粉……… 大さじ1/2
　　固形スープ……… 1/2個
Ｂ　水……………… 1カップ
　　塩、こしょう………少々

材料� 【約340kcal／1人分】

イタリア風カツレツ
①豚肉は解凍後、1枚ずつ
ラップで挟み、めん棒で
叩いて薄くのばす。ラッ
プの上をめくり、塩、こ
しょう、パルメザンチー
ズ1/4量、小麦粉を振り、
ラップをかぶせる。裏側
も同様にする。
②ボウルに溶き卵、水を合

はつ

国産豚ロース切身…2枚
パン粉……………… 大さじ3
塩、こしょう…………各少々
パルメザンチーズ… 大さじ1
小麦粉……………… 大さじ1
溶き卵………………… 1個分
水…………………… 小さじ1
オリーブ油………………適量
お好みのソース…………適量

材料� 【約488kcal／1人分】

わせる。①をくぐらせ、表面にパン粉をまぶして手
で軽く押さえる。
③フライパンにオリーブ油を深さ1㎝弱ほど入れて
170℃に熱する。②を入れてきつね色になるまでカ
リッと揚げる。
⑤器に盛りつけ、お好みのソースをかける。

再び煮立ってから2～3分煮て取り出す。
④③に玉ねぎ、人参を入れて4～5分煮る。生クリー
ムを入れ③の団子を戻し、しめじを入れて1～2
分煮る。
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ＪＡ東西しらかわ
ガス食材センター
蕁0247（23）1355
蕭0247（23）1357

お申込みは
お近くの

JA食材センター
まで!

1411

1511

6

水

木

11/1木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

福島県産豚ひき肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

黄肌鮪切りおとし 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、わさびしょう油をつけて
どうぞ

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

緑の大地ボンレスハム 55g 73g 90g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,532円  3人用 1,983円  4人用 2,417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

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

青森県産
ベビー帆立（生食用） 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

ふんわり
いかキャベツ焼 2個 3個 4個 冷凍

キャベツが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

2人用 1,408円  3人用 2,082円  4人用 2,723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

福島県産豚ひき肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

国産鶏むね生姜焼き 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

豚肉のニラ玉炒めの素 180g 360g 360g 冷凍 にらと卵を加えてニラ玉炒めにし
てどうぞ

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 豚肉のニラ玉炒めの素と一緒にど
うぞ

2人用 1,418円  3人用 2,076円  4人用 2,288円  

はつらつ お肉コース
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ミートグラタン

ブロッコリーとハムの豆乳あん

①豚ひき肉はあらかじめ
解凍しておく。
②長ねぎと大葉はみじん
切り、れんこんは薄切
りにして酢水にさらす。
③フライパンにバターを
入れて熱し、長ねぎとれ
んこんを入れて炒め、①
を加えて色が変わるま
で炒める。

①ブロッコリーは小房に分け、根
元の固い部分は皮を剥いて乱
切りにしてさっと塩茹でする。
②しいたけは石づき取り除き、食
べやすい大きさに切る。
③ハムは細切りにする。
④鍋にサラダ油を熱し、②、③を
炒め、Aを加える。煮立ったら
弱火にして豆乳（牛乳）と①を
加え、塩で味を調える。
⑤④に水溶き片栗粉を回し入れ、
とろみをつける。

④③にAを加えてひと煮立ちさせたら火を止める。
⑤耐熱皿に④を入れ、ピザ用チーズとマヨネーズを
のせ、オーブントースターで焼き色が付くまで焼
き、大葉を散らす。

福島県産豚ひき肉…200g
長ねぎ………………… 1/3本
れんこん……………… 100g
大葉……………………… 2枚
ピザ用チーズ…………… 40g
バター…………………… 10g
マヨネーズ………… 大さじ1
　　酢……………… 小さじ1
Ａ　味噌………… 大さじ1/2
　　生クリーム……… 100㏄

緑の大地ボンレスハム
…55g

ブロッコリー………… 1/2株
しいたけ………………… 2枚
サラダ油………… 大さじ1/2
　　酒…………… 大さじ1/2
Ａ　塩、こしょう……各少々　　固形スープの素…… 1個
　　湯…………… 1/2カップ
豆乳（牛乳）………… 1カップ
水溶き片栗粉……… 大さじ2
塩…………………………少々

材料� 【約625kcal／1人分】

材料� 【約145kcal／1人分】

基本

基本

赤魚のねぎダレから揚げ

①赤魚はあらかじめ解凍
して余分な水分は紙タ
オル等で拭き取り、両
面に軽く塩を振る。

いき

赤魚切身…2切
玉ねぎ………………… 1/4個
大葉……………………… 3枚
人参…………………… 1/3本
塩…………………………少々
小麦粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
　　しょう油…大さじ1と1/2
　　酢…………… 大さじ1/2
Ａ　酒…………… 大さじ1/2　　ごま油………… 小さじ1
　　小ねぎ（小口切り）
　　　……………… 大さじ1

材料� 【約145kcal／1人分】

白菜焼売
①白菜は水洗いし、水気をき
らずにラップでゆるくくる
み、電子レンジで約4分30
秒加熱する。軸の部分が
透き通ったら冷水に取っ
て冷まし、水気をきる。
②①を横3等分に切り、固い
軸の部分をさけて約6㎝

はつ

はつ

福島県産豚ひき肉…200g
白菜………………… 3～4枚
　　長ねぎのみじん切り
　　　……………… 大さじ2
Ａ　生姜汁……… 小さじ1/2　　しょう油……… 小さじ1
　　塩…………… 小さじ1/2
　　片栗粉………… 大さじ2

材料� 【約268kcal／1人分】

角に切り、皮用に14枚作る。
③Aの材料と解凍したひき肉、②の軸の部分をみじん切
りにしたものも加えて粘りが出るまでよくこねる。
④②の皮の水気を拭き、③の種をスプーン1杯ずつの
せて、焼売を作る要領で包む。スプーンの柄などで
表面をおさえ、できたものから耐熱皿に2重の円を
描くように並べる。
⑤指先に水をつけて焼売の表面にふりかけて水分を補
う。
⑥⑤にふんわりとラップをして電子レンジで5分加熱
する。

②玉ねぎ、人参、大葉は細めのせん切りにして水に
さらした後、水気をしっかりと切る。
③Aは混ぜ合わせる。
④①に小麦粉をまんべんなく付け、中温の油で揚げ
る。
⑤器に④、②を盛り付け、③を回しかける。

基本



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!

1611

1711

7

金

土

11/6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

しまほっけ切身塩麹漬 2切 3切 4切 冷凍
大型で脂ののったしまほっけを切身にして1日
塩麹に漬け込みました。解凍後、調味液をよく
拭き取ってから弱火のグリルで焼いてどうぞ

チーズ入りいかバーグ 4個 6個 8個 冷凍 レシピ参照

エリンギ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,472円  3人用 2,150円  4人用 2,658円  

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 レシピ参照

えりも発鮭フライ 2枚 3枚 4枚 冷凍
北海道で獲れた銀毛鮭を使用した
鮭フライです。冷凍のまま170℃
の油で揚げてどうぞ

にしん甘露煮 2枚 3枚 4枚 常温 そのまま召し上がれます

のり佃煮 60g 80g 100g 冷凍 解凍後、温かいご飯に合わせてど
うぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,520円  3人用 2,197円  4人用 2,789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

国産豚肉の
甘辛みそ炒め（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

チキンチーズカツ 6個 12個 18個 冷凍 冷凍のままフライパンに多めの油を
ひき、揚げ焼きにしてどうぞ

新潟産うす味なめこ 100g 100g 100g 常温 大根おろしにかけても良し、湯豆
腐にかけても美味しく頂けます

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,288円  3人用 1,845円  4人用 2,325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。

エリンギと豚肉のガーリック炒め

チーズ入りいかバーグ

焼きさばのみぞれ煮

豚キムチ豆腐

①エリンギは食べやすい
大きさに切る。長ねぎ
は斜めうす切りに、に
んにくはみじん切りに
する。豚肉は一口大に
切る。
②フライパンにサラダ油
大さじ1/2を熱し、にん
にくを炒める。にんに
くの香りが出てきたら、

国内産のいかを加えた生地の中にペースト状のチー
ズを入れました。冷凍のままフライパンで焼いてど
うぞ。

①さばはあらかじめ解凍
して余分な水分を紙タ
オル等で拭き、中火のグ
リルで焼く。
②大根はすりおろし、貝割
れ菜は根元を切り落と
す。
③鍋にAを加えて煮立て、

①長ねぎは小口切りにす
る。豆腐は食べやすい
大きさに切る。
②鍋にAを入れ、火にかけ
て食べやすい大きさに
切った豚肉を入れる。
煮立ったら豆腐を入れ、
約5分中火で煮込む。

豚肉を加えて炒め、一度皿に取り出す。
③②のフライパンに残りのサラダ油を入れ、エリン
ギ、長ねぎを加えて炒める。
④③に火が通ったらAを加え、豚肉を戻して炒め、塩
で味を調える。

①を入れて蓋をして約5分煮た後、大根おろしを加
え、ひと煮立ちしたら火を止める。
④器に③を盛り、貝割れ菜をのせる。

③器に②を盛り付け、長ねぎを散らす。

麓山高原豚
ももスライス…150g

エリンギ…1p
長ねぎ………………… 1/2本
にんにく………………… 1片
サラダ油…………… 大さじ1
塩………………… 小さじ1/2
　　中華だし……… 小さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　こしょう……………少々

材料� 【約249kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

塩さば半身…2枚
大根…………………… 10㎝
貝割れ菜…………… 1パック
　　だし汁…………… 150㏄
Ａ　酒………………… 50㏄
　　しょう油……… 大さじ1
　　みりん……… 大さじ1/2

麓山高原豚
バラスライス…150g

国産大豆豆腐（絹）…1丁
長ねぎ………………… 1/2本
　　キムチの素…… 大さじ2
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　ごま油………… 小さじ1

材料� 【約370kcal／1人分】

材料� 【約463kcal／1人分】

【約49kcal／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!

1911

2011

8

月

火

11/8木

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
肩ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

八宝菜の素 200g 250g 300g 冷凍
豚肉、えび、人参、いかを旨みの効いた
タレと合わせた八宝菜の素です。解凍
後、白菜と一緒に炒めてどうぞ

国産手羽中
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

マーボー風春巻 4個 6個 8個 冷凍 冷凍のまま160℃～ 170℃の油
で揚げてどうぞ

2人用 1,695円  3人用 2,331円  4人用 2,933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
ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ひとくちチキン南蛮
（タルタル入り） 4個 6個 8個 冷凍 冷凍のまま電子レンジで温めてど

うぞ

シーフードサラダ 70g 100g 150g 冷蔵
そのままはもちろん、サンドイッ
チや手巻寿司の具にも活用できま
す

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,636円  3人用 2,319円  4人用 2,953円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

目光丸干し 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

白エビのかき揚げ丼
セット（タレ付） 2枚 3枚 4枚 冷凍

かき揚げを電子レンジで温めた
後、温かいご飯にのせ、添付のた
れをかけてどうぞ

3種のきのこと根野菜の
しんじょう（生姜あん） 130g 195g 260g 冷凍 冷凍のまま湯せんしてどうぞ

くるみ甘露煮 40g 60g 80g 冷凍 解凍後、そのままでどうぞ

ほたてワンタン・
塩スープ付き 112g 148g 184g 冷凍

ほたての風味と食感を味わえるワン
タンとあっさりとした旨みたっぷり
の塩スープをセットにしました

2人用 1,687円  3人用 2,303円  4人用 2,976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。

白菜の豚肉はさみ蒸し

赤魚のソテー根菜あん

①白菜は豚肉の大きさよ
り大きめに合わせた長
方形にする。
②人参は皮を剥き、長いま
ま厚み3㎜に切る。
③豚肉は両面に塩、こしょ
うをする。

①赤魚は半解凍して塩、こしょ
うを振り、紙タオル等で水気
を拭き、片栗粉を塗す。
②じゃがいも、人参は薄い細切
り、玉ねぎは薄切りにする。
③フライパンにサラダ油を熱
して①を焼き、火が通ったら
器に盛り付ける。
④③のフライパンで②を炒め、
混ぜ合わせたAを加えて煮立
て、③にかける。お好みで刻
んだ小ねぎを散らす。

④白菜の上に豚肉、その上に人参を並べて置き、更に
豚肉をのせる。これを材料が無くなるまで重ねる。
⑤耐熱皿にラップに包んだ④をのせ、電子レンジ
（500W）で約10分加熱する（火が通りにくい場合
は再度加熱して下さい）。
⑥⑤をラップから取り出し、4等分に切って器に盛
り付け、貝割れ菜を飾る。
※お好みでポン酢しょう油をかけてどうぞ

麓山高原豚
ローススライス…150g

白菜……………………… 6枚
人参……………………… 1本
塩、こしょう…………各少々
貝割れ菜………… 1/3パック

赤魚切身…2切
塩、こしょう…………各少々
片栗粉…………… 大さじ1/2
じゃがいも……………… 1個
人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/2個
小ねぎ…………………… 1本
サラダ油…………… 大さじ1
　　水…………… 1/3カップ
　　しょう油、砂糖
Ａ　　…………… 各小さじ2
　　酢、酒………… 各小さじ2
　　片栗粉………… 小さじ1
　　こしょう……………少々

材料� 【約262kcal／1人分】

材料� 【約222kcal／1人分】

基本

基本

めひかり南蛮漬

①目光丸干しはあらかじ
め解凍して余分な水分

いき

目光丸干し…100g
人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/4個
生姜…………………… 1/2片
片栗粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
　　しょう油……… 大さじ3
Ａ　酢……………… 大さじ3
　　砂糖…………… 大さじ1
　　だし汁………… 1カップ

材料� 【約270kcal／1人分】

豚肉の梅干し煮

①豚肉はたっぷりの湯で
さっと茹で、ザルに上げ
る。

はつ

麓山高原豚
　肩ローススライス…150g
長ねぎ………………… 1/2本
大葉……………………… 5枚
にんにくスライス……… 2片
梅干し…………………… 2個
サラダ油………… 大さじ1/2
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　だし汁…………… 50㏄

材料� 【約191kcal／1人分】

②鍋にサラダ油を熱し、にんにくを炒めて香りが出た
ら、豚肉を加えて炒める。更にAを入れ、強火にかけ、
沸騰したら火を弱めて煮汁が無くなるまで煮る。
③長ねぎ、大葉はせん切りにしてそれぞれ水に放し、
水気を切る。
④梅干しは種を除き、食べやすくちぎり、②と③と混
ぜる。

は紙タオル等で拭き取り、片栗粉を塗す。
②野菜はせん切りにする。玉ねぎは水にさらした後、
十分に水気を切る。
③鍋にAを入れて煮立たせ、耐熱容器に移して②を
浸しておく。
④③の野菜を一度皿に取り出し、②を油で揚げ、浸
す。
⑤器に目光丸干しと野菜を盛り付ける。



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!

2111

2211

9

水

木

11/10土

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

ブリ味噌漬け 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

国産大豆使用揚げ出し
豆腐セット（つゆ付き） 212g 318g 424g 冷凍

冷凍のまま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

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

2人用 1,597円  3人用 2,275円  4人用 2,944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

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

坦々ごま味噌鍋
（麺入り） 460g 460g 660g 冷凍

お好みの野菜やえのき、木綿豆腐
と一緒に鍋にした後は〆に添付の
麺を入れてどうぞ

ペッパー入り
ロングウインナー 3本 6本 6本 冷蔵 フライパンで焼き目がつくくらい

焼いてどうぞ

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 坦々ごま味噌鍋に合わせてどうぞ

2人用 1,589円  3人用 2,007円  4人用 2,301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

氷塩熟成新巻鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

海鮮鍋セット 新商品 2人用 3人用 4人用 冷凍 お好みの野菜、国産くずきり、し
めじと一緒にどうぞ

ふわふわ焼き
（かに入り） 2個 3個 4個 冷凍

北海道産の無リンのたらすり身に蟹フレークを
加え、玉ねぎの甘みが際立つ蒸し蒲鉾です。解
凍後、フライパンで焼いてどうぞ

国産くずきり
ストレートタイプ 70g 70g 70g 常温 海鮮鍋セットに入れてどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 海鮮鍋セットに入れてどうぞ

2人用 1,532円  3人用 2,089円  4人用 2,678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。

じゃがいもと豚バラ肉の煮物
①じゃがいもは皮付きの
まま下茹でし、熱いうち
に布巾等を使って皮を
剥く。
②玉ねぎはくし形に切る。
③豚肉は2～3㎝長さに切
り、熱湯でさっと茹で、
水気を切っておく。
④鍋にAを熱し、②を加え
て炒める。
⑤④に①と③、材料が浸る

くらいのだし汁、酒を加え、落とし蓋をしてじゃが
いもが柔らかくなるまで煮る。材料に火が通った
らBを加えて味を染み込ませる。
⑥⑤を皿に盛り、小口切りにした小ねぎを散らす。

麓山高原豚
バラスライス…150g

玉ねぎ…………………… 1個
じゃがいも…………… 400g
小ねぎ…………………… 1本
だし汁…………… 約7カップ
酒……………………… 50ml
Ａ　サラダ油…大さじ1と1/2　　ごま油… 大さじ1と1/2
　　みりん…………… 50ml
Ｂ　しょう油………… 50ml
　　砂糖…… 大さじ1と1/2

材料� 【約506kcal／1人分】

基本

鮭とごぼうの炊き込みご飯
①鮭切身は解凍し、熱し
たフライパンで両面を
さっと焼く。
②米を洗い、炊飯器に水
を入れて30分浸す。
③ごぼうはささがきにし
て水にさらし、生姜は
せん切りにする。
④②に③とグリンピー

いき

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

材料� 【約410kcal／1膳分】

豚肉のねぎ塩炒め
①豚肉は塩、こしょうを振
り、片栗粉を塗す。
②長ねぎは1㎝幅の斜め切
り、にんにくはみじん切
りにする。
③フライパンにごま油を入
れて熱し、①を中火で3～
4分炒める。
④豚肉の色が変わったら、
②を入れて中火で1～2分
炒め、Aを加えてさっと
炒め合わせる。

はつ

麓山高原豚肩小間肉
…150g

長ねぎ…………………… 1本
にんにく………………… 10g
塩、こしょう…………各少々
片栗粉……………… 大さじ1
ごま油……………… 大さじ1
　　塩…………… 小さじ1/4
Ａ　鶏ガラスープの素　　　…………… 小さじ1/2
　　酒……………… 大さじ2

材料� 【約383kcal／1人分】

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

ほたてのぬた
①わけぎは半分に切りラップで包んで
電子レンジで加熱する。
②ラップをはずし、冷めたら3㎝長さ
に切る。
③Aを合わせておく。
④ボウルに塩抜きし食べやすい大きさ
に切ったわかめ、わけぎ、軽く茹で
たほたてを入れ、③のタレで和える。

青森県産ベビー帆立
（生食用）…100g

塩蔵わかめ……………… 50g
わけぎまたは細ねぎ… 1/2束
　　味噌…………… 大さじ2
Ａ　酢……… 大さじ2と1/2
　　砂糖…………… 大さじ1
　　からし……… 小さじ1/2

材料� 【約127kcal／1人分】

基本
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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
●南郷営農経済センター
　（伊南・舘岩・南郷地区）
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!

2611

2711

10

月

火

11/13火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

黄肌鮪切りおとし 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、わさびしょう油をつけて
どうぞ

子持ちししゃも
明太風味 100g 150g 200g 冷凍

脂がのった子持ちカラフトししゃもをメーカー
オリジナルの明太調味液を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

活〆ボイル
有頭バナエイエビ 6尾 9尾 12尾 冷凍 レシピ参照

国内産冷凍あさり 100g 120g 120g 冷凍 あさりの味噌汁にしてどうぞ

2人用 1,611円  3人用 2,090円  4人用 2,507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

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

あじ開き干し 1尾 2尾 2尾 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

福島県産米粉入り
もっちり餃子 リニューアル

8個 8個 16個 冷凍 レシピ参照

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

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

2人用 1,625円  3人用 2,405円  4人用 3,012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

福島県産米粉入り
もっちり餃子 リニューアル

8個 8個 16個 冷凍
餃子の皮に福島県産の米粉を使用
しました。フライパンで焼いてど
うぞ

豚ロースすりおろし
りんごたれ漬け 170g 340g 510g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

焼き酢豚用 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
め、添付のタレを絡めてどうぞ

ほくほく黒豆 新商品 41g 41g 41g 常温 そのまま手でつまんで頂けるおや
つ感覚の黒豆です

2人用 1,702円  3人用 2,342円  4人用 3,263円  
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豚肉と小松菜のさっと炒め

福島県産米粉入りもっちり餃子

えびの唐揚げ

鶏肉といんげんのごま炒め

①豚肉はAで味付けをす
る。
②小松菜は4～5㎝長さに
切り、茎と葉に分ける。
③フライパンにサラダ油
を熱し、①を炒め、全体
に火が通ったら小松菜
の茎、葉の順に加えて炒
め、更にBを加えて炒め
合わせる。

野菜ベースのあっさりとした餡に福島県産豚肉を練
り込み仕上げました。皮には福島県産米粉を使用し
ております。今回より皮をリニューアルして以前よ
りもっちりとした食感をお楽しみ頂けます。

①バナメイエビはあらか
じめ解凍して余分な水
分は紙タオル等で拭き
取る。
②①に片栗粉を塗し、油で
カラッと揚げる。
③皿に②を盛り付け、お
好みでレモンを搾る。

①鶏肉は解凍後、一口大に
切る。
②いんげんは筋を取り、4
㎝長さに切り、さっと
塩茹でする。
③フライパンにごま油を
熱して鶏肉を炒め、火が
通ったらいんげんを入

れてAで調味する。
④器に③を盛り付け、炒りごまを散らす。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

小松菜………………… 1/2束
　　酒、片栗粉
Ａ　　…… 各大さじ1と1/2
　　塩、こしょう……各少々
サラダ油…………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ2
Ｂ　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約295kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

活〆ボイル
　有頭バナメイエビ…6尾
片栗粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
レモン………………… 1/8個

菜彩鶏むね肉…200g
いんげん………………… 50g
炒りごま…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　みりん……… 大さじ1/2
　　だし汁………… 大さじ4
ごま油……………… 大さじ1
塩…………………………少々

材料� 【約144kcal／1人分】

材料� 【約251kcal／1人分】

【約226kcal／1人分】
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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!

2811

2911

11

水

木

11/15木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

坦々ごま味噌鍋
（麺入り） 460g 460g 660g 冷凍 レシピ参照

真だら切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

とうもろこし団子 6個 12個 12個 冷蔵
薩摩揚げの中にたっぷりとコーン
を混ぜました。油で揚げてもフライ
パンで焼いても美味しく頂けます

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,453円  3人用 1,964円  4人用 2,320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

船凍いか 1尾 2尾 2尾 冷凍 レシピ参照

シマホッケ粕漬 2切 3切 4切 冷凍
鮮度の良い脂がのったシマホッケを調味
酒粕に漬け込みました。解凍後、粕を軽
く落として弱火のグリルで焼いてどうぞ

もちもちえび
にらまんじゅう 4個 6個 8個 冷凍

えびとにらをふんだんに使用した餡を
もちもちの皮に包みました。冷凍のま
まフライパンで焼いてどうぞ

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

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,377円  3人用 2,264円  4人用 2,624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

煮込みハンバーグ 300g 450g 600g 冷凍
国産豚肉を使用したハンバーグとトマ
トソースのセットです。玉ねぎとしめ
じと一緒に煮込んでどうぞ

おさつコロッケ 2個 3個 4個 冷凍
さつまいもの甘味が美味しいコ
ロッケです。冷凍のまま180℃の
油で揚げてどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 煮込みハンバーグに一緒に加えて
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 1,499円  3人用 2,152円  4人用 2,689円  
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坦々ごま味噌鍋

真だらのチーズムニエル

いかとこんにゃくの煮物

豚肉のカレー炒め

①商品はあらかじめ解凍
しておく。
②えのきは石づきを落と
し、ほぐす。白菜、チン
ゲン菜は食べやすい大
きさに切り、長ねぎは5
㎝幅の斜め切りにする。
③鍋に水800㏄と鍋の素
を入れて煮立てる。

①真だら切身はあらかじ
め解凍し、余分な水分を
紙タオル等で拭き取る。
②①の両面に塩、こしょ
うをして小麦粉を塗す。
ピーマンはせん切りに
する。

①大根と板こんにゃくは
食べやすい大きさに切
り、下茹でしておく。船
凍いかは解凍後、内臓を
取り除いて洗い（足の吸
盤もよく洗う）、食べや
すい大きさに切る。
②鍋にAを煮立て、①の大
根と板こんにゃくを煮

①なすは一口大の乱切りにする。
生姜はせん切り、長ねぎは斜め
切り、ピーマンは乱切りにす
る。
②フライパンにサラダ油を熱し、
一口大に切った豚肉を炒め、火
が通ったら一度皿に取り出す。
③②のフライパンに野菜を入れ
て炒め、全体に火が通ったら豚
肉を戻してAで調味する。

④③に豚肉、野菜、豆腐を加えて程よく煮込み、火が
通ったら出来上がり。
⑤〆に添付の麺を入れてどうぞ。

③フライパンにバターを入れて熱し、①を置き、ピー
マンとピザ用チーズをのせて蓋をして中火で3～4
分焼く。

る。味が染みてきたら①の船凍いかを加えて煮含
める。

坦々ごま味噌鍋（麺入り）
…460g

国産大豆豆腐（絹）…1丁
えのき………………… 200g
白菜……………………… 3枚
チンゲン菜……………… 1袋
長ねぎ…………………… 1本

真だら切身…2切
お好みのピーマン…… 1/4個
小麦粉……………… 大さじ1
ピザ用チーズ…………… 40g
バター…………………… 10g
塩、こしょう…………各少々

材料� 【約831kcal／1人分】

材料� 【約194kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

船凍いか…1尾
福島県産米粉入

板こんにゃく…1袋
大根…………………… 1/2本
　　水………………… 300㏄
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ3

麓山高原豚
　バラスライス…150g

なす……………………… 1本
生姜……………………… 1片
長ねぎ………………… 1/2本
お好みのピーマン……… 3個
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　カレー粉…… 大さじ1/2
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約145kcal／1人分】

材料� 【約428kcal／1人分】


