
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!

3011

112

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

真あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍
長崎県産の真あじを開きにしまし
た。解凍後、中火のグリルで焼い
てどうぞ

広島県産カキフライ 6個 12個 12個 冷凍
広島県海域で育ったカキを厳選し、サクサクのパン
粉で美味しさをギュッと包み込みました。冷凍のま
ま170℃～ 180℃の油で揚げてどうぞ

黄金甘酢にしん 80g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

カステラ揚げ 1枚 1枚 2枚 冷蔵
無リンのたらのすり身を使用しました。お好みの
野菜と一緒に煮物やフライパンで焼き、食べやす
い大きさに切り、しょう油をたらしてどうぞ

2人用 1,512円  3人用 2,199円  4人用 2,736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

11/17土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ももスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

ノルウェー産
さば文化干切身 2切 3切 4切 冷凍

脂のりの良い真さばを使用し、塩の
みで文化干しに仕上げました。解凍
後、中火のグリルで焼いてどうぞ

五品目野菜の春巻 新商品 4個 6個 8個 冷凍
キャベツ、玉ねぎ、長ねぎ、にら、生姜と五品
目の野菜を使用し、あっさりとした味付けの春
巻きです。冷凍のまま油で揚げてどうぞ

国産大豆三角油揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,317円  3人用 2,015  4人用 2,486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

ささみのサクサク揚げ 200g 200g 400g 冷凍
国産若鶏のささみをにんにくをベースに
味付けをして衣を付けました。冷凍のま
ま170℃の油で揚げてどうぞ

じゃがマヨロール 4個 6個 8個 冷凍
じゃがいもとマヨネーズをたっぷり
と使用した餡を皮で包みました。フ
ライパンで焼いてどうぞ

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

2人用 1,338円  3人用 1,712円  4人用 2,497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。

豚肉と油揚の卵とじ

納豆の和風ジャーマンポテト風

①卵はボウルに溶きほぐ
す。
②豚肉は食べやすい大き
さに切る。三角油揚げ
は熱湯をかけて油抜き
をし、食べやすい大きさ
に切る。
③玉ねぎは薄切りにし、三
つ葉は2㎝長さに切る。
④フライパンにAと玉ね

①納豆は添付のタレと混ぜ合わせる。
②じゃがいもは皮を剥いて一口大
に切り、ラップをして電子レンジ
（500W）で約3分加熱する。玉ねぎ
と大葉は粗みじん切りにする。
③フライパンにマヨネーズを入れて熱
し、じゃがいもと玉ねぎを炒め、①
を加えて混ぜ合わせる。

ぎ、豚肉を入れてほぐし、煮立ったらアクを取る。
油揚げを加え、玉ねぎがしんなりするまで7～8分
間、中火で煮る。
⑤④に溶き卵を流し入れ、三つ葉を散らし、蓋をする。
1～2分間たったら火を止めて、器に盛り付ける。
※温かいご飯にのせて丼にもどうぞ。

麓山高原豚
ももスライス…150g

国産大豆三角油揚げ…1枚
玉ねぎ………………… 1/2個
卵………………………… 2個
三つ葉　………………… 4本
　　だし汁……… 1/2カップ
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2

食材小粒納豆（2入）…1p
じゃがいも……………… 2個
玉ねぎ………………… 1/8個
大葉……………………… 4枚
ピザ用チーズ…………… 30g
刻みのり……………お好みで
マヨネーズ………… 大さじ2

材料� 【約336kcal／1人分】

材料� 【約334kcal／1人分】

基本

基本

④③にピザ用チーズを散らし、蓋をして火を止める。
⑤④のチーズが溶けたら器に盛り付け、大葉と刻みのりを散らす。

黄金甘酢にしんのカラフル混ぜご飯 いき

黄金甘酢にしん…80g
卵………………………… 2個
大葉……………………… 6枚
温かいご飯…………… 2膳分
ACらっきょう酢…… 大さじ1
塩………………… 小さじ1/2
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約529kcal／1人分】

豚肉と根菜の生姜炒め

①豚肉は塩、こしょうを振っ
て下味を付ける。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

れんこん……………… 100g
じゃがいも……………… 2個
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　生姜………………… 10g
　　にんにく…………… 1片
　　りんご…………… 1/6個
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ2
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約509kcal／1人分】

①ボウルに割りほぐした卵、塩を加え混ぜ合わせる。
フライパンにサラダ油をひき、炒り卵を作る。大
葉はみじん切りにする。
②ボウルにご飯、らっきょう酢を入れてヘラで切る
ように混ぜ合わせる。
③②に炒り卵、大葉、商品を入れてさっと混ぜ、器に
盛り付ける。

②れんこんは2～3㎜の半月切り、じゃがいもはせん
切りにする。
③Aの生姜、にんにく、りんごはすりおろし、他の調
味料と合わせておく。
④フライパンにサラダ油を入れて熱し、豚肉を炒め、
色が変わってきたら②を加えて更に炒める。
⑤④に③を加え、炒め合わせる。



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!

312

412

2

月

火

11/20火

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

やわらかさんま
みりん干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

国産鶏もも照り焼き
（粒こしょう） 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

無着色たらこ 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,681円  3人用 2,066円  4人用 2,472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

ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

さば金山寺味噌漬 2枚 3枚 4枚 冷凍
大型サイズのさばを使用してお
り、脂のりも良いです。解凍後、
弱火のグリルで焼いてどうぞ

えびだんごの
柚子の香あんかけ 118g 177g 236g 冷凍 えびのすり身を柚子風味のタレと絡

めました。湯せんしてどうぞ

シーフードサラダ 100g 100g 200g 冷蔵
お好みの野菜と一緒にサラダやサ
ンドイッチ、手巻寿司の具にして
どうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,695円  3人用 2,288円  4人用 3,061円  

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

焼肉ビビンバ丼セット 185g 275g 370g 冷凍
豚肉と国産野菜で作ったナムルミックス、甘口
醤油ダレとごま油のセットです。お好みの野菜
を加えて炒め、温かいご飯にのせてどうぞ

チキンスペアリブ
ねぎ塩たれ 200g 250g 250g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

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

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

きざみきゅうり 100g 100g 100g 常温 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,645円  3人用 2,116円  4人用 2,541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。

ブロッコリーと肉団子の牛乳煮

たらこの蓮根挟み焼き

①ひき肉はあらかじめ解
凍後、ボウルに入れてA
と一緒に混ぜ合わせる。
②ブロッコリーは小房に
分け、さっと下茹です
る。しめじは石づきを
取り、小房に分ける。
③鍋にBを入れて温め、①
を団子状に丸めて入れ
る。ひき肉にある程度
火が通ってきたら、ブ

①たらこはあらかじめ解凍する。
②れんこんは12等分の輪切りに
し、酢水に浸けてから紙タオ
ル等で拭き取り、耐熱皿にの
せてラップをし、電子レンジ
（500W）で約2分加熱する。
③②の両面に片栗粉をまぶし、内
側に混ぜ合わせたAを塗る。
④③に6等分した①と大葉を挟む。

ロッコリーとしめじを入れて煮立たせ、塩、こしょ
うで味を調える。

⑤フライパンにサラダ油を入れて熱し、④を両面焼き、皿に
盛り付ける。

福島県産豚ひき肉…200g
しめじ………………… 100g
ブロッコリー………… 1/2株
塩、こしょう…………各少々
　　長ねぎ（みじん切り）
　　…………………… 10㎝
Ａ　砂糖…………… 小さじ1
　　塩、こしょう……各少々
　　片栗粉……………… 10g
Ｂ　固形コンソメ……… 1個
　　牛乳…………… 2カップ

無着色たらこ…70g
れんこん……………… 200g
大葉……………………… 6枚
片栗粉……………… 大さじ2
サラダ油…………… 大さじ1
　　練り辛子……… 小さじ2
Ａ　みそ…………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
酢…………………… 大さじ1

材料� 【約424kcal／1人分】

材料� 【約230kcal／1人分】

基本

基本

ぶり汁 いき

ぶり切身…2切
大根…………………… 100g
人参…………………… 1/3本
里芋…………………… 200g
絹さや…………………… 6枚
生姜……………………… 1片
　　だし汁…………… 600㏄
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　みりん　……… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ2
　　塩…………… 小さじ1/3

材料� 【約515kcal／1人分】

豚キャベツメンチカツ
①ひき肉はあらかじめ解凍
する。
②キャベツは繊維に逆らっ
て2～3㎜幅のせん切りに
する。
③ボウルに①、キャベツを
入れてこね、塩、こしょ
うを振り、4等分にして
楕円形にし、小麦粉、溶き
卵、パン粉の順につける。

はつ

福島県産豚ひき肉…200g
キャベツ……………… 1/4個
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………… 大さじ2
卵………………………… 1個
パン粉…………………… 30g
揚げ油……………………適量
Ａ　中濃ソース…… 大さじ2
　　ケチャップ…… 大さじ1

材料� 【約463kcal／1人分】

①ぶりはあらかじめ解凍し、熱湯をかけ、紙タオル
等で水気を拭き取る。
②大根と人参は皮を剥いて半月切りにして下茹です
る。里芋は皮を剥いて3等分の乱切り、絹さやは
斜め2等分、生姜はせん切りにして水にさらす。
③鍋にAを入れ、沸騰したら①、大根、人参、里芋を
入れて蓋をし、中火で5～6分煮込み、絹さやを入
れて火を止める。
④器に③を盛り、生姜をのせる。

④フライパンに揚げ油を熱し、③をきつね色になり、
中に火が通るまで揚げる。お好みで混ぜ合わせたA
をかけてどうぞ。



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!

512

612

3

水

木

11/22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
ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

うす塩たら切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

エビイカミックス 100g 150g 200g 冷凍 お好みの野菜と一緒に八宝菜や中
華丼にしてどうぞ

白身魚と三つ葉と
柚子の生つみれ 新商品

6個 9個 12個 冷凍 レシピ参照

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,596円  3人用 2,185円  4人用 2,764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

脂ののった
シルバー白醤油漬 2切 3切 4切 冷凍

甘口で上品な白醤油に漬け込みま
した。解凍後、弱火のグリルで焼
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

三陸産子持ちめかぶ 210g 210g 210g 冷蔵
温かいご飯にかけるのはもちろ
ん、お好みで絹豆腐に合わせてど
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 1,507円  3人用 2,100円  4人用 2,596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

奥入瀬鶏トロ（背肉）・
つみれセット 280g 400g 600g 冷凍 お好みの野菜とえのき、絹豆腐と

一緒に鍋にしてどうぞ

味わい春巻 4個 6個 8個 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 奥入瀬鶏トロ（背肉）・つみれセッ
トと一緒にご使用ください

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 奥入瀬鶏トロ（背肉）・つみれセッ
トと一緒にご使用ください

2人用 1,437円  3人用 1,996円  4人用 2,614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。

茹で豚と根菜の中華だれ

海鮮つみれ豆乳鍋

①豚肉は食べやすい大き
さに切り、塩、こしょ
うを振り、片栗粉をまぶ
す。
②さつまいもとれんこん
んは2～3㎜幅の輪切
り、チンゲン菜は縦4等
分にする。
③沸騰したお湯に酒を入
れ、豚肉は色が変わるま
で、②は2～3分茹でる。
④器に③を盛り付け、混ぜ
合わせたAをかける。

①たらの切身はあらかじめ解
凍して食べやすい大きさに
切る。
②えのきは軸を取り、ほぐす。
白菜、長ねぎ、木綿豆腐は
食べやすい大きさに切る。
③土鍋にAを入れて煮立た
せ、①と②、解凍した生つ
みれをを加えて蓋をし、具
材に火が通るまで煮込む。

麓山高原豚
　ローススライス…150g
さつまいも…………… 150g
れんこん……………… 100g
チンゲン菜……………… 1株
塩、こしょう…………各少々
片栗粉……………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ3
　　ごま油………… 大さじ2
　　酢………………… 50㏄
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　白ごま………… 大さじ1
　　生姜（みじん切り）… 10g

うす塩たら切身…2切
白身魚と三つ葉と

　柚子の生つみれ…6個
えのき…200g

白菜…………………… 1/8株
長ねぎ…………………… 1本
木綿豆腐……………… 1/2丁
　　豆乳…………… 600ml
Ａ　水……………… 200ml
　　だし汁………… 100ml
　　みそ…………… 大さじ1

材料� 【約675kcal／1人分】

材料� 【約333kcal／1人分】

基本

基本

赤魚の香り煮
①赤魚はあらかじめ解凍
して余分な水分を紙タ
オル等で拭き取る。
②にんにくと生姜、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を加えてさっ
と炒める。
④③にAを加えて沸騰し

いき

赤魚切身…2切
にんにく……………… 1/2片
生姜……………………… 1片
長ねぎ………………… 10㎝
三つ葉………………お好みで
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178kcal／1人分】

豚肉のパン粉焼きマヨネーズ風味 はつ

麓山高原豚
　ももスライス…150g
ほうれん草…………… 1/2束
人参……………………… 30g
塩、こしょう…………各少々
マヨネーズ………… 大さじ1
しょう油…………… 小さじ1
パン粉…………………… 50g
サラダ油…………… 大さじ3
バター…………………… 10g

材料� 【約512kcal／1人分】

たら①を入れ、蓋をして中火で約5分煮る。
⑤器に④を盛り、お好みでざく切りにした三つ葉を
添える。

①豚肉は食べやすい大きさに切り、ビニール袋に入れ
て塩、こしょうを振り、更にマヨネーズを入れて揉
み込み、冷蔵庫で約10分置く。
②①にパン粉をまぶし、フライパンにサラダ油を熱し
て揚げ焼きにし、豚肉に火を通す。
③ほうれん草はざく切りにし、人参はせん切りにする。
④③をバターで炒め、しょう油で味を調える。
⑤器に②を盛り付け、④を添える。



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
●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!

712

812

4

金

土

11/27火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

おらが造った
宮古の磯丼 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

三陸産メヒカリ
（唐揚げ用粉付） 150g 250g 300g 冷凍

宮城県金華山沖周辺で漁獲された
メヒカリに片栗粉を塗しました。
冷凍のまま油で揚げてどうぞ

海鮮焼餅
（カイセンシャーペイ） 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

ごま昆布 70g 70g 70g 常温
北海道産の昆布を使用して調味料
と一緒にじっくりと炊き上げまし
た

2人用 1,491円  3人用 2,158円  4人用 2,712円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚バラスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

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。蒸して
も油で揚げても美味しく頂けます

きざみきゅうり 100g 100g 100g 常温 温かいご飯に合わせてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,415円  3人用 1,956円  4人用 2,304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 お好みの野菜やチーズを巻いて肉

巻きにしてどうぞ

トマトソースで仕上げる
煮込みハンバーグ 300g 450g 600g 冷凍 玉ねぎとお好みのきのこと一緒に

煮込んでどうぞ

国産鶏ささみ 2本 3本 4本 冷凍 レシピ参照

お料理
サラダスティック 1p 2p 2p 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 1,482円  3人用 2,263円  4人用 2,772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。

和風豆腐グラタン

ぶりの幽庵焼き

①豚肉は食べやすい大き
さに切る。豆腐は水気
をしっかりと切り、横8
等分に切る。
②里芋は皮を剥き、5㎜
幅、長ねぎは1㎝幅の斜
め切り、大葉はせん切り
にする。
③フライパンにバターを
入れて熱し、豚肉、里芋、
長ねぎの順に加えて炒
め、塩、こしょうで味を
調える。

①ぶりはあらかじめ解凍し、混ぜ合
わせたAに30分漬け込む。
②かぶは茎を1～2㎝残して縦に薄
切りにする。
③熱したフライパンにサラダ油をひ
き、①の両面を火が通るまで焼く。
④③のフライパンを紙タオル等で拭
き取り、かぶに焼き色が付く程度
に火を通す。

④耐熱皿に①と③を交互に重ね、混ぜ合わせたAをか
け、チーズをのせてオーブントースターで約3～4
分焼く。
⑤④に大葉と刻みのりを散らす。

⑤器に③と④を盛り付け、せん切りにした生姜を添える。
※ご家庭に柚子胡椒がない場合は七味唐辛子や一味唐辛子で
代用して下さい。

国産豚バラスライス
…150g

食材豆腐（木綿）…1丁
里芋……………………… 2個
長ねぎ…………………… 1本
大葉……………………… 4枚
塩、こしょう…………各少々
ピザ用チーズ…………… 60g
刻みのり……………お好みで
バター…………………… 15g
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　マヨネーズ…… 大さじ3

ぶり切身…2切
かぶ……………………… 2個
生姜……………………… 1片
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ2
　　柚子胡椒……… 小さじ2
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約778kcal／1人分】

材料� 【約301kcal／1人分】

基本

基本

磯丼 いき

おらが造った
宮古の磯丼…100g

温かいご飯…………… 2膳分
大葉……………………… 4枚
白炒りごま………… 大さじ2
刻みのり…………… 大さじ2
練りわさび…………お好みで

材料� 【約638kcal／1人分】

鶏ささみの生春巻き はつ

国産鶏ささみ…2本
お料理サラダ

スティック…1p
水菜…………………… 1/2株
ベビーチーズ　………… 3個
ライスペーパー………… 6枚
マヨネーズ………… 大さじ3
スイートチリソース…大さじ3

材料� 【約476kcal／1人分】①商品は半解凍の状態に
しておく。
②ボウルに温かいご飯、
せん切りにした大葉、
白炒りごまを入れて混
ぜ合わせる。
③器に②を入れて①をの
せ、刻みのりを散らし、

①ささみは茹でて1本を3等分にする。ベビーチーズは
1個を縦半分に切る。水菜は3等分に切る。
②ライスペーパーは霧吹きなどで水をかけて柔らかく
する。皮の手前から水菜、お料理サラダスティック、
ささみ、ベビーチーズの順に巻く。
③器に食べやすい大きさに切った②を盛り付け、マヨ
ネーズとスイートチリソースを交互にかける。

お好みで練りわさびと合わせてどうぞ。



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!

1012

1112

5

月

火

11/29木

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

氷温造りさば
雪見おろし（ゆず風味） 150g 220g 290g 冷凍 解凍後、そのままでどうぞ

するめいか一夜干し 1枚 2枚 2枚 冷凍
するめいかを塩水に漬け、一夜干
しにしました。天ぷらやお好みの
野菜と一緒に炒め物にしてどうぞ

くるみ入
生炊きしらす佃煮 60g 80g 100g 冷蔵 そのままお召し上がり頂けます

2人用 1,613円  3人用 2,323円  4人用 2,811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

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

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

エーコープ
三陸産生わかめ 50g 50g 100g 常温 レシピ参照

新潟産うす味なめこ 100g 100g 100g 常温 レシピ参照

2人用 1,698円  3人用 2,147円  4人用 2,551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

酢豚用（タレ付）新商品 260g 390g 520g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
め、添付のタレと絡めてどうぞ

煮物セット
（さつま揚、ちくわ）

さつ2
ちく1

さつ3
ちく2

さつ3
ちく2 冷凍 レシピ参照

高菜ごはん 120g 120g 160g 常温
国産高菜を使用した混ぜご飯の素
です。温かいご飯に混ぜ合わせて
どうぞ

味付いなり 1袋 2袋 2袋 冷蔵 高菜ごはんを詰めてどうぞ

2人用 1,695円  3人用 2,450円  4人用 2,910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。

キャベツと豚肉のあっさり煮

なめことわかめの味噌汁

①キャベツは芯を取り、縦
半分に切る。
②大きめの鍋に水、昆布、
にんにく、薄切りにした
生姜を入れて火にかけ
る。
③②が沸騰したら①を入
れ、葉の全体が湯に浸か

①生わかめは塩を洗い流し、塩抜
きして食べやすい大きさに切
る。小ねぎは斜め薄切りにする。
②鍋にだし汁を煮立たせ、①とな
めこを入れて具材に火を通し、
みそで味を調える。
※余ったわかめは食べやすい大き
さに切り、お好みの野菜と一緒
にサラダにどうぞ。

るように葉を広げて沈めるようにしながら火を通
す。
④キャベツがしんなりしてきたら、豚肉を加え、色が
変わるまで煮たら火を止める。
⑤④を器に盛り付け、ポン酢しょう油をかける。

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ……………… 1/4個
水…………………… 3カップ
昆布……………… 5㎝角1枚
にんにく………………… 3片
生姜…………………… 1/2片
ポン酢しょう油……お好みで

エーコープ
三陸産生わかめ…20g

新潟産うす味なめこ
…100g

小ねぎ…………………… 2本
だし汁……………… 400ml
みそ………………… 大さじ1

材料� 【約220kcal／1人分】

材料� 【約54kcal／1人分】

基本

基本

鮭の辛子焼き
①鮭はあらかじめ解凍し
て、余分な水分を紙タ
オル等で拭き取り、混
ぜ合わせたAを両面に
塗る。
②ビニール袋に2～3㎝
幅にざく切りにした白
菜、Bを入れて揉み込
み、冷蔵庫で約5分～

いき

氷塩熟成新巻鮭切身…2切
白菜……………………… 2枚
　　練り辛子……… 小さじ2
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　みりん………… 小さじ1
　　酢……………… 大さじ3
Ｂ　砂糖…………… 大さじ1
　　塩…………… 小さじ1/3

材料� 【約165kcal／1人分】

鶏肉の甘辛煮
①商品はあらかじめ解凍す
る。
②生しいたけは石づきを除
いて半分に切る。煮物セッ
トは食べやすい大きさに
切る。
③鍋にごま油をひき、②と
食べやすく切った鶏肉を
炒め、Aを加えて煮絡め
る。

はつ

菜彩鶏むね肉…200g
煮物セット

　（さつま揚、ちくわ）…さつ2
ちく1

生しいたけ……………… 4枚
ごま油……………… 大さじ1
　　しょう油
　　　……… 大さじ1と1/2
Ａ　酒……… 大さじ1と1/2
　　みりん… 大さじ1と1/2
　　砂糖…… 大さじ1と1/2
　　水……… 大さじ1と1/2

材料� 【約367kcal／1人分】

10分程漬け込む（お好みでせん切りにした柚子の
皮を入れても美味しく仕上がります）。
③①をグリルで程よく色が付く程度に両面を焼く。
④器に③を盛り、水気を絞った②を添える。



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!

1212

1312

6

水

木

12/1土

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、わさびしょう油をつけて
どうぞ

シマホッケ灰干 1枚 2枚 2枚 冷凍
灰の吸収性を利用して余分な水分、魚独特
の臭みを取り除き、旨味を凝縮させまし
た。解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

ほたて
クリームコロッケ 2個 3個 4個 冷凍

ほたての貝柱をほぐしクリームコ
ロッケにしました。170℃～180℃
の油で揚げてどうぞ

おいしい海藻
三色海藻サラダ 60g 60g 100g 常温 レシピ参照

2人用 1,512円  3人用 2,241円  4人用 2,489円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

若鶏のこがし醤油焼 200g 250g 400g 冷凍
国産鶏肉の肩小肉を使用し、たまり
醤油のタレをあわせました。解凍
後、フライパンで焼いてどうぞ

4種の豆とかぼちゃの
コロッケ 2個 3個 4個 冷凍

北海道産の4種類の豆と国内産のかぼちゃを
ふんだんに使ったコロッケです。冷凍のま
ま170℃～ 175℃の油で揚げてどうぞ

ポテトサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 お好みの野菜と一緒にどうぞ

2人用 1,578円  3人用 2,153円  4人用 2,792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 レシピ参照

ミニ串カツ 4本 6本 8本 冷凍
豚肉と玉ねぎを食べやすいミニサ
イズの串カツにしました。冷凍の
まま油で揚げてどうぞ

三陸産たこ南蛮漬 新商品 80g 120g 160g 冷凍
岩手県産の新鮮なたこを一口大に切り、五穀酢のおだやかな風
味と唐辛子の効いた南蛮タレと合わせ、国産玉ねぎのスライス
を加えました。解凍後、お好みの野菜と合わせてどうぞ

仙台麩 1本 1本 2本 常温 レシピ参照

2人用 1,553円  3人用 2,124円  4人用 2,819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。

仙台麩の肉じゃが

鮭ときのこの甘酢あん炒め

①麩を水、またはぬるま湯
に30分ほど浸けて戻す。
②豚肉は食べやすい大きさ
に切る。人参を乱切り、
玉ねぎをくし切りにす
る。じゃがいもを4等分
に切り分け、水にさらす。
③しらたきは3～4等分に
切り、沸騰した湯に入
れ、1分ほど下茹でする。
④鍋にサラダ油とごま油
を入れ、じゃがいもと
人参を油と絡めるよう
に2～3分炒める。

①鮭は解凍後、一口大に切る。生しいたけ
は石づきを除き、一口大に切る。長ねぎ
は小口切りにする。Aの材料は混ぜ合わ
せておく。
②熱したフライパンにごま油をなじませ、
鮭を入れ、火を通して一度皿に取り出す。
③②のフライパンで生しいたけ、長ねぎを
炒め、Aを加えて煮立てる。とろみがつ
いたら鮭を戻し入れ、再び煮立ったら火
を止め、酢を加えてひと混ぜする。

⑤④に豚肉、玉ねぎ、しらたきを加え、豚肉にある程
度火が通るまで炒める。
⑥⑤にだし汁を加え、落とし蓋をして具材に火が通
るまで煮る。
⑦⑥に①、Aを加え、全体に味が染み込むまで煮込む。
⑧器に⑦を盛り付け、斜め切りにした小ねぎを添える。

麓山高原豚
　ももスライス…150g

仙台麩…1本
じゃがいも……………… 2個
人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/2個
しらたき……………… 100g
小ねぎ…………………… 2本
ごま油……………… 小さじ1
サラダ油…………… 小さじ1
だし汁……………… 400ml
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん……… 大さじ1/2
　　砂糖………… 大さじ1/2

氷塩熟成新巻鮭切身…2切
生しいたけ……………… 2枚
長ねぎ…………………… 1本
　　鶏がらスープの素
　　　…………… 小さじ1/2
Ａ　水……………… 1カップ
　　しょう油……… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1
　　片栗粉………… 大さじ1
ごま油……………… 大さじ1
酢…………………… 大さじ2

材料� 【約459kcal／1人分】

材料� 【約228kcal／1人分】

基本

基本

焼長芋と海藻のサラダ

①海藻サラダは塩を洗い
流した後、塩抜きをする。

いき

おいしい海藻
三色海藻サラダ…60g

長芋…………………… 10㎝
塩…………………………少々
サラダ油………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 大さじ3
　　みりん………… 大さじ2
Ａ　酢……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
　　水……………… 大さじ1

材料� 【約103kcal／1人分】

さつまいもと豚肉の中華炒め
①さつまいもは食べやすい
大きさに切り、水にさら
す。豚肉は食べやすい大
きさに切り、Aで下味を
付け、長ねぎは斜め切り、
生姜、にんにくはみじん
切りにする。
②フライパンにサラダ油を
熱し、さつまいもは柔ら
かくなるまで炒め、一度
皿に取り出す。
③②のフライパンに生姜、
にんにくを加えて炒め、

はつ

麓山高原豚
　ローススライス…150g
さつまいも…………… 200g
長ねぎ………………… 1/2本
生姜、にんにく…… 各1/2片
サラダ油…………… 大さじ1
　　塩、こしょう……各少々
Ａ　しょう油、酒、サラダ油
　　　…………… 各大さじ2
　　しょう油、酒
　　……………… 各大さじ2
Ｂ　砂糖…………… 大さじ1
　　塩、こしょう……各少々
　　中華スープの素
　　　……………… 大さじ3

材料� 【約633kcal／1人分】

②長芋は皮を剥き、食べやすい大きさに切り、塩を
振る。
③フライパンにサラダ油を熱し、②に色目が付く程
度に焼く。
④ボウルに①と③、Aを入れて和える。

香りが立ったら豚肉を炒め、更に長ねぎ、さつまい
もを加えて炒め、混ぜ合わせたBで味を調える。



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!

1412

1512

7

金

土

12/4火

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 野菜炒めにしてどうぞ

国産ロールキャベツ 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

チーズフリッター 100g 200g 200g 冷凍 食材宅配人気商品です！油で揚げ
てどうぞ

無塩せきベーコン
（スライス） 55g 73g 92g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,471円  3人用 2,199円  4人用 2,640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

塩ちゃんこ鍋用 250g 375g 500g 冷凍 レシピ参照

三陸産メヒカリ
（唐揚げ用粉付） 150g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

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

数の子わさび 80g 80g 100g 冷蔵
国産の大根と大きめにほぐした数
の子を使用しました。温かいご飯
に合わせてどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,511円  3人用 2,235円  4人用 2,732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

海鮮鍋具材セット
（鍋つゆ付） 170g 225g 310g 冷凍 お好みの野菜とえのき、木綿豆腐と

一緒に鍋にしてどうぞ

沖縄県産もずく入り
ふんわり天ぷら 6個 9個 12個 冷凍 冷凍のまま電子レンジで温めてど

うぞ

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 海鮮なべセットと一緒にご使用く
ださい

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 海鮮なべセットと一緒にご使用く
ださい

2人用 1,509円  3人用 2,163円  4人用 2,706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。

塩ちゃんこ鍋

メヒカリ唐揚げ

①塩ちゃんこ鍋用はあら
かじめ解凍しておく。
②人参、大根は皮を剥き、
皮剥き器で薄くスライ
スする。えのきは軸を
除き、ほぐす。豆腐は
食べやすい大きさに切
る。

三陸産の脂がのったメヒカリに片栗粉をまぶしまし
た。170℃～180℃の油でカリッと揚げて下さい。
お好みでレモンを搾ってどうぞ。

③土鍋に水700mlと添付のタレを加え、煮立たせる。
野菜と豆腐、えのき、丸めたつみれを加え、蓋をし
て具材に火が通るまで煮る。食べる際にお好みで
七味唐辛子をかけてどうぞ。

塩ちゃんこ鍋用…250g
国産大豆豆腐（絹）…1丁

人参……………………… 1本
大根…………………… 1/2本
えのき………………… 200g
七味唐辛子…………お好みで

材料� 【約408kcal／1人分】

基本

基本

【約174kcal／1人分】

さばのねぎ味噌たれがけ
①さばはあらかじめ解凍
して余分な水分を紙タ
オル等で拭き取る。さ
ばの皮目に切り込みを
入れ、塩と酒を振って
冷蔵庫で約10分置く。
②ごぼうは皮をこそげ
て、4㎝長さのせん切り
にし、しばらく水にさ

いき

塩さば半身…2枚
ごぼう………………… 1/2本
塩、酒……………………各少々
粉山椒………あればお好みで
生姜……………………… 1片
　　砂糖、みそ、湯
Ａ　　………… 各大さじ1/2　　ねぎのみじん切り
　　　……………… 大さじ2

材料� 【約258kcal／1人分】

ロールキャベツのトマト煮込み
①ベーコンは細切りにする。
②鍋にホールトマト、水
200㏄、固形コンソメを
加えて煮立て、ロールキャ
ベツ、ベーコンを加え、火
が通るまで煮込む。
③②に火が通ったら塩、こ
しょうで味を調え、ピザ

はつ

国産ロールキャベツ…2個
無塩せきベーコン

（スライス）…55g
ピザ用チーズ…………… 20g
ホールトマト………… 1/2缶
塩、こしょう…………各少々
固形コンソメ…………… 1個

材料� 【約251kcal／1人分】

らしてから一度茹でる。生姜はせん切りにして、
ごぼうと混ぜ合わせる。
③①にご家庭にあれば粉山椒を振り、中火のグリル
で火が通るまで焼く。
④器に③を盛り付け、②をのせて、混ぜ合わせたAを
かける。

用チーズをのせ、蓋をして約2分煮込む。



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!

1712

1812

8

月

火

12/6木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

酢豚用（タレ付）新商品 260g 390g 520g 冷凍 レシピ参照

赤魚切身 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
ジューシーなお肉たっぷりの生餃
子です。冷凍のままフライパンで
焼いてどうぞ

ペッパー入り
ロングウインナー 3本 6本 6本 冷蔵

そのままフライパンで焼いて頂い
てもスープなどに入れても美味し
く頂けます

2人用 1,649円  3人用 2,570円  4人用 3,195円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

目鯛切身（無塩） 2切 3切 4切 冷凍 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、フライパンで焼いてどう

ぞ

えびとほたての
ハンバーグ 2個 3個 4個 冷凍

すけそうだらのすり身に天然えびや国産のほたて、
玉ねぎなど食感が残るように混ぜ込みました。冷凍
のまま、フライパンで焼いてどうぞ

中華くらげ 100g 100g 150g 冷蔵 お好みの野菜と一緒にサラダにし
てどうぞ

2人用 1,656円  3人用 2,191円  4人用 2,908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 レシピ参照

お肉の生餃子 8個 12個 16個 冷凍
ジューシーなお肉たっぷりの生餃
子です。冷凍のままフライパンで
焼いてどうぞ

ミニ串カツ 4本 6本 8本 冷凍
豚肉と玉ねぎを食べやすいミニサ
イズの串カツにしました。冷凍の
まま油で揚げてどうぞ

直火焼国産鶏ハラミ
（味付） 160g 240g 240g 冷凍

国産若鶏のハラミを直火焼きで焼
き上げました。長ねぎを加えてど
うぞ

仙台麩 1本 2本 2本 常温 レシピ参照

2人用 1,715円  3人用 2,437円  4人用 2,876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。

酢豚

赤魚のアクアパッツァ風

①商品はあらかじめ解凍
し、豚肉に片栗粉をまぶ
す。
②玉ねぎはくし切り、人参
はいちょう切りにする。
③フライパンにサラダ油

①赤魚はあらかじめ解凍
して余分な水分を紙タ
オル等で拭き取る。
②ブロッコリーは小房に
分け、茎は短冊切り、ミ
ニトマトはヘタを取り、
にんにくはみじん切り
にする。
③フライパンにバターを

を熱して豚肉を揚げ焼きにする。
④③に②を加えて炒め、添付のタレで味を調える。

入れて熱し、にんにくを入れて香りが出たらブロッ
コリーとAを入れ、蓋をして中火で1～2分煮る。
④③に①とミニトマトと塩を加え、蓋をして弱火で7
～8分煮込み、仕上げに黒こしょうを振る。

酢豚用（タレ付）…260g
玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/3本
片栗粉……………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ3

赤魚切身…2切
ブロッコリー………… 1/2株
ミニトマト……………… 6個
にんにく………………… 1片
塩………………… 小さじ1/3
黒こしょう………………少々
バター…………………… 20g
Ａ　酒………………… 100㏄　　水………………… 100㏄

材料� 【約581kcal／1人分】

材料� 【約296kcal／1人分】

基本

基本

目鯛の蒸し焼き
①目鯛はあらかじめ解凍
して余分な水分は紙タ
オル等で拭き取り、塩
を振る。
②かぼちゃは2～3㎜幅の
薄切り、ししとうは竹
串で1ヶ所穴を開ける。
③耐熱皿に①と②をのせ
て酒を振り、ラップをし
て電子レンジ（500W）
で約3分加熱する。

いき

目鯛切身（無塩）…2切
かぼちゃ………………… 80g
ししとう………………… 6本
塩…………………………少々
酒…………………… 大さじ1
　　みそ…………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　砂糖………… 大さじ1/2
　　みりん……… 大さじ1/2
　　水……………… 大さじ1

材料� 【約247kcal／1人分】

豚バラと麩のくるくる巻き
①麩はぬるま湯か水で柔ら
かくなるまで戻し、水気
をしっかりと絞る。
②①を縦4等分にして豚肉
をくるくると巻き、小麦
粉をまぶす。
③フライパンにサラダ油を
熱し、②に軽く色目が付
く程度に焼く。
④③にAを加え煮絡めなが
ら豚肉と麩に火を通す。
⑤④を食べやすい大きさに
切り、小口切りにした小
ねぎとごまを散らす。

はつ

麓山高原豚
　バラスライス…150g

仙台麩…1本
小ねぎ…………………… 2本
白炒りごま………… 小さじ2
小麦粉……………… 大さじ1
サラダ油…………… 小さじ1
　　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　にんにくのすりおろし
　　　…………… 小さじ1/2
　　生姜のすりおろし
　　　…………… 小さじ1/2

材料� 【約443kcal／1人分】

④③とは別の耐熱容器に混ぜ合わせたAを入れて電
子レンジ（500W）で約2分加熱する。
⑤器に③を盛り、④をかける。



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!

1912

2012

9

水

木

12/8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

トマトソースで仕上げる
煮込みハンバーグ 300g 450g 600g 冷凍 レシピ参照

しまほっけ
センターカット 1枚 2枚 2枚 冷凍

大型サイズのしまほっけを使用し
ており、脂のりが良いです。解凍
後、中火のグリルで焼いてどうぞ

ミートクノーデル 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

しめじ 100g 100g 170g 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 1,401円  3人用 2,196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

金華いわし開き 2枚 3枚 4枚 冷凍
宮城県産の脂ののった金華いわし
を丁寧に手開きしました。解凍
後、中火のグリルで焼いてどうぞ

船凍マグロ腹身
（焼物用） 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

白身魚とチーズの
磯辺焼き 4個 8個 12個 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど

うぞ

たこキムチ 新商品 80g 120g 160g 冷凍
鮮度の良いたこをさっぱりとしたキムチ風味
のタレで味付けしました。大根などお好みの
野菜と一緒に和えてカクテキ風にしてどうぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,474円  3人用 2,269円  4人用 2,943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

甘辛焼きうどんセット 510g 765g 1020g 冷凍
国産小麦で作った讃岐うどんと甘辛タレと豚も
も肉のセットです。解凍後、お好みの野菜とし
めじと一緒に焼きうどんにしてどうぞ

豚味付ホルモン 200g 400g 400g 冷凍 お好みの野菜やきのこと一緒に炒
めてどうぞ

しめじ 100g 170g 170g 冷蔵 甘辛焼きうどんセットと一緒にご
使用ください

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,551円  3人用 2,421円  4人用 2,819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。

煮込みハンバーグ

ミートクノーデル

①しめじは石づきを取り、
食べやすい大きさにほ
ぐす。玉ねぎは皮を剥
き、薄切りにする。
②フライパンにサラダ油
をひき、冷凍のままハン
バーグに焦げ目がつく
程度に両面を焼く。

味付けした野菜と豚肉をマッシュしたじゃがいも
で包み、コロッケにしました。冷凍のまま170℃～
180℃の油で揚げて下さい。

③②に①と水100㏄、添付のタレを加えて野菜とハ
ンバーグに火が通るまで煮込む。
※フライパンに残ったハンバーグソースとパスタを
絡めても美味しく頂けます。

トマトソースで仕上げる
煮込みハンバーグ…300g
しめじ…100g

玉ねぎ…………………… 1個
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約427kcal／1人分】

基本

基本

まぐろのステーキ いき

船凍マグロ腹身
（焼物用）…2切

塩、こしょう…………各少々
小麦粉…………… 大さじ1/2
サラダ油…………… 大さじ1
にんにく………………… 1片
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ1
Ａ　砂糖…………… 小さじ1
　　酢……………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ2

材料� 【約236kcal／1人分】

かぼちゃの豚肉巻き煮
①かぼちゃはスプーンで種
を除き、ところどころ皮
を剥いて1㎝幅のくし切
りにする。耐熱皿にのせ、
ラップをして電子レンジ
（500W）で約2分加熱す
る。
②①を芯にして豚肉を巻
き、小麦粉をまぶして、サ
ラダ油を熱したフライパ
ンで焼く。

はつ

麓山高原豚もも薄切り
…150g

かぼちゃ……………… 1/2個
白髪ねぎ………………… 20g
小麦粉…………… 大さじ1/2
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ3
Ａ　みりん………… 大さじ3
　　酒……………… 大さじ3
　　砂糖…………… 大さじ1

材料� 【約463kcal／1人分】①マグロの腹身はあらか
じめ解凍して余分な水
分は紙タオル等で拭き
取り、塩、こしょうを振
り、小麦粉を薄くまぶす。
②フライパンにサラダ油
を大さじ1/3入れて熱
し、薄切りにしたにん
にくを入れて弱火にか
け、きつね色になった
ら一度皿に取り出す。

③②に残りのサラダ油を入れて熱し、①を入れて両
面を焼き、Aを加え蓋をして約5分蒸し焼きにす
る。
④器に③を盛り付け、フライパンに残ったタレとに
んにくをのせる。

③②に火が通ったら、Aを加えて煮絡める。
④器に③を盛り付け、白髪ねぎをのせる。

【約134kcal／1人分】
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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!

2112

2212

10

金

土

12/11火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

骨なしフライドチキン
（もも肉） 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま160℃～ 170℃の油で

じっくりと揚げてどうぞ

かつおたたき
大葉にんにく醤油たれ 新商品

170g 255g 340g 冷凍 レシピ参照

コーンたっぷり
簡単和風ピラフの素 新商品

160g 225g 320g 冷凍 レシピ参照

ホッキ貝サラダ 80g 100g 120g 冷凍 解凍後、そのままでどうぞ

2人用 1,529円  3人用 2,132円  4人用 2,798円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

真あじフライ 新商品 4枚 6枚 8枚 冷凍
千葉県で漁獲された鮮度が良く、脂がのった真あじ
を開き、パン粉を付けてフライ用にしました。冷凍
のまま170℃～ 180℃の油で揚げてどうぞ

鮭ヤンチャ焼（味噌付） 280g 380g 380g 冷凍
商品を解凍後、お好みの野菜とし
めじと一緒に鮭ヤンチャ焼にして
どうぞ

エビイカミックス 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

しめじ 100g 100g 170g 冷蔵 鮭ヤンチャ焼と一緒にご使用くだ
さい

2人用 1,431円  3人用 1,943円  4人用 2,313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

骨なしフライドチキン
（もも肉）加熱済 2個 3個 4個 冷凍 電子レンジ温めてどうぞ

国産豚スペアリブ
スライス 250g 350g 350g 冷凍 レシピ参照

チーズフォンデュ
コロッケ 2個 3個 4個 冷凍

ホクホクの男爵いもととろけたチー
ズが良く合います。冷凍のまま
170℃の油で揚げてどうぞ

炊飯器で
簡単きのこピラフ 130g 195g 260g 冷凍 通常の水加減に商品を入れて炊飯

してどうぞ

2人用 1,435円  3人用 2,035円  4人用 2,460円  

はつらつ お肉コース
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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。

かつおのたたきサラダ風

コーンたっぷり簡単和風ピラフ

①商品はあらかじめ解凍
して食べやすい大きさ
に切る。
②玉ねぎは薄切りにして
水にさらす。大葉はせ
ん切りにする。ミニトマ
トは1個を4等分にする。
③皿に②を盛り付け、①を
並べる。

①和風ピラフの素はあら
かじめ解凍する（冷凍の
ままでも調理可能）。
②研いだ米を炊飯釜に入
れて2合分の目盛りまで
水を入れ、①とバターを
加えて炊飯する。

③②が炊き上がったら混ぜ合わせ、お好みでパセリ
を散らす。

かつおたたき
　大葉にんにく醤油たれ

…170g
玉ねぎ………………… 1/2個
大葉……………………… 4枚
ミニトマト……………… 6個

コーンたっぷり
　簡単和風ピラフの素

…160g
米………………………… 2合
バター…………………… 10g
刻みパセリ…………お好みで

材料� 【約130kcal／1人分】

材料� 【約703kcal／1人分】

基本

基本

シーフードグラタン
①商品はあらかじめ解凍
し、余分な水分を捨て、
ザルに上げておく。
②じゃがいも、玉ねぎは
皮を剥き、食べやすい
大きさに切る。
③鍋にバターを溶かして
①、②を炒める。
④③に小麦粉を入れて
さっくりと混ぜ、牛乳

いき

エビイカミックス…100g
じゃがいも……………… 2個
玉ねぎ………………… 1/2個
小麦粉……………… 大さじ3
牛乳………………… 1カップ
固形コンソメ…………… 1個
塩、こしょう　………各少々
ピザ用チーズ………… 100g
パン粉……………… 大さじ2
バター…………………… 10g

材料� 【約482kcal／1人分】

スペアリブのねぎソースがけ
①スペアリブスライスはあ
らかじめ解凍して塩、こ
しょうを振る。
②Aの長ねぎ、生姜、にん
にくはみじん切りにして
他の材料と混ぜ合わせ
る。耐熱容器に入れ、
ラップをして電子レンジ
（500W）で約1分加熱す
る。

はつ

国産豚スペアリブ
スライス…250g

塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　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830kcal／1人分】

を加えて弱火で煮る。とろみが出てきたらコンソ
メ、塩、こしょうで味を調える。
⑤耐熱皿に④を入れ、ピザ用チーズ、パン粉をのせ
る。約200℃に予熱したオーブンで色目が付くま
で焼く。

③フライパンにサラダ油を熱し、①に火が通り色目が
付くまで両面を焼く。
④器に③を盛り付け、②をかける。
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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!

2612

2712

11

水

木

12/13木

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

銀だら切身 2切 3切 4切 冷凍 煮魚にしてどうぞ

赤海老 4尾 6尾 8尾 冷凍 レシピ参照

ふっくら蒸し豆腐
和風あんかけ 190g 300g 380g 冷凍

国産野菜をたっぷりと入れた蒸し
豆腐に上品な味わいの和風あんを
セットにしました

2人用 1,650円  3人用 2,374円  4人用 3,054円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

銀だら切身 2切 3切 4切 冷凍 煮魚にしてどうぞ

身欠きにしんソフト 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

松前いか 28g 40g 40g 常温 ご家庭の味付けでいか人参やいか
松前にしてどうぞ

無着色たらこ 70g 70g 70g 冷凍
発色剤や着色料を使用しないで
作ったJAふれあい食材オリジナ
ルのたらこです

2人用 1,600円  3人用 2,125円  4人用 2,525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

国産豚ロース塩焼き
（ごま油入り） 150g 200g 250g 冷凍

解凍後、お好みの野菜と一緒に油
をひかずにフライパンで焼いてど
うぞ

しっとり肉そぼろ 200g 200g 300g 冷凍 ふろふき大根にかけてどうぞ

生ほうとう 310g 465g 620g 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 1,653円  3人用 2,218円  4人用 2,879円  
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鶏肉の磯辺巻

赤海老の鬼殻焼き

①鶏肉は解凍後、1枚を観
音開きにし、酒と塩で下
味をつけておく。いん
げんは、すじを取り除
いて塩茹でし、人参はい
んげんの太さにあわせ
た拍子切りにする。
②鶏肉は水気を拭いてか
ら、のりを鶏肉の大き
さに合わせて切ったも

①海老はあらかじめ解凍し、背ワ
タを取って、竹串で数ヶ所刺
し、Aに10～15分漬ける。
②チンゲン菜は縦4等分、大根は5
㎜幅に切ってから、花形に抜く。
③鍋にBを入れ、沸騰したら大根
を約4～5分、チンゲン菜を約2
分茹でる。

のをのせ、いんげんと人参をのせて巻く。
③②をたこ糸でくくり、熱したフライパンにサラダ
油ひき、鶏肉を転がしながら焼き、火を通す。焼き
色が付いてきたらAを加えて煮詰める。
④③を食べやすい大きさに切り分け、器に盛る。
※いんげんの代わりにほうれん草や長ねぎでも！

④①を魚焼きグリルにのせ、①で余ったAのタレを両面に塗
り、中火で6～7分焼く（フライパンでも可能です）。
⑤器に④を盛り、③を添える。

国産鶏もも肉…200g
酒………………… 大さじ1/2
塩…………………………少々
いんげん………………… 6本
人参…………………… 1/3本
焼きのり………………… 1枚
サラダ油…………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ3
Ａ　しょう油……… 大さじ3
　　酒……………… 大さじ3
　　砂糖…………… 大さじ1

赤海老…4尾
チンゲン菜……………… 1株
大根……………………… 40g
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
Ｂ　白だし………… 大さじ1
　　水………………… 100㏄

材料� 【約306kcal／1人分】

材料� 【約96kcal／1人分】

基本

基本

にしんの甘辛焼き
①商品はあらかじめ解凍
しておく。
②Aは混ぜ合わせ、①を約
10～15分漬けておく。
③フライパンにサラダ油
をひき、②を弱火で照
りが出るように焼く。

いき

身欠きにしんソフト…2枚
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約227kcal／1人分】

具だくさんほうとう はつ

菜彩鶏もも肉…200g
生ほうとう…310g
食材油揚げ…2枚

かぼちゃ……………… 1/4個
人参…………………… 1/2本
長ねぎ………………… 1/2本

材料� 【約705kcal／1人分】

①鶏肉はあらかじめ解凍して一口大に切る。かぼちゃ
はスプーンで種を除き、食べやすい大きさに切る。
人参はいちょう切り、長ねぎは斜め切りにする。油
揚げは熱湯をかけ、食べやすい大きさに切る。
②鍋に水1200㏄を入れて煮立たせ、かぼちゃ、人参、
鶏肉を煮込む。ある程度火が通ってきたら生ほうと
うを入れて蓋をして更に煮込む。生ほうとうに火が
通ったら油揚げと長ねぎ、添付のタレを加えて再び
蓋をして約5分煮込む。


