
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!

41

51

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産ロールキャベツ 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

びんちょう鮪
切りおとし 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

青森県産ベビー帆立
（生食用） 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、お好みの野菜とサラダに

してどうぞ

直火焼　銀のクリーム
シチュールー 100g 150g 150g 常温 レシピ参照

2人用 1,617円  3人用 2,265円  4人用 2,795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

氷温造り
さばのおろし煮

180g
（2切）

270g
（3切）

360g
（4切） 冷凍

脂ののったさばを国産の大根おろしと
メーカーオリジナルのタレと一緒に煮
付けました。湯せんしてどうぞ

海老マヨスティック 4個 6個 8個 冷凍
すり身とえびにマヨネーズ風調味料を混ぜ、ナゲッ
ト風の衣を付けて油調しました。オーブントース
ターや電子レンジで温めてどうぞ

ほたての炊き込みご飯 120g
（2合用）

175g
（3合用）

240g
（4合用） 冷凍

ほたてとメーカーオリジナルのタレをセッ
トにしました。洗米した米に通常通りに加
水を行い、商品を加えて炊飯してどうぞ

2人用 1,632円  3人用 2,320円  4人用 2,995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 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

豚ロース
一口カットステーキ 160g 240g 320g 冷凍 解凍後、フライパンで焼き、お好

みのソースと合わせてどうぞ

長ねぎと炒める
若鶏塩焼き（たれ付） 173g 306g 306g 冷凍

梨汁と塩、こしょうで下味を付けた国産若鶏
の肩小肉と塩ベースのタレをセットにしまし
た。解凍後、長ねぎと一緒に炒めてどうぞ

鶏と豆腐のつまみ揚げ 150g 200g 400g 冷凍 冷凍のまま電子レンジで温めてど
うぞ

2人用 1,621円  3人用 2,257円  4人用 2,936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

12/15土



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。

ロールキャベツのクリームシチュー煮

びんちょう鮪のちらし寿司

①人参と玉ねぎは食べや
すい大きさに切る。
②鍋にバターを溶かし、玉
ねぎを焦がさないよう
に炒める。玉ねぎがし
んなりしたら、人参を加
えて軽く炒め、水を加え
て蓋をして沸騰したら、
ロールキャベツを加え

①商品は半解凍にしておく。
②れんこんは1～2㎜幅のいちょう切りに
して酢水にさらし、絹さやは筋を取る。
③鍋に水を入れ、沸騰したら②を入れて
さっと茹でる。
④フライパンにサラダ油を入れて弱火で
熱し、溶き卵を薄く広げて焼き、せん
切りにする。
⑤ボウルに炊き上げたご飯とA、れんこ
んを入れ、うちわなどで冷ましながら
混ぜ合わせる。
⑥器に⑤を盛り、④、①、せん切りにし
た絹さやの順にのせる。

て材料が柔らかくなるまで煮込む。
③②にシチュールーと牛乳を加えてとろみが出るま
で煮込んだら出来上がり。

⑦⑥に刻み海苔を散らし、お好みの量のBをかけてどうぞ。

国産ロールキャベツ…2個
直火焼　銀のクリーム

シチュールー…100g
人参…………………… 1/2本
玉ねぎ………………… 1/2個
水…………………… 600ml
牛乳………………… 200ml
バター…………………… 10g

びんちょう鮪
切りおとし…150g

れんこん………………… 70g
絹さや…………………… 6枚
卵………………………… 1個
刻み海苔……………お好みで
ご飯…………………… 2合分
酢…………………………適量
サラダ油…………… 小さじ1
　　酢……………… 大さじ4
Ａ　砂糖…………… 大さじ2
　　塩…………… 小さじ1/3
Ｂ　しょう油……………適量　　わさび………………適量

材料� 【約473kcal／1人分】

材料� 【約750kcal／1人分】

基本

基本

簡単！じゃがいもとひき肉のチーズ焼き
①皮をむいたじゃがいもを
細めのせん切りにする。
②フライパンで①と豚ひき
肉を炒め、塩、こしょう
をふる。
③耐熱皿に移し、溶けるチー

はつ

麓山高原豚挽肉…200g
じゃがいも……………… 2個
塩、こしょう…………各少々
溶けるチーズ……………適量

材料� 【約376kcal／1人分】

紅鮭のパン粉焼き
①紅鮭は解凍し、水気を
拭きとる。
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は
みじん切りにする。
③①にオリーブオイルを
塗ってパン粉をまぶ

いき

加塩紅鮭切身…2切
パン粉…………………… 20g
オリーブオイル…… 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………………適量

材料� 【約485kcal／1人分】

し、アルミホイルにのせてグリルで両面10分焼
く。（焦げそうな場合はアルミホイルをのせる）
④皿に③を盛り、混ぜ合わせたＡをかける。

ズをのせ、オーブントースターで5分程加熱する。
④チーズが溶けたらお好みのトッピングをのせる。



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!

71

81

2

月

火

12/15土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

東北産鶏トロ（背肉）・
手羽中セット 200g 400g 400g 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

福島県産豚肉使用
粗挽きポークウインナー 新商品

4本 6本 8本 冷凍
福島県産の豚ひき肉を使用した
ポークウインナーです。茹でるか
フライパンで焼いてどうぞ

国内産冷凍あさり 100g 120g 120g 冷凍 砂抜きしたあさりですので冷凍の
ままみそ汁やスープにどうぞ

2人用 1,585円  3人用 2,349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

赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

シルバー西京漬け 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

いかゲソのうま煮 新商品 170g 170g 340g 常温
北海道産のするめいかの足を食べやすい大きさにカッ
トし、しょう油ベースの調味料で柔らかく炊き上げま
した。袋から取り出してそのままでどうぞ

めんつゆで食べる
生もずく 2個 3個 4個 冷凍

沖縄県産の生もずくを使用しまし
た。めんつゆ仕立ての添付のタレ
をかけてどうぞ

2人用 1,556円  3人用 2,015円  4人用 3,008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

国産豚ロース厚切り
（とんかつ用） 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

国産鶏せせり塩焼き
（ゆず風味）新商品

200g 300g 400g 冷凍
国産鶏せせりを青森県産にんにくと高知
県産ゆずを使用した塩タレで味付けしま
した。解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

国産豚肉の
ごま醤油焼き 150g 200g 300g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

大きな野菜餃子 6個 9個 12個 冷凍
新鮮な野菜をふんだんに使った野
菜タイプの餃子です。フライパン
で焼いてどうぞ

2人用 1,660円  3人用 2,410円  4人用 3,217円  

はつらつ お肉コース



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。

鶏の七味唐辛子焼き

鮭とじゃがいもの塩バター

①ししとうの腹に切り込
みを入れる。
②ビニール袋に解凍した
鶏肉とAを入れて揉み込
む。
③フライパンにごま油を
熱し、②の皮面を下にし
て並べて中火で焼く。
④鶏肉から脂が出てきた

①鮭は解凍後、食べやすい大きさ
に切り、塩、こしょうを振る。
②じゃがいもは1個を6等分に切
り、水にさらす。
③フライパンにバターを入れて
熱し、①を焼く。②を入れて全
体にバターが回るよう炒める。

らフライパンの端に寄せ、①を加えて焼く。
⑤④の全面にこんがりと焼き色が付き、中まで火が
通ったら、ししとうを取り出す。
⑥Bをまぶし、ししとうと一緒に器に盛り付ける。

④③に水を入れ、蓋をして10～15分、じゃがいもが柔らか
くなるまで煮る。
⑤④の味が薄い場合は塩、こしょうで味を調える。器に盛
り付け、刻んだパセリを散らす。

東北産鶏トロ（背肉）・
手羽中セット…200g

ししとう………………… 6本
ごま油……………… 小さじ2
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　すりおろしにんにく
　　……………… 小さじ1/2
Ｂ　塩、こしょう……各少々　　七味唐辛子…… 小さじ2

加塩紅鮭切身…2切
じゃがいも……………… 2個
バター…………………… 20g
塩、こしょう…………各少々
パセリ………………お好みで
水……………………… 100㏄

材料� 【約260kcal／1人分】

材料� 【約337kcal／1人分】

基本

基本

カツ丼 はつ

国産豚ロース厚切り
（とんかつ用）…2枚

塩・こしょう…………各少々
小麦粉・溶き卵・パン粉
　………………………各適量
玉ねぎ…………………… 1個
　　だし汁… 1と1/2カップ
Ａ　酒・砂糖…… 各大さじ1
　　みりん………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ3
卵………………………… 3個
ご飯…………………… 2膳分

材料� 【約920kcal／1人分】

赤魚和風竜田揚げ いき

赤魚切身…2切
大根……………………… 5㎝
長ねぎ………………お好みで
ブロッコリー………お好みで
＜下味＞
　　しょう油……… 大さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
　　にんにく(すりおろし)
　　　…………… 小さじ1/2
　　しょうが(すりおろし)
　　　…………… 小さじ1/2
片栗粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量

材料� 【約223kcal／1人分】

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	①を下味の調味料に10分程度漬ける。
③	大根は皮を剥き、おろす。長ねぎはみじん切りに
する。大根おろしと長ねぎを混ぜる。
④	ブロッコリーは沸騰したお湯に塩（分量外）を加
え、茹でる。
⑤	②に片栗粉をまぶし、油でカラッと揚げる。
⑥	⑤を皿に盛り付け、③と④を添える。

①豚肉に塩・こしょうをし、小麦粉、溶き卵、パン粉の
順に衣をつける。
②180℃に熱した揚げ油で色よく揚げ、食べやすく切
る。
③玉ねぎは薄くスライスする。
④フライパンにＡを煮立て、玉ねぎを加えて煮る。し
んなりしたらとんかつを入れ、ひと煮する。
⑤ボウルに卵をほぐして④に流し入れ、ふたをして半
熟状になるまで弱火で煮て、器に盛ったご飯にのせ
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!

91

101

3

水

木

12/18火

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩切落し 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

助宗たら切身 2切 3切 4切 冷凍 お好みの野菜としめじと一緒に鍋
にしてどうぞ

牛ちゃんコロッケ 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 助宗たら切身と一緒に鍋にしてど
うぞ

国産大豆生揚げ
（2枚入） 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,405円  3人用 1,874円  4人用 2,333円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

助宗たら切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

黒むつみりん漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

エビチリ春巻 4本 6本 8本 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

からしマヨ昆布 70g 70g 70g 冷蔵 食材人気商品です！温かいご飯に
合わせてどうぞ

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,511円  3人用 2,050円  4人用 2,495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

国産豚もも黒酢炒め 200g 300g 400g 冷凍
国産豚もも肉を一口大にカットして黒みりん・黒
糖を加えたまろやかな黒酢たれで味付けしまし
た。解凍後、お好みの野菜と炒めてどうぞ

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

無塩せきベーコン
（スライス） 55g 73g 92g 冷蔵

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

無添加焼ちくわ 1本 2本 2本 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,378円  3人用 2,030円  4人用 2,536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。

豚肉と厚揚げのオイスター炒め

牛ちゃんコロッケ

①豚肉はAで揉み込み、下
味を付けて冷蔵庫で15
分程置き、片栗粉をまぶ
す。
②生揚げは熱湯をかけて
油抜きをして食べやす
い大きさに切る。
③チンゲン菜は根元を切
り落としてざく切りに
生姜はせん切りにする。
④熱したフライパンにご
ま油と生姜を入れて香
りが出てきたら豚肉を
入れて炒める。
⑤④の豚肉にある程度火

が通ったらチンゲン菜と生揚げを加えて炒める。
⑥⑤にBを加えて味を調える。

北海道の気候風土が育んだ野菜と十勝産の牛肉を
使った風味豊かなコロッケです。牛肉の旨味をその
ままにホクホクのじゃがいもとサクサクの衣が食欲
を誘います。冷凍のまま180℃
の油で揚げてどうぞ。

麓山高原豚肩切落し
…150g

国産大豆生揚げ（2枚入）
　…1p

チンゲン菜……………… 1株
生姜……………………… 1片
片栗粉……………… 小さじ1
ごま油……………… 小さじ2
Ａ　酒…………… 小さじ1/2　　しょう油…… 小さじ1/2
　　鶏がらスープの素
　　　…………… 小さじ1/2
Ｂ　酒……………… 大さじ1
　　オイスターソース
　　　……………… 大さじ1
　　しょう油…… 大さじ1/2

材料� 【約415kcal／1人分】

基本

基本

里芋と手羽元の煮物
①鍋に下茹でして半分に
切った里芋、斜め切りに
したちくわ、Aを加えて
強火にかける。煮たった
ら解凍した鶏手羽元を加
えて落とし蓋をし、煮汁
が少なくなるまで20分、
弱めの中火で煮る。
②①を器に盛り付け、塩茹
でして食べやすい大きさ
に切ったいんげんを散ら
す。

はつ

国産鶏手羽元…4本
無添加焼ちくわ…1本

里芋……………………… 4個
いんげん………………… 2本
　　だし汁………… 300ml
　　酒……………… 大さじ3
Ａ　みりん………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ3
　　しょう油……… 大さじ3

材料� 【約417kcal／1人分】

たらと白菜の鍋
①商品は解凍して1切を3
等分に切る。
②白菜、人参、春菊、えの
き、しいたけは食べや
すい大きさに切る。
③土鍋にAを入れて沸騰
したら、白菜、人参、え
のき、しいたけを入れ、
中火で5分煮る。
④③に①を入れ、中火で5
分煮た後、春菊を入れ
て火を止め、お好みで

いき

助宗たら切身…2切
えのき…200g

白菜…………………… 1/6株
しいたけ……………… 100g
人参……………………… 40g
春菊…………………… 1/2束
Ａ　だし汁………… 1000㏄
　　酒………………… 50㏄
　　しょう油……… 大さじ3
　　だし汁………… 大さじ3
Ｂ　ゆず………………… 1個
　　砂糖…………………少々
　　塩……………………少々

材料� 【約192kcal／1人分】

せん切りにしたゆずの皮を散らす。
⑤④に混ぜ合わせたBを付けてどうぞ。

【約162kcal／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
●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!

111

121

4

金

土

12/20木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

天日干し真あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

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

かに玉セット 190g 285g 285g 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 1,458円  3人用 2,104円  4人用 2,453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

国産豚ロース厚切り
（とんかつ用） 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

赤魚半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

鉄鍋餃子 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

ねっぱり昆布 10g 15g 20g 常温
水戻し後、納豆と混ぜても白菜な
ど季節の野菜と一緒に和えても美
味しく頂けます

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,487円  3人用 2,217円  4人用 2,820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

国産若鶏の甘辛ソテー 200g 300g 350g 冷凍
国産若鶏の肩小肉を使用してメーカーオ
リジナルの甘辛だれで味付けしました。
解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

マカロニサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 お好みの野菜と一緒にサラダにし
てどうぞ

蔵王ハヤシ
（濃縮ソース） 240g 240g 480g 常温 レシピ参照

しめじ 100g 170g 170g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,534円  3人用 2,025円  4人用 2,656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。

とんかつ

かに玉

ハヤシライス

①豚肉は解凍して脂の部
分の数ヶ所に切り込み
を入れ、塩、こしょうを
両面に振る。
②①の豚肉に小麦粉、溶き
卵、パン粉の順に付け、
170℃～180℃の油で
カリッと揚げる。
③皿にせん切りキャベツ

①	かに玉セットはあらか
じめ解凍しておく。
②	ボールに卵を割りほぐ
し、①とよく混ぜ合わせ
ておく。

①玉ねぎは薄切り、しめじは軸
を落としてほぐす。
②鍋にバターを熱し、玉ねぎ、
しめじを加えて軽く炒め、更
に豚肉を加えて炒める。
③②に火が通ったら水160㏄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。
④皿にご飯を盛り、③をかける。

を添え、食べやすい大きさに切った②を盛り付け
る。食べる際にお好みで中濃ソースをかけてどう
ぞ。

③	熱したフライパンにサラダ油をひき、②を入れて
蓋をして焼く。
④	③を皿に盛り付け、添付のタレをかけてどうぞ。

国産豚ロース厚切り
（とんかつ用）…2枚

キャベツ………………… 2枚
卵………………………… 1個
塩、こしょう……………少々
パン粉……………………適量
小麦粉……………………適量
中濃ソース…………お好みで
揚げ油……………………適量

材料� 【約388kcal／1人分】

基本

いき

はつ

かに玉セット…190g
鶏卵…4個

サラダ油…………… 大さじ1

麓山高原豚肩切落し
…150g

蔵王ハヤシ（濃縮ソース）
　…240g

しめじ…100g
玉ねぎ…………………… 1個
ご飯…………………… 2膳分
バター…………………… 10g
水　…………………… 160㏄

材料� 【約231kcal／1人分】

材料� 【約600kcal／1人分】

赤魚とじゃがいものカレー煮込み
①赤魚は、骨を除いて一口大に切る。
キャベツはザク切り、じゃがいもは
半月切りに、玉ねぎは薄切りにする。
②鍋にサラダ油を熱し、玉ねぎをしん
なりとなるまで炒め、小麦粉をサッ
と炒め合わせる。
③水を注ぎ入れ、赤魚、キャベツ、じゃ
がいも、固形コンソメの素、カレー
粉を加えて煮る。じゃがいもに火が
通ったら塩で味を調える。

赤魚半身…2枚
キャベツ………………… 3枚
じゃがいも……………… 2個
玉ねぎ…………………… 1個
サラダ油…………… 小さじ1
小麦粉…………… 大さじ1/2
水…………………… 3カップ
固形コンソメの素……… 1個
カレー粉…………… 小さじ2
塩…………………………少々

材料� 【約218kcal／1人分】

基本



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!

161

171

5

水

木

12/22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 お好みの野菜を巻いて肉巻きにし
てどうぞ

広島県産カキフライ 6個 12個 12個 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

牛バラ煮込み用 新商品 170g 212g 340g 冷凍 レシピ参照

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,505円  3人用 2,288円  4人用 2,791円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

カラスカレイ切身 2切 3切 4切 冷凍 煮付けにしてどうぞ

真いわしフライ 4枚 6枚 8枚 冷凍
鮮度が良く脂ののった真いわしを開き、
パン粉を付けてフライにしました。
170℃～ 180℃の油で揚げてどうぞ

青森県産ベビー帆立
（生食用） 100g 150g 200g 冷凍 お好みの野菜と一緒にサラダや炒

め物にしてどうぞ

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,692円  3人用 2,287円  4人用 2,841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

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産豚ばら
厚切り生姜焼き 新商品

150g 250g 350g 冷凍
国産の豚ばらを厚めに切り、メーカーオリ
ジナルの生姜焼きのタレに漬け込みまし
た。解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

焼チーズ焼売 6個 9個 12個 冷凍 フライパンで焼いても油で揚げて
も美味しく頂けます

生姜でほっこり
和風スープ（国産春雨付） 150g 190g 190g 冷凍

塩ベースの生姜スープと豚バラ肉、国産
春雨をセットにしました。お好みの野菜
と一緒に煮込んでスープにどうぞ

2人用 1,611円  3人用 2,274円  4人用 2,832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。

根菜と牛バラ煮込み

しらすとにんにくのチャーハン

①商品は解凍しておく。
大根、人参はいちょう切
りにする。じゃがいも
は8等分に切り、水にさ
らす。大根、人参、じゃ
がいもは耐熱容器に入

①にんにくはみじん切りにする。
小ねぎは小口切りにする。
②フライパンにサラダ油を熱
し、溶き卵を流し入れ、半熟に
なったくらいで皿に取り出す。
③フライパンにごま油を熱し、
①のにんにく、小ねぎ、しら
すを炒める。
④ご飯と②を加え、更に炒める。
塩、こしょうで味を調える。

れ、ラップをして電子レンジ（500W）で約3分加
熱する。
②鍋に商品、水、根菜類を加えて蓋をして約15分煮
る。

⑤④を皿に盛り、刻みのりを散らす。

牛バラ煮込み用…170g
大根…………………… 1/3本
人参…………………… 1/2本
じゃがいも……………… 1個
水……………………… 300㏄

しらす干し…50g
にんにく………………… 1片
小ねぎ…………………… 5本
卵………………………… 2個
サラダ油………… 大さじ1/2
ごま油……………… 大さじ1
ご飯……………… 茶碗2杯分
塩、こしょう…………各少々
刻みのり……………お好みで

材料� 【約376kcal／1人分】

材料� 【約455kcal／1人分】

基本

基本

ブロッコリーと豚肉の中華風炒め煮
①ブロッコリーは分量外の
塩を加えた熱湯で固めに
茹でる。長ねぎは斜め薄
切りにする。
②熱したフライパンにサラ
ダ油をひき、豚肉を炒め、
色が変わったらブロッコ
リーと長ねぎを加え、さっ
と炒める。
③②に混ぜ合わせたAを加
えて煮立ったらアクを取

はつ

麓山高原豚もも薄切り
…150g

ブロッコリー…………… 1房
長ねぎ………………… 1/2本
サラダ油…………… 小さじ1
水溶き片栗粉……… 小さじ1
　　中華だしの素… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　砂糖………… 小さじ1/2　　塩、こしょう……各少々
　　にんにく（すりおろし）
　　　……………… 小さじ1

材料� 【約643kcal/1人分】

焼明太子と青しその混ぜご飯
①明太子は中までしっか
り焼き、みりんをまぶ
し、粗熱をとり、手でほ
ぐしておく。（焼いた明
太子にみりんをかけて
おくと、しっとりとし
てほのかに甘みがつく）

いき

無着色辛子明太子
…70g

みりん………………大さじ１
青しそ……………………５枚
生姜………………………１片
ご飯……………… 茶碗2杯分

材料� 【約322kcal／1膳分】

②青しそは粗みじん切りにする。生姜は針生姜にす
る。
③炊きたてのご飯に①の明太子と②の青しそ、針生
姜をさっくり混ぜ、器に盛る。

り、水溶き片栗粉を入れてとろみをつける。



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!

181

191

6

金

土

1/5土

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

冷凍さんま 2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ参照

国産鶏肉の
柚子胡椒漬 新商品

200g 300g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

めんつゆで食べる
生もずく 2個 3個 4個 冷凍

沖縄県産の生もずくを使用してい
ます。解凍後、添付のタレと混ぜ
てどうぞ

2人用 1,384円  3人用 1,933円  4人用 2,349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

真さば開き干し 1枚 2枚 2枚 冷凍
三陸産の脂ののった真さばを塩のみで味
付けし干し上げ旨みを凝縮しました。解
凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

ぶり照焼き 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

昆布バーグ 2個 3個 4個 冷凍
日高昆布をすり身に混ぜ込みまし
た。冷凍のままフライパンで焼い
てどうぞ

ポテトサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 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 1,296円  3人用 2,065円  4人用 2,422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

行者にんにく入り
国産豚和風焼き 150g 200g 300g 冷凍

国産豚肩肉をメーカーオリジナルの行者にん
にくを使用した焼肉風のタレに漬け込みまし
た。お好みの野菜と炒めてどうぞ

いももち串 新商品 2串 3串 4串 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

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
酸塩等を使用せずに作ったボンレスハムで
す。サラダや炒め物に使用してどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,353円  3人用 1,876円  4人用 2,316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。

きのこの和風ハンバーグ

さんまの蒲焼

①豚挽肉は解凍しておく。
玉ねぎはみじん切りに
し、しめじは軸を除い
てほぐす。
②フライパンにバターを
熱し、玉ねぎをあめ色に
なるまで炒める。
③ボウルに豚挽肉、②とA
を加えて粘りが出るま
で混ぜ、2等分にして小
判型にする。
④フライパンにサラダ油
を熱し、③を入れて中火
で焼き、色目が付いたら
裏返す。蓋をして弱火
で5～6分火を通す。

①さんまは解凍し、頭を落として内臓を取り除き、
半分に切って小麦粉をまぶす。
②もやしはひげ根を取り、人参はせん切り、チンゲ
ン菜は縦4等分、小ねぎは斜め薄切りにする。
③耐熱皿にもやしと人参、チンゲン菜をのせ、ラッ
プをして電子レンジ（500W）で約3分加熱する。
④フライパンにサラダ油を入れて熱し、①を両面
焼き、Aを加えて蓋をし、中火で5～6分蒸し焼
きにする。
⑤器にもやし、人参、チンゲン菜、④を盛り、小ね
ぎを添える。

⑤④にしめじとBを加え、蓋をして中火で5分煮込
み、Cを回し入れてとろみがついたら火を止める。
⑥器に⑤を盛り、大葉と大根おろしをのせる。付け
合せの野菜はお好みでどうぞ。

麓山高原豚挽肉…200g
玉ねぎ………………… 1/2個
しめじ………………… 100g
大葉……………………… 2枚
大根おろし…………お好みで
バター…………………… 10g
サラダ油………… 大さじ1/2
　　牛乳で浸したパン粉
Ａ　　……………… 大さじ2
　　割りほぐした卵…… 1個
　　塩、こしょう……各少々
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
Ｂ　酒……………… 大さじ2
　　砂糖…………… 小さじ1
　　水………………… 50㏄
Ｃ　片栗粉………… 大さじ1
　　水……………… 大さじ1

冷凍さんま…2尾
もやし………………… 100g
人参……………………… 30g
チンゲン菜……………… 1束
小ねぎ…………………… 2本
小麦粉……………… 大さじ1
サラダ油………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
Ａ　砂糖………… 小さじ1/2
　　酒……………… 大さじ2
　　水……………… 大さじ2

材料� 【約459kcal／1人分】

材料� 【約564kcal／1人分】

基本

基本

鶏むね肉のチキンナゲット
①鶏肉は解凍後、粗みじん
切りにし、ビニール袋に
入れ、塩麹、卵、小麦粉の
順に加えて揉み込み、均
一になじんだら12等分に
し平らに丸める。
②レタスは大きめにちぎ
り、ラディッシュは２等
分にして切り込みを入
れ、紫玉ねぎは千切りし
て水にさらす。

はつ

菜彩鶏むね肉…200g
塩麹………………… 大さじ1
卵………………………… 1個
レタス…………………… 4枚
紫玉ねぎ……………… 1/6個
ラディッシュ…………… 2個
パセリ……………………適量
小麦粉………………大さじ２
揚げ油……………………適量

材料� 【約398kcal／1人分】

ぶり照焼き丼 いき

ぶり照焼き…2切
大葉……………………… 4枚
ご飯…………………… 2膳分
揉みのり…………………適量
すりおろしわさび…お好みで
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約407kcal／1人分】

①商品は解凍しておく。大葉はせん切りにする。
②フライパンにサラダ油を熱し、①を火が通るまで
両面を焼く。
③器にご飯を盛り、1切3等分にしたぶり、揉みのり、
大葉をのせる。お好みでわさびを添える。

③フライパンに揚げ油を入れて180度に熱し、①を入
れてきつね色になるまで4～5分揚げる。
④皿に③を盛り、②をのせ、パセリを添える。



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!

211

221

7

月

火

1/8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

三重県産活〆
真鯛スキンレスロイン 1枚 1枚 2枚 冷凍 レシピ参照

なすからし漬 新商品 65g 65g 65g 冷蔵 国産茄子の刻みを辛子風味を生か
した調味液に漬け込みました

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 2,051円  3人用 2,294円  4人用 3,807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

黒豚ハンバーグ 新商品 200g 300g 400g 冷凍
彩の国黒豚を使用したハンバーグ
です。解凍後、フライパンで焼き、
お好みの味付けでどうぞ

チーズサンドフライ 2個 3個 4個 冷凍
国産の豚肉と鶏肉を使用したソーセージ
でチーズを挟み、フライにしました。冷凍
のまま170℃の油で揚げてどうぞ

温野菜で食べる
蒸し鶏セット（たれ付） 140g 190g 190g 冷凍

蒸し鶏とねぎを配合したたれの
セットです。お好みの温野菜と合
わせてサラダにどうぞ

2人用 1,689円  3人用 2,333円  4人用 2,840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

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

スケソウたら粕漬け 2切 3切 4切 冷凍
ふんわりとした粕の風味が楽しめ
ます。解凍後、弱火のグリルで焼
いてどうぞ

むらさきいか
竜田揚げ 新商品

130g 260g 260g 冷凍 レシピ参照

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 和え物や炒め物、ご家庭でお好み
の調理方法でお楽しみください

国内産冷凍あさり 100g 100g 120g 冷凍 砂抜き済みの商品のため、冷凍の
ままお使いください

2人用 1,673円  3人用 2,437円  4人用 2,824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。

豚肉と里芋のカレー煮

真鯛の刺身

いかの竜田揚げ

豚肉と新生姜の炒め物

①里芋は皮をむき、半分に
切り、塩茹でする。玉ね
ぎはくし切りにする。
②鍋にサラダ油を熱して
豚肉、①を炒め、カレー
粉を振って混ぜ合わせ
る。
③Aを加え、煮立ったらア
クを取り、落とし蓋をし
て約20分煮る。味がな
じんだら混ぜ合わせな
がら汁気をとばして仕
上げる。

①生姜は皮をむいて5㎜幅のせん切
りにする。唐辛子は種を除いて小
口に切る。小ねぎは3㎝長さに切
る。豚肉は食べやすい大きさに切
る。
②フライパンにサラダ油を熱して唐
辛子を入れ、香りがでたら①の生
姜を加え、水分が出るまで炒める。

三重県産の活〆した新鮮な真鯛を使用しております。
解凍後、お好みの厚さに切り、わさびしょう油でど
うぞ。

国産のむらさきいかを短冊状に切り、しょう油ベー
スのタレに漬け込み、片栗粉をまぶしました。冷凍
のままフライパンに多めの油を入れて揚げ焼きにし
てどうぞ。

③豚肉を加えしっかりと火を通し、小ねぎを加え、しょう油
をさっと混ぜる。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

里芋…………………… 150g
玉ねぎ………………… 1/2個
サラダ油…………… 大さじ1
カレー粉…………… 大さじ1
　　だし汁… 1と1/2カップ
　　砂糖、しょう油
Ａ　　…………… 各大さじ1
　　塩…………… 小さじ1/3
　　みりん………… 大さじ1

材料� 【約355kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

麓山高原豚
　肩ローススライス…150g
生姜……………………… 80g
赤唐辛子………………… 1本
小ねぎ…………………… 5本
サラダ油…………………適量
しょう油…………… 大さじ1

材料� 【約255kcal／1人分】

【約157kcal／1人分】

【約118kcal／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!

231

241

8

水

木

1/10木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
バラスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

氷温造りサバ
生姜醤油煮 2切 3切 4切 冷凍 冷凍のまま湯せんで約7分加熱し

てください

中華そぼろあん 100g 200g 300g 冷凍 商品を解凍後、お好みの野菜と一
緒に炒めてどうぞ

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,546円  3人用 2,067円  4人用 2,517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

冷凍さんま 2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ参照

赤魚半身塩麹漬け 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

魚の味が濃い団子 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

三陸べっぴんわかめ 80g 80g 100g 冷蔵 お好みの野菜とサラダにどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,509円  3人用 2,419円  4人用 2,658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 お好みの味付けで野菜炒めにして
どうぞ

豆腐チゲの素 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

福島県産豚肉使用
粗挽きポークウインナー 新商品

4本 6本 8本 冷凍
福島県産豚肉を使用したウイン
ナーです。解凍後、フライパンで
焼くかボイルしてどうぞ

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 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 1,472円  3人用 2,124円  4人用 2,615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。

さつまいもの肉じゃが風

こんにゃくといんげんの明太炒め

①さつまいもは皮付きの
まま1㎝厚さの輪切りに
し、大きなものは半月形
に切る。水に5分ほどさ
らし、水気を拭く。玉ね
ぎはくし切りにする。
②厚手の鍋にサラダ油を
熱し、さつまいも、玉ね
ぎを入れて中火で炒め
る。全体に油がまわっ

①明太子は解凍後、縦に切り目を入
れ、身をスプーン等で取り出す。
②こんにゃくは熱湯で5分ほど茹でて
ざるに上げ、食べやすい長さに切る。
③いんげんはへたを切り、長さを2～
3等分に切る。人参は皮をむいて拍
子木切りにする。
④フライパンにサラダ油を熱し、こん
にゃくを中火で炒め、人参、いんげ

たら、豚肉を広げるようにのせ、Aを加える。
③②が煮立ったら弱火にし、蓋をして8分間煮る。全
体を混ぜて、蓋を取って強火にし、鍋を振りながら
煮汁がなくなるまで煮詰める。器に盛ってお好み
で七味唐辛子を振る。

んを加えて炒める。油が回ったら①を加えてほぐしながら炒
め合わせ、酒、、だし汁、みりん、しょう油を加え、蓋をして3
分程、蒸し煮にする。蓋を取り、残った汁気をとばすように炒
め、器に盛る。

麓山高原豚
バラスライス…150g

さつまいも……………… 1本
玉ねぎ…………………… 1個
七味唐辛子…………お好みで
　　砂糖………… 大さじ1/2
Ａ　しょう油…大さじ1と1/2　　みりん………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
サラダ油…………… 小さじ1

無着色辛子明太子…70g
こんにゃく……………… 1袋
人参……………………… 1本
いんげん……………… 150g
サラダ油…………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ2
だし汁……………… 大さじ3
みりん……………… 大さじ2
しょう油…………… 大さじ1

材料� 【約627kcal／1人分】

材料� 【約219kcal／1人分】

基本

基本

豆腐チゲ煮込み

①商品は解凍しておく。えのきとしめじは軸を落とし
食べやすい大きさに切る。豆腐は水気を切り、8等
分に、長ねぎは斜め切りにする。
②フライパンに解凍した商品と水を加えて火にかけ、
沸騰してきたら具材を入れて煮込む。
③具材に火が入ったらお好みで卵を割り入れてどう
ぞ。

はつ

豆腐チゲの素…200g
えのき…200g
食材豆腐（木綿）…1丁

長ねぎ…………………… 1本
しめし……………………少々
卵………………………… 2個
水…………………… 150ml

材料� 【約398kcal／1人分】

さんまの炊き込みご飯
①商品は解凍して頭と内
臓を取り、よく洗って
水気を拭き、半分に切っ
て塩を少々振る。
②米を研いで、約30分間
水に浸す。
③生姜と人参はせん切り
にする。
④①をグリルで両面を3
～4分ずつこんがりと
焼く。

いき

冷凍さんま…2尾
生姜……………………… 15g
人参…………………… 1/3本
三つ葉…………………… 2本
米………………………… 2合
塩…………………………少々
　　だし汁…………… 300㏄
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ2
　　塩……………………少々

材料� 【約744kcal／1膳分】

⑤炊飯器に水気を切った②と③、Aを加えて炊く。
⑥炊き上がった⑤に④をのせて蒸らし、小骨を取り
ながらほぐして混ぜ合わせる。
⑦⑥を器に盛り、ざく切りにした三つ葉を散らす。



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!

251

261

9

金

土

1/12土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

さわら切身（甘塩味） 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

白皮かじき切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ツナマヨロール 4個 6個 8個 冷凍
ツナと国産野菜をマヨネーズで味
付けし、餃子の皮で包みました。
フライパンで焼いてどうぞ

なすからし漬 新商品 65g 65g 65g 冷蔵 国産茄子の刻みを辛子風味を生か
した調味液に漬け込みました

2人用 1,444円  3人用 2,048円  4人用 2,607円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

菜彩鶏もも肉 200g 300g 400g 冷凍 唐揚げにしてどうぞ

豚肉スライスの
トンテキ用 200g 400g 400g 冷凍

国産豚肩肉のスライスにメーカーオリジナルのトンテキ
ソースをセットしました。解凍後、添付のタレと一緒に
炒め、たっぷりのせん切りキャベツと一緒にどうぞ

豚そぼろ 新商品 160g 160g 240g 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 1,575円  3人用 2,298円  4人用 2,692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

黄金生姜入り
鶏つみれの塩麹鍋 230g 280g 410g 冷凍 レシピ参照

フライパンで出来る
めかじきプチカツ 新商品

150g 250g 250g 冷凍 レシピ参照

マカロニサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 めかじきプチカツの付け合せにど
うぞ

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 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 1,324円  3人用 1,950円  4人用 2,051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。

黄金生姜入り鶏つみれ鍋

めかじきプチカツ

①商品は解凍しておく。
②土鍋に水700㏄を入れ、
沸騰したら団子状にし
た鶏つみれを加熱して
アクを取る。食べやす
く切った野菜とえのき、
木綿豆腐、添付のスープ
を入れ、煮込む。
※〆はご飯と溶き卵を入
れて雑炊にしてどうぞ。

船上凍結された鮮度の良いメカジキを使用しました。
保湿性の高いバッター液（注）と生パン粉を使用するこ
とで外はサクッ、中はふっくらとした食感をお楽し
み頂けます。付け合せとしてマカロニサラダを添え
てどうぞ。

（注）水や牛乳で小麦粉を
　　溶いたもの

黄金生姜入り
　鶏つみれの塩麹鍋…230g

えのき…200g
食材豆腐（木綿）…1丁

白菜…………………… 1/8株
人参…………………… 1/2本
長ねぎ…………………… 1本
水……………………… 700㏄

材料� 【約316kcal／1人分】

基本

基本

三色丼
①豚そぼろは湯せんする。
鶏卵は割りほぐして砂糖
と混ぜ合わせる。ほうれ
ん草は塩茹でして水に放
ちアクを取る。水気を絞
り食べやすい大きさに切
り、ごま油としょう油で
味を調える。
②フライパンにサラダ油を

はつ

豚そぼろ…160g
鶏卵…4個

ほうれん草…………… 1/3把
ご飯…………………… 2膳分
砂糖………………… 小さじ1
ごま油……………… 小さじ1
しょう油…………… 大さじ1
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約635kcal／1人分】

かじきの煮付け
①商品は解凍して紙タオ
ル等で水気を拭き取る。
②ごぼうと人参は薄めの
ささがきにし、ごぼう
は水にさらす。
③ほうれん草は熱湯で
さっと茹でて冷水にさ
らし、水気を絞り、3等
分に切る。

いき

白皮かじき切身…2切
ごぼう………………… 1/2本
人参…………………… 1/4本
ほうれん草……………… 3束
　　しょう油……… 大さじ3
　　みりん………… 大さじ3
Ａ　砂糖…………… 大さじ3
　　酒……………… 大さじ2
　　水………………… 50㏄

材料� 【約344kcal／1人分】

④鍋にAを入れ、沸騰したら①と②を入れて落とし
蓋をし、中火で7～8分煮る。
⑤器に④を盛り、③を添える。

熱し、溶き卵を入れて炒り卵を作る。
③器にご飯を盛り付け、豚そぼろ、ほうれん草、炒り
卵を三色に彩る。

【約301kcal／1人分】



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
●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!

281

291

10

月

火

1/17木

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

カラスカレイ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ほたての炊き込みご飯 120g
（2合用）

175g
（3合用）

240g
（4合用） 冷凍

ほたてとメーカーオリジナルのタレをセッ
トにしました。洗米した米に通常通りに加
水を行い、商品を加えて炊飯してどうぞ

はるさめの炒め物 1袋 2袋 2袋 冷凍 冷凍のまま電子レンジ（500W）で
約4分30秒加熱してください

2人用 1,593円  3人用 2,400円  4人用 2,904円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

調理用するめいか
（下足無） 1尾 1尾 2尾 冷凍 レシピ参照

フライパンで出来る
めかじきプチカツ 新商品

150g 200g 250g 冷凍 冷凍のまま多めの油で揚げ焼きに
してどうぞ

にしんあんかけセット 160g 275g 320g 冷凍
食べやすい大きさにカットしたにしんに片栗粉をまぶ
し、あんかけ用のタレを添付しました。にしんは揚げ焼
きにしお好みの野菜と添付のタレを絡めてどうぞ

オリーブdeサーモン
（スライス） 50g 80g 80g 冷凍

オリーブオイルに漬け込むことで旨
味が凝縮された秋鮭です。お好みの
野菜と一緒に和え、サラダにどうぞ

2人用 1,694円  3人用 2,208円  4人用 2,927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 ご家庭の味付けで生姜焼きにして

どうぞ

鶏肉のはちみつ煮 180g 270g 270g 冷凍 レシピ参照

中華くらげ 70g 100g 100g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に和えてどう
ぞ

ねぎワンタン
（スープ付） 100g 165g 200g 冷凍 お好みで茹でたほうれん草や刻み

ねぎと一緒に煮込んでどうぞ

2人用 1,671円  3人用 2,310円  4人用 2,653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。

蒸し豚キャベツ

カラスカレイのにんにくしょう油ソースがけ

いかと大根の煮付け

鶏肉のはちみつ煮

①キャベツは芯を除き、
大きめの一口大に切る。
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、酒をふりか
けて蓋をして10分程蒸
す。

①商品は解凍して水気を拭き取り、塩、
こしょうを振って小麦粉を薄くまぶす。
②長ねぎは4等分、さつまいもは5㎜幅に
切って耐熱皿にのせ、ラップをして電
子レンジ（500W）で約2分加熱する。
③フライパンにサラダ油を入れて熱し、
①と②を中火で両面を2～3分ずつ焼
き、皿に盛り付ける。
④③のフライパンの油を紙タオル等で拭
き取り、Aを加え、中火で1～2分煮詰
め、③のカラスカレイにかける。

①商品は解凍して軟甲を
除いて水洗いをし、食べ
やすい大きさに切る。
②大根は2㎝幅のいちょう
切りにして下茹でする。
③鍋にAを入れ、沸騰した
ら①と②を加えて落と
し蓋をし、中火で7～8
分煮る。

①商品は解凍する。じゃがい
も、人参は乱切りにする。
②鍋に水300mlとじゃがい
も、人参を入れ、10分～15
分程煮込む。
③じゃがいも、人参に火が通っ
たら商品を加える。更に煮
込み、鶏肉に火を通す。

③②を器に盛り、粗挽きこしょうと小ねぎを散らし、
ポン酢しょう油におろしにんにくを溶かして上か
らかける。

④器に③を盛り、残った煮汁を回しかけ、小口切りに
した小ねぎを散らす。

④器に③を盛り付け、小口切りにした小ねぎを散らす。

麓山高原豚
　ももスライス…150g
キャベツ………………… 5枚
小ねぎ…………………… 2本
酒…………………… 大さじ3
にんにく………………… 1片
ポン酢しょう油…………適量
粗挽きこしょう…………少々

カラスカレイ切身…2切
長ねぎ………………… 1/3本
さつまいも…………… 1/3本
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
　　バター……………… 20g
　　しょう油……… 小さじ1
Ａ　酒…………… 大さじ1/2　　みりん……… 大さじ1/2
　　すりおろしにんにく
　　　……………… 小さじ1

材料� 【約232kcal／1人分】

材料� 【約413kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

調理用するめいか
（下足無）…1尾

大根…………………… 200g
小ねぎ…………………… 2本
　　だし汁…………… 300㏄
　　酒………………… 50㏄
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1

鶏肉のはちみつ煮…180g
じゃがいも……………… 2個
人参…………………… 1/2本
小ねぎ…………………… 2本
水…………………… 300ml

材料� 【約228kcal／1人分】

材料� 【約367kcal／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!

301

311

11

水

木

1/19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
ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

スケソウたら粕漬け 2切 3切 4切 冷凍
ふんわりとした粕の風味が楽しめ
ます。解凍後、弱火のグリルで焼
いてどうぞ

からしマヨ昆布 70g 70g 70g 冷蔵 食材人気商品です！温かいご飯に
合わせてどうぞ

生ほうとう 310g 620g 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 1,503円  3人用 2,363円  4人用 2,712円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

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

ナメタガレイ
仙台味噌漬 2切 3切 4切 冷凍

船上凍結したヒレナガナメタガレイを筒切りにして仙
台味噌をベースにメーカーオリジナルの調味液に一晩
漬込みました。解凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

たこ天 150g 150g 200g 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

ねっぱり昆布 10g 15g 20g 常温 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 1,535円  3人用 2,047円  4人用 2,570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

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

奥入瀬鶏トロ（背肉）をメーカーオリジ
ナルの塩こうじタレで味付けしました。
解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

牛ちゃんコロッケ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

ねっぱり昆布 10g 20g 20g 常温 水戻し後、納豆や白菜などと和え
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 1,436円  3人用 2,063円  4人用 2,507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。

豚肉と野菜の蒸しもの

ほっこり温まる具だくさんほうとう

①さつまいもは皮をむき、
5㎜幅の薄切り、大根は
5㎜幅の半月切り、キャ
ベツは食べやすい大き
さに切る。
②玉ねぎと生姜とにんに
くはすりおろす。
③アルミホイルに食べや
すい大きさに切った豚
肉、②を盛ってしっかり
と包み、フライパンに
1/3の高さまで水を入れ

①鶏肉は一口大に切る。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

て蓋をし、中火で10～12分蒸し焼きにする。
④器に③を盛り、Aをかけ、2等分に切ったミニトマ
トとパセリを添える。

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。

麓山高原豚
　ローススライス…150g
さつまいも（小）………… 1本
大根…………………… 150g
キャベツ……………… 1/4個
ミニトマト……………… 3個
パセリ………………お好みで
　　玉ねぎ……………… 30g
　　生姜………………… 10g
Ａ　にんにく…………… 10g　　しょう油……… 大さじ2
　　酢……………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1

生ほうとう…310g
食材油揚げ…2枚

鶏もも肉……………… 200g
かぼちゃ……………… 1/4個
人参…………………… 1/2本
長ねぎ………………… 1/2本

材料� 【約478kcal／1人分】

材料� 【約724kcal／1人分】

基本

基本

韓国風おやき

①	豚肉は食べやすい大きさ
に切る。
②	もやしはさっと洗い、水

気をきり、ニラは5㎝長さに切る。
③	ボールに卵を割りほぐし、水1/2カップを加えて混
ぜ、さらに小麦粉、中華スープの素、塩、こしょうを
加えてよく混ぜ、②の野菜も加えて混ぜ合わせる。
④	フライパンを熱してサラダ油をしき、①の豚肉を1
枚ずつ置き、③の生地を適量豚肉の上に丸く流し、
さらにその上に肉を1枚ずつのせる。残りも同様に
焼く。
⑤	焼き色がついたら裏返してさらに焼く。お好みで七
味唐辛子を振ってどうぞ。

はつ

麓山高原豚
バラスライス…150g

もやし………………… 1/5袋
ニラ…………………… 1/3束
卵………………………… 1個
小麦粉…………… 1/2カップ
中華スープの素…… 小さじ1
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
七味唐辛子…………お好みで

材料� 【約641kcal／1人分】

ねっぱり昆布と白菜の即席漬け
①白菜は繊維に直角に1
㎝幅に切る。大きめの
ビニール袋に塩と酢、
めんつゆを入れて混
ぜ、切った白菜を入れ
て全体に絡める。
②商品は軽く水洗いをし

いき

ねっぱり昆布…10g
白菜…………………… 300g
めんつゆ…………… 大さじ3
酢………………… 大さじ1/2
塩…………………………少々
赤唐辛子の輪切り…お好みで

材料� 【約39kcal／1人分】

て①に加え、混ぜ合わせ、赤唐辛子の輪切りを散
らして揉み込み、一晩置く。


