
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!

12

22

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

1/22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
お料理サラダスティックやお好み
の野菜を加えて恵方巻きにしてど
うぞ

銚子産天日干しいわし 150g 225g 300g 冷凍
銚子沖で水揚げされた真いわしを使用し、う
す塩味でソフトタイプの天日干しに仕上げま
した。解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

三陸・外洋産
さしみわかめ 50g 50g 100g 冷蔵 レシピ参照

お料理
サラダスティック 1p 2p 2p 冷蔵 黄肌鮪切りおとしとお好みの野菜と一

緒に恵方巻きにしてどうぞ

マス福豆 60g 60g 60g 常温
節分といえば「豆まき」！マスを
紙にしてかわいいデザインを施し
ました

2人用 1,525円  3人用 2,007円  4人用 2,478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

若鶏のソテー
（生姜味噌） 200g 300g 400g 冷凍

国産の鶏肩小肉を使用し、生姜の風味
豊かな味噌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

三田屋コロッケ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

味付いなり 1袋 2袋 2袋 冷蔵 お稲荷さんにしてどうぞ

マス福豆 60g 60g 60g 常温
節分といえば「豆まき」！マスを
紙にしてかわいいデザインを施し
ました

2人用 1,450円  3人用 2,116円  4人用 2,564円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産鶏むね肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

ねぎとろ 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

銚子産天日干しいわし 150g 225g 300g 冷凍
銚子沖で水揚げされた真いわしを使用し、う
す塩味でソフトタイプの天日干しに仕上げま
した。解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

緑の大地ボンレスハム 55g 73g 90g 冷蔵 レシピ参照

マス福豆 60g 60g 60g 常温
節分といえば「豆まき」！マスを
紙にしてかわいいデザインを施し
ました

2人用 1,353円  3人用 1,811円  4人用 2,257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。

油淋鶏

恵方巻き

①鶏肉は解凍し、切り込み
を入れて観音開きにし、
フォークで数ヶ所刺し
て穴を開け、Aをすり込
み、ビニール袋に入れて
冷蔵庫で15分程置く。

②トマトは半月切り、レタ
スは横1㎝幅に切る。

③長ねぎと生姜とにんに
くはそれぞれみじん切
りにし、Bと混ぜ合わせ
ておく。

④フライパンに多めの揚
げ油を入れて熱し、水気

①ねぎとろは解凍しておく。袋の端を
斜めに切り、絞り出せるようにする。

②卵は溶いて塩で調味し、フライパン
にサラダ油をひき、卵焼きを作り、
半分に切る。

③巻きすの上にのりをのせ、半量のす
し飯を広げて端を2㎝残す。

④具は全て2本分に分け、卵焼き、縦
に細切りにしたハム、縦に4等分し

を拭き取った①に片栗粉をまぶし、片面を5～6分
ずつ揚げる。

⑤器にトマト、食べやすく切った④の順に盛り、レタ
スを添えて③をかける。

たきゅうり、ねぎとろをのせて巻く。
⑤④を食べやすい大きさに切り、お好みでわさびしょう油をつ

けてどうぞ。

国産鶏むね肉…200g
トマト…………………… 1個
レタス…………………… 3枚
長ねぎ………………… 1/2本
にんにく………………… 10g
生姜……………………… 10g
片栗粉…………… 大さじ1/2
揚げ油…………………… 適量
　　塩…………………… 少々
Ａ　砂糖………… 小さじ1/3
　　酒……………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ4
　　酢……………… 大さじ3
Ｂ　砂糖…………… 大さじ3
　　ごま油………… 大さじ1
　　塩…………………… 少々

ねぎとろ…100g
緑の大地ボンレスハム

…55g
すし飯……………………300g
卵………………………… 1個
きゅうり……………… 1/2本
焼きのり………………… 2枚
塩………………………… 少々
サラダ油………………… 少々

材料� 【約394kcal／1人分】

材料� 【約445kcal／1人分】

基本

基本

まいたけと豚肉のしょうゆ炒め
①まいたけ、豚肉はそれぞ

れ一口大に切る。
②フライパンにごま油を熱

し、豚肉を炒める。色が
変わったら、まいたけを
加え、炒め合わせる。

③②の鍋肌からしょうゆ、
酒を回し入れ、絡める。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

まいたけ………………… 1p
ごま油……………… 大さじ1
しょうゆ…………… 大さじ2
酒…………………… 大さじ2

材料� 【約279kcal／1人分】

わかめのナムル

①わかめはたっぷりの水
につけて塩を抜き、食
べやすい大きさに切る。

②じゃがいもと人参はせ

いき

三陸・外洋産
さしみわかめ…50g

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

材料� 【約201kcal／1人分】

ん切り、ほうれん草は根元を落として5㎝の長さ
に切り、熱湯でさっと茹でて冷ます。

③Aを4等分にしてわかめ、ほうれん草、じゃがい
もと人参とそれぞれ和える。



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!

42

52

2

月

火

1/24木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

直火焼きハンバーグ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま湯せんで約12分温め
てどうぞ

縞ほっけ冷風干し
二枚卸 1枚 2枚 2枚 冷凍

脂ののった縞ほっけを二枚卸にし、天然塩に
漬け込んだ後、冷風でじっくりと干し上げま
した。解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

いかほたて
ミックス 新商品

150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

温野菜で食べる
蒸し鶏セット（たれ付） 140g 190g 190g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,637円  3人用 2,452円  4人用 2,754円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

赤魚半身 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

氷温造りシルバー
昆布白しょう油漬け 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

どさんコーン 4個 6個 8個 冷凍
十勝産とうもろこしをベースに北海道産の魚
肉すり身を加えて蒸し上げました。フライパ
ンで焼いても油で揚げても美味しく頂けます

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 1,601円  3人用 2,312円  4人用 2,688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

菜彩鶏むね肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

豚ミニ七味焼き 4枚 6枚 8枚 冷凍
国産豚肉を白しょう油、国産青ねぎ、七味唐辛子
などで仕上げた風味豊かな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

豚肉の豆鼓炒めセット 220g 300g 300g 冷凍
豆鼓とは黒大豆の発酵食品です。商
品を解凍後、お好みの野菜と一緒に
添付のタレを加えて炒めてどうぞ

ごぼうが香る和風
炊き込みご飯の素 新商品

2合用 3合用 4合用 冷凍
たっぷりの国産鶏肉と味のしみ込んだごぼうと油揚げが
入っただしの効いた醤油ベースの炊き込みご飯の素で
す。炊き上がりにお好みで三つ葉を散らしてどうぞ

2人用 1,699円  3人用 2,370円  4人用 2,820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。

温野菜で食べる蒸し鶏サラダ

ブロッコリーと魚介のガーリック炒め

①蒸し鶏は湯せんする。
②じゃがいも、人参は食べ

やすい大きさに切る。ブ
ロッコリーは小房に分
ける。

③②の野菜は全て茹でて
ザルに取る。

④ミニトマトは1個を4等
分に切る。

①商品は解凍しておく。
②にんにくは薄切りにする。ブ

ロッコリーは、茎から切り離し
食べやすい大きさにし、鍋に湯
を沸かし、塩を加えて茹でる。

③フライパンにオリーブオイル、
にんにくを入れて中火にかけ、
香りが立ったら①を入れて炒
める。

④③にブロッコリーを加え炒め

⑤皿に③、④、ヤングコーンを盛り付け、①をのせる。
最後に添付のたれをかける。

合わせたら、Aで味を調える。

温野菜で食べる蒸し鶏
セット(たれ付)…140g

じゃがいも……………… 2個
人参…………………… 1/3本
ブロッコリー………… 1/2株
ミニトマト……………… 4個
ヤングコーン………… あれば

いかほたてミックス
…150g

ブロッコリー………… 200g
にんにく………………… 1片
塩………………………… 少々
オリーブオイル…… 大さじ1
　　コンソメ顆粒
Ａ　　…………… 小さじ1/2
　　塩…………………… 少々
　　黒こしょう………… 少々

材料� 【約222kcal／1人分】

材料� 【約158kcal／1人分】

基本

基本

鶏ねぎごはん（みそ風味） はつ

菜彩鶏むね肉…200g
長ねぎ………………… 1/2本
　　味噌（あれば八丁味噌）
Ａ　  ……… 大さじ1と1/2
　　みりん………… 小さじ2
水………………… 1/2カップ
塩、こしょう………… 各少々
おろし生姜……………… 少々
ししとう………………… 6本
サラダ油………… 小さじ1/2
ご飯…………………… 2人分

材料� 【約549kcal／1人分】

シルバーの白菜巻き蒸し いき

氷温造りシルバー
　昆布白しょう油漬…2切
白菜……………………… 1枚
人参…………………… 1/3本
大根おろし……………… 40g
ゆず（搾り汁）……… 大さじ2
七味唐辛子………… お好みで
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ2
　　だし汁………… 大さじ3

材料� 【約200kcal／1人分】

①商品は解凍して2等分にする。
②白菜は縦4等分、人参は縦にピーラーでスライス

し、沸騰したお湯でさっと茹でて冷水にさらし、
水気を絞る。

③①に②を巻いて爪楊枝で止め、アルミホイルにの
せてしっかりと包む。

④フライパンに水を200㏄と③を入れ、蓋をして中
火で約10分蒸し焼きにする。

⑤小鍋にAを入れ、沸騰したら火を止めてゆずの搾
り汁と大根おろしを加え、お好みで七味唐辛子を
かける。

⑥器に④を盛り、⑤をつけてお召し上がり下さい。

①鶏肉は2㎝幅に切ってから1㎝幅のそぎ切りにする。
長ねぎは縦半分に切ってから斜め1㎝幅に切る。鶏
肉は､ 軽く塩、こしょうを振り、おろし生姜と一緒
にフライパンで焼き目がつくまで火を通す。

②鍋にAを入れて混ぜ、水を少しずつ加えてのばす。火
にかけて煮立て、鶏肉を加えて弱火で5分煮る。長ね
ぎを加えて汁がとろりとなるまで煮詰める。

③フライパンにサラダ油を熱し、ししとうを弱火で色
よく焼く。

④器にご飯を盛って②をかけ、③を添える。



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!

62

72

3

水

木

1/26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 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 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

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

塩麹が香る
カジキのハンバーグ 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

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 1,467円  3人用 2,344円  4人用 2,868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

鶏鍋セット
（もち巾着入り） 220g 270g 440g 冷凍 お好みの野菜とえのき、絹豆腐と

一緒に鍋にどうぞ

マカロニサラダ 120g 240g 240g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に和えてどう
ぞ

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 鶏鍋セット（もち巾着入り）と一
緒にお使いください

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 鶏鍋セット（もち巾着入り）と一
緒にお使いください

2人用 1,429円  3人用 1,973円  4人用 2,455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

海鮮つみれ鍋 154g 206g 258g 冷凍
素材の持ち味を生かしたえびつみれと
かにつみれにメーカーオリジナルのタ
レを添付いたしました

麓山高原豚
無塩せきフランク 新商品

4本 6本 8本 冷凍 レシピ参照

しめじ 100g 170g 170g 冷蔵 海鮮つみれ鍋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 海鮮つみれ鍋と一緒にご使用くだ
さい

2人用 1,595円  3人用 2,278円  4人用 2,740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。

豚肉と長芋のごま風味炒め
①長芋は短冊切りにする。
②フライパンにごま油を

入れて豚肉を炒め、2/3
程度火が通ったら長芋
を入れ、シャキシャキ感
を残すためにさっと炒
め合わせる。

③分量の塩、こしょうを
入れて混ぜ合わせ、最後

にめんつゆを入れてすぐ火を止めて器に盛る。
④最後にすりごまをふりかけてできあがり。
※あれば小ねぎの小口切りをのせても。

麓山高原豚肩切落し
…150g

長芋…………………… 300g
すりごま…………… 大さじ1
ごま油……………… 小さじ1
めんつゆ…………… 小さじ2
こしょう………………… 適量
塩………………… 小さじ1/2

材料� 【約326kcal／1人分】

基本

白菜のミルク煮
①白菜は2～3㎝幅に手でちぎり、軸と

葉に分ける。エリンギは縦4つに裂く。
フランクは縦半分に切り、斜めに切り
目を入れる。

②フライパンに白菜の軸、エリンギ、フ
ランク、水を入れて蓋をして強火にか
ける。煮立ったら中火にし、5分ほど
煮て、白菜の葉を加えて混ぜる。

麓山高原豚
　無塩せきフランク…4本
エリンギ………………… 1p
白菜…………………… 500g
水…………………… 1カップ
みそ………………… 大さじ2
牛乳………………… 1カップ
こしょう………………… 少々

材料� 【約274kcal／1人分】

基本

かじきハンバーグのきのこあんかけ
①フライパンにサラダ油

を熱し、冷凍のまま商
品に色目が付くまで両
面を焼く。

②①のフライパンに軸を
取り除いてほぐしたき
のことAを加え、蓋をし
てきのこがしんなりす
るまで煮る。

③②に水溶き片栗粉を加
え、とろみをつける。

いき

塩麹が香る
　カジキのハンバーグ…2枚
しめじ………………… 100g
えのき………………… 1/2袋
小ねぎ…………………… 2本
水溶き片栗粉……… 大さじ1
サラダ油…………… 小さじ1
　　だし汁………… 1カップ
　　みりん………… 大さじ3
Ａ　しょうゆ……… 大さじ3
　　砂糖…………… 大さじ1
　　塩…………………… 少々

材料� 【約291kcal／1人分】

④皿に③を盛り付け、小口切りにした小ねぎを散ら
す。

豚肉の一口ねぎカツ
①豚肉は半分に切り、塩、

こしょうする。長ねぎは
2～3㎝長さに切る。

②肉に長ねぎをのせてクル
クルと巻き、小麦粉、溶き
卵、パン粉の順に衣をつ
ける。

③ 揚 げ 油を中温（170℃～
180℃）に熱し、②を揚げ
る。

はつ

麓山高原豚
　バラスライス…150g
長ねぎ………………… 1/2本
小麦粉…………………… 適量
溶き卵………………… 1個分
パン粉…………………… 適量
塩、こしょう………… 各少々
揚げ油…………………… 適量

材料� 【約317kcal／1人分】

③再び煮立ったらみそを溶き入れ、牛乳を加えてひと煮立ちさせ、
器に盛って、こしょうをふる。



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!

82

92

4

金

土

1/29火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

オオメマトウ鯛切身 2切 3切 4切 冷凍 煮ても焼いても美味しく頂けます

白身魚あんかけセット 190g 250g 380g 冷凍 レシピ参照

ギバサの餃子巻 4本 6本 8本 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

いかサラダ 新商品 80g 80g 120g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に和えてどう
ぞ

2人用 1,476円  3人用 2,029円  4人用 2,720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

国産しいたけ肉詰め 4個 6個 8個 冷凍
国産しいたけに鶏肉ベースの調合ミンチを詰め
ました。しいたけは生しいたけを使用しており
ます。フライパンで焼いてどうぞ

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 1,489円  3人用 1,929円  4人用 2,590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

国産豚ばらスライス 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

目光丸干し 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

長ねぎたっぷり生餃子 8個 12個 16個 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど
うぞ

冷凍しじみ（宍道湖産） 100g 150g 200g 冷凍 砂抜きしたしじみです。冷凍のま
まみそ汁やスープにしてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,466円  3人用 2,215円  4人用 2,836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。

めひかりの南蛮漬け

白身魚のあんかけ

豚肉のおせんべい焼き

① 目光はあらかじめ解凍して余分な水
分を拭き取り、片栗粉をまぶしてお
く。

② 野菜はせん切りにする。玉ねぎは水
にさらした後、水気を切っておく。

③ 鍋に調味料Ａを入れ煮立たせ、耐熱
容器に移して②を浸しておく。

④ ①はカリッとするまで油で揚げ、③
の野菜を取り出したＡのみに浸す。

⑤ 皿に④を盛り付け、野菜をのせる。

①野菜は食べやすい大き
さに切る。

②商品を170℃～180℃
の揚げ油でカリッっと
揚げる。

③フライパンにサラダ油
をひき、①を炒めてしん
なりしてきたら添付の
タレを加えて炒め絡め
る。

①豚肉はＡに漬けておく。
②①のタレを軽く拭きと

り、片栗粉をまぶす。
③フライパンにサラダ油

を熱し、低温でカリッと
焼く。

④皿にレタスと③を盛り
合わせる。

④皿に②を盛り付け、③をかける。

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268kcal／1人分】

基本

いき

はつ

白身魚あんかけセット
…190g

玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/3本
ピーマン………………… 1個
サラダ油…………… 小さじ1
揚げ油…………………… 適量

麓山高原豚
　ももスライス…150g
片栗粉…………………… 適量
　　おろしにんにく
Ａ　　…………… 大さじ1/2
　　しょうゆ……… 大さじ1
サラダ油………………… 適量
レタス…………………… 適量

材料� 【約189kcal／1人分】

材料� 【約237kcal／1人分】

ほうれん草の肉そぼろがけ
①ほうれん草は塩（分量

外）を加えた熱湯で茹で
て水にとり水気を切っ
て食べやすく切る。

②長ねぎは白髪ねぎにし、
水にさらし水気を切っ
ておく。

③フライパンにサラダ油
とにんにくを熱し、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の白髪ねぎを乗せる。

国産豚ばらスライス
…160g

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）……… 8㎝

材料� 【約231kcal／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!

132

142

5

水

木

1/31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 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

下関産マアジ開き 4枚 6枚 8枚 冷凍 下関産のマアジを開きにしまし
た。フライや天ぷらにどうぞ

さわら西京漬け 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、調味液を拭き取り、弱火
のグリルで焼いてどうぞ

カニクリームコロッケ 2個 3個 4個 冷凍
濃厚な北海道牛乳で作ったこだわりのホワイトソー
スにカニを加えたクリームコロッケです。冷凍のま
ま170℃～ 180℃の油で揚げてどうぞ

北海道産
ボイルほたて（小） 100g 150g 150g 冷凍 レシピ参照

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 1,677円  3人用 2,396円  4人用 2,921円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

国産豚ばら・もも角切り 160g 240g 320g 冷凍 お好みの野菜と一緒にクリームシ
チューにしてどうぞ

豚肉の厚切り
味噌焼きの素 225g 300g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

ハートのコロッケ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

よだれ鶏の素セット 新商品 110g 180g 220g 冷凍 レシピ参照

直火焼　銀のクリーム
シチュールー 100g 150g 150g 常温

国産豚ばら・もも角切りとお好み
の野菜と一緒にクリームシチュー
にしてどうぞ

2人用 1,641円  3人用 2,316円  4人用 2,652円  

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

氷温造りシルバー
昆布白しょう油漬け 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど

うぞ

ハートのコロッケ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

中華くきわかめ 80g 100g 120g 冷蔵
三陸産の肉厚な茎わかめをごま油
で味付けして中華風に仕上げまし
た

ごぼうが香る和風
炊き込みご飯の素 新商品

2合用 3合用 4合用 冷凍 レシピ参照

2人用 1,629円  3人用 2,217円  4人用 2,796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。

ごぼうが香る和風炊き込みご飯
たっぷりの国産鶏肉と味のしみ込んだごぼうと油揚
げが入っただしの効いたしょう油ベースの炊き込み
ご飯です。今回は炊き上がりに1㎝長さに切った三
つ葉を混ぜ込みました。

基本

りんご入りつくねバーグ
①りんごは皮ごとみじん

切りにする。長ねぎも
みじん切りにし、大葉は
せん切りにして、生姜は
すりおろす。

②ボウルに解凍したひき
肉、りんご、長ねぎ、大葉、
卵白、塩、こしょう、片
栗粉を入れてよく練る。

③②を8等分にして、小判
型に成形したら、サラダ
油をひいたフライパンで
両面しっかりと焼く。焼
いている間にタレの材料
を混ぜ合わせておく。

④つくねに火が通ったら、余分な油を紙タオル等で
拭き取り、タレを入れて絡める。

⑤皿に盛り付け、白炒りごまをかけて、卵黄を添える。

福島県産豚ひき肉…200g
りんご………………… 1/4個
長ねぎ………………… 10㎝
大葉……………………… 4枚
生姜…………………… 1/2片
卵白…………………… 1個分
片栗粉……………… 大さじ2
塩、こしょう………… 各少々
サラダ油…………… 大さじ1
＜タレ＞
　　しょう油、酒、砂糖
　　　………… 各大さじ1/2
　　りんご（皮ごとすりおろし）
　　　………………… 1/4個
＜飾り＞
　　卵黄………………… 1個
　　白炒りごま………… 適量

材料� 【約415kcal／1人分】

基本

よだれ鶏
①商品は解凍して食べやす

い大きさに切る。
②レタスは食べやすい大き

さにちぎり、トマトは半
月型にスライスする。小
ねぎは小口切りにする。
貝割れ菜は根元を落とし
半分に切る。

はつ

よだれ鶏の素セット
…110g

レタス…………………… 2枚
トマト………………… 1/2個
貝割れ菜……………… 1/2p
小ねぎ…………………… 2本

材料� 【約122kcal／1人分】

ほたてのクリームシチュー いき

北海道産
　ボイルほたて（小）…100g

直火焼　銀のクリーム
シチュールー…100g

人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/2個
しめじ………………… 100g
牛乳………………… 200ml
水…………………… 600ml
バター…………………… 10g

材料� 【約432kcal／1人分】

①ほたては解凍しておく。人参はいちょう切り、玉
ねぎはくし形切り、しめじは軸を取り、ほぐして
おく。

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てきたら人参、しめ
じ、ほたてを加えて軽く炒める。

③②に水を加え、蓋をする。材料に火が通ったら牛
乳とシチュールーを加えてとろみが出るまで煮込
んだら出来上がり。

③皿にレタスとトマト、貝割れ菜を並べ、①を盛り付
ける。仕上げに添付のタレをかけ、小ねぎを散らす。

【約402kcal／1膳分】



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!

152

162

6

金

土

2/2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 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

白かれい切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

にしん味醂干し 新商品 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、フライパンか弱火のグリ
ルで焼いてどうぞ

さんまチーズサンド 4個 6個 8個 冷凍 フライパンで両面を焼いてどうぞ

鳴門産茎わかめ
やわらか煮 60g 80g 80g 冷凍

鳴門産わかめの茎の部分をカット
して、圧力釜で柔らかく煮込みま
した。

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,421円  3人用 2,057円  4人用 2,496円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

豚レバースタミナ炒め 225g 410g 550g 冷凍 ニラやもやしなどお好みの野菜と
一緒に炒めてどうぞ

にんにく入り餃子 8個 12個 16個 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど
うぞ

食材油揚げ 2枚 4枚 4枚 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 1,454円  3人用 2,282円  4人用 2,769円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産鶏手羽元 4本 6本 8本 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

国産豚肉の
甘辛みそ炒め（回鍋肉） 150g 200g 300g 冷凍 お好みの野菜と一緒に炒めてどう

ぞ

煮物セット
（もち巾着・京がんも） 各2個 各3個 各4個 冷凍 レシピ参照

いかサラダ 新商品 80g 100g 120g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に和えてどう
ぞ

2人用 1,647円  3人用 2,302円  4人用 2,998円  
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鶏手羽元と冬野菜の煮物

鮭の蒸し焼き

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鶏手羽元は解凍してお
く。人参は1㎝幅の輪切
りにして面取りをして耐
熱容器に移し、ラップを
して電子レンジ（500W）
で約3分加熱する。

③鍋にAの煮汁を煮立て、
②と煮物セットを並べ

①氷塩熟成鮭切身は解凍する。
②キャベツはザク切り、しいたけ

は石づきをとって薄切り、しめ
じは根元を切落してほぐす。

③フライパンに②を敷いて、①を
のせ酒をふり、蓋をして8分蒸
し焼きにする。

④梅干しは種をとってたたき、Ａ
と合わせる。

⑤③に④をかけて、さらに2～3

入れて落とし蓋をし、弱火で煮る。具材に火が通っ
たら①を加えて更に煮て味を含ませる。

分蒸し、お好みですだちを添える。

国産鶏手羽元…4本
煮物セット

　（もち巾着・京がんも）
…各2個

人参…………………… 1/2本
ほうれん草…………… 1/3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2

氷塩熟成新巻鮭切身…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258kcal／1人分】

材料� 【約223kcal／1人分】

基本

基本

フライドポークおろし和え
①大根はすりおろしてザル

にあけ、水気を切る。貝
割れ菜は根元を落として
半分に切る。

②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フライパンにサラダ油を
ひき、豚肉、油揚げを入れ
てカリッとするまで焼く。

はつ

麓山高原豚
　ローススライス…150g

食材油揚げ…2枚
大根…………………… 1/3本
貝割れ菜………… 1/2パック
　　酒……………… 大さじ2
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　酢　…………… 小さじ1
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約402kcal／1人分】

カレイの和風ムニエル
①商品は解凍後、水気を

拭き取り、塩、こしょ
うをし、小麦粉をまぶ
す。

②大根はすりおろす。
③フライパンにサラダ油

を熱し、①の両面をこ
んがりと焼く。

④皿に③を移し、②をの

いき

白かれい切身…2切
大根…………………… 10㎝
小ねぎ（小口切り）……… 4本
塩、こしょう………… 各少々
小麦粉…………………… 適量
サラダ油…………… 大さじ1
しょう油、みりん
　………………… 各大さじ1

材料� 【約249kcal／1人分】

せ、小ねぎを散らす。しょう油、みりんを合わせ
たものをかける。 ④ボウルに①、③、Aを加えて和える。



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!

182

192

7

月

火

2/5火

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

黄肌鮪切りおとし 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

さんまチーズサンド 4個 6個 8個 冷凍 フライパンで両面を焼いてどうぞ

黒豚入りシュウマイ 4個 6個 8個 冷凍 蒸しても油で揚げても美味しく頂
けます

2人用 1,622円  3人用 2,187円  4人用 2,721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

牛バラ煮込み用 170g 212g 340g 冷凍
牛肉とまいたけを加えた煮物が簡
単に作れる素です。お好みの野菜
と一緒に煮込んでどうぞ

生姜の香る
豚肉の醤油たれ焼き 150g 200g 300g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

ごぼうのピリ辛炒め 145g 230g 230g 冷凍
しゃきしゃきとした食感が残るように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。冷凍の
まま、ごぼうを揚げ焼きにし、タレを絡めてどうぞ

2人用 1,620円  3人用 2,133円  4人用 2,676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

北海道産塩ます切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

白エビのかき揚げ丼
セット（タレ付） 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

ツナマヨはんぺん焼き 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

くるみ小女子 60g 80g 80g 冷蔵 そのままでどうぞ

冷凍しじみ（大粒） 100g 130g 130g 冷凍
砂抜き済みのあさりです。冷凍の
まま沸騰したお湯に入れ、スープ
やみそ汁にしてどうぞ

2人用 1,685円  3人用 2,346円  4人用 2,855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。

肉じゃが

漬けまぐろのおろし丼

①豚肉は食べやすい大き
さに切る。じゃがいも、
人参、玉ねぎはそれぞれ
適宜に切る。

②鍋にサラダ油を熱し、豚
肉を加えて炒める。じゃ
がいも、人参、玉ねぎを
入れて炒め合わせ、Ａを
入れて、汁気がなくなる
まで煮る。

①商品は解凍して一口大
に切り、だししょう油
と練りわさびで和えて
冷蔵庫で15分置く。

②貝割れ菜は根元を落と
して半分に切り、大根お
ろしと一緒に①に和え
る。

③ご飯とすし酢を混ぜ合わせる。
④器に③を盛り、刻みのりをしいて②をのせる。

麓山高原豚
ももスライス…150g

じゃがいも……………… 2個
人参…………………… 1/2本
玉ねぎ………………… 1/2個
サラダ油…………… 大さじ1
　　だし汁………… 1カップ
Ａ　しょう油……… 大さじ3
　　砂糖、酒、みりん
　　　…………… 各大さじ1

黄肌鮪切りおとし…150g
大根おろし………… 大さじ6
貝割れ菜………………… 20g
ご飯…………………… 2膳分
すし酢……………… 大さじ1
刻みのり…………… 大さじ2
だししょう油……… 大さじ3
練りわさび………… 小さじ1

材料� 【約368kcal／1人分】

材料� 【約462kcal／1人分】

基本

基本

ミートボール
①ボウルに溶き卵と牛乳を

混ぜ、パン粉を加えてよ
くなじませる。

②別のボウルにひき肉を入
れて塩、こしょうを加え、
つかむように混ぜる。さ
らに①を加え、よく混ぜ
合わせてミートボールの
たねにする。

はつ

福島県産豚ひき肉…200g
溶き卵………………… 1個分
牛乳……………… 1/4カップ
パン粉…………… 3/4カップ
塩………………… 小さじ1/2
こしょう………………… 少々
サラダ油………………… 適量
揚げ油…………………… 適量

材料� 【約430kcal／1人分】

白エビのかき揚げ丼
①白エビのかき揚げは電

子レンジで温める。
②ボウルに温かいご飯を

入れ、白ごま、ごま油、
刻んだ大葉を入れて混
ぜる。

③丼に②を盛り付け、①

いき

白エビのかき揚げ丼
セット（タレ付）…2枚

大葉……………………… 4枚
温かいご飯…………… 2膳分
白ごま……………… 大さじ1
ごま油……………… 小さじ1

材料� 【約560kcal／1人分】

をのせ、添付のタレをかける。

③手のひらにサラダ油をつけ、②のたねをピンポン玉
くらいに丸める。

④揚げ油を中温に熱し、③を入れる。時々混ぜて空気
に触れさせながら揚げ、中まで完全に火が通ったら、
油をきって引き上げる。

※好みの野菜とトマトケチャップ、マスタード等を添
えてどうぞ。



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!

202

212

8

水

木

2/7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 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

真ほっけ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

目光丸干し 100g 150g 200g 冷凍 唐揚げや天ぷらにしてどうぞ

白身魚の白醤油漬け
（柚子風味） 150g 200g 300g 冷凍

助宗たらに特製の柚子果汁入りの
白醤油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

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

しそひじきご飯の素 120g 160g 160g 常温 温かいご飯に混ぜ合わせてどうぞ

2人用 1,489円  3人用 2,057円  4人用 2,606円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

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

黄金生姜入り
国産豚味噌焼き 150g 200g 400g 冷凍

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

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

子いももち 6個 9個 12個 冷凍 解凍後、フライパンで焼き、バター
しょう油を絡めてどうぞ

甘辛みそ 80g 100g 120g 冷蔵
温かいご飯のお共にはもちろんのこ
と、モロキュウや野菜炒め、子いもも
ちと炒め絡めても美味しく頂けます

2人用 1,510円  3人用 2,034円  4人用 2,758円  

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

豚肉の焙煎ごま鍋 185g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

骨取りサバの
玄米みそ漬 新商品

2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

エビチリ春巻 4本 6本 8本 冷凍
食材人気商品です！冷凍のまま
170℃～ 180℃の油で揚げてど
うぞ

えのき 200g 200g 200g 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 1,370円  3人用 1,902円  4人用 2,383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。

豚肉の焙煎ごま鍋

サバの玄米みそ漬

①豚肉の焙煎ごま鍋は解
凍する。お好みの野菜
は食べやすい大きさに
切る。えのきは軸を取
り、ほぐす。油揚げは
熱湯をかけて油抜きを
してから食べやすい大
きさに切る。

脂ののったサバの骨を取り除き、『からだ』に優しく、
『味』も優しい玄米みそに漬け込みました。解凍後、
弱火のグリルで焼いてお召し上がりください。

②鍋に水を入れて煮立たせ、添付のタレと豚肉を入
れる。再び沸騰したら野菜、えのき、油揚げを加
えて火を通らせる。

豚肉の焙煎ごま鍋…185g
えのき…200g
食材油揚げ…2枚

チンゲン菜……………… 2株
長ねぎ………………… 1/2本
人参…………………… 1/3本
水……………………… 400㏄

材料� 【約278kcal／1人分】

基本

基本

豚肉とかぼちゃの炒め煮
①かぼちゃは種とわたを取

り、一口大に切る。
②フライパンにごま油と

し ょ う が の 薄 切 り を 入
れ、香りが立ったら豚肉
を加えてよく炒める。か
ぼちゃを加えて炒め、A
を加え具材がひたる量の
水を加えて煮る。煮立っ

はつ

麓山高原豚
　肩ローススライス…150g
かぼちゃ……………… 1/4個
しょうがの薄切り
　………………… 1/2かけ分
ごま油……………… 小さじ1
Ａ　酒、しょう油、みりん
　　　………各大さじ1と1/3
しょうがのせん切り…… 少々

材料� 【約419kcal／1人分】

真ほっけの焼き浸し
①商品は解凍し、水気を

拭き取る。
②長ねぎは6等分に切っ

て グ リ ル で2～3分 焼
き、小松菜は沸騰した
お湯で1分茹でて冷水
にさらし、水気を絞っ
て4等分に切る。

③①は中火のグリルで片

いき

真ほっけ開き…2枚
長ねぎ………………… 1/3本
小松菜………………… 1/2束
かつお節　…………………2g
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
　　だし汁…………… 50㏄

材料� 【約164kcal／1人分】

面を2～3分ずつ焼き、骨を取って大きめにほぐ
す。

④鍋にAを入れ、沸騰したら火を止める。
⑤器に②と③を盛り、④をかけ、かつお節をかける。

たら火を弱め、汁気がなくなるまで煮る。
③器に②を盛り、しょうがのせん切りをのせる。

【約144kcal／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!

222

232

9

金

土

2/9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 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

うす塩味たら切身 2切 3切 4切 冷凍
お好みの野菜とえのき、木綿豆腐
と一緒にお好みの味付けで鍋にし
てどうぞ

氷温造りさばの梅煮 2切 3切 4切 冷凍 冷凍のまま湯せんで約7分

揚げずにそのまま
丸ごと海老フリッター 100g 100g 150g 冷凍 レシピ参照

えのき 200g 200g 200g 冷蔵
お好みの野菜とうす塩味たら切
身、木綿豆腐と一緒に鍋にお好み
の味付けで鍋にしてどうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,475円  3人用 2,015円  4人用 2,553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

豚肉の
オイスターソース煮 170g 195g 255g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と木綿豆腐

を合わせてどうぞ

しそ入り丸餃子 6個 9個 12個 冷凍
豚肉、鶏肉にキャベツ、玉ねぎなどを加え、
しそを効かせた具材をもちもちした皮で包み
ました。フライパンで焼いてどうぞ

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、
リン酸塩等の食品添加物を使用せ
ずに作ったポークウインナーです

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,544円  3人用 2,117円  4人用 2,615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

調理用するめいか
（下足無） 1尾 1尾 2尾 冷凍 レシピ参照

石狩産わかさぎ 100g 150g 200g 冷凍 天ぷらや唐揚げにしてどうぞ

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 1,514円  3人用 2,166円  4人用 2,833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。

豚でリング（玉ねぎの豚肉巻き）

いかとかぶのさっと煮

①Aは混ぜ合わせておく。
玉ねぎを輪切りにする。

②玉ねぎに肉を円になる
ように巻き、薄力粉をま
ぶす。

③フライパンにサラダ油
を熱し、②を入れて焼
く。表を返した時に酒
を加え、蓋をして蒸し焼
きにする。

④③に焼き色が付いたらA

①解凍したするめいかは水気をふ
き、輪切りにする。かぶはくし
形切りに、茎はざく切りにする。

②鍋にだし汁、酒、みりん、砂糖、
しょう油を合わせて煮立てる。
いかを加えさっと煮て、いった
ん取り出す。

③そのままの鍋にくし形切りにし

を加えて照りが出るまでタレを絡める。

たかぶを加え、落とし蓋をして強めの中火で煮る。
④煮汁が少なくなったら強火にし、するめいか、かぶの茎

を加え、さっと煮る。

麓山高原豚
バラスライス…150g

玉ねぎ…………………… 1個
薄力粉……………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ3
サラダ油…………… 小さじ1
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　みりん………… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ2

調理用するめいか
（下足無）…1尾

かぶ……………………… 2個
だし汁……………… 1カップ
酒…………………… 大さじ3
みりん……………… 大さじ2
砂糖………………… 大さじ2
しょう油…………… 大さじ2

材料� 【約491kcal／1人分】

材料� 【約266kcal／1人分】

基本

基本

豚肉とえのきのさんしょう炒め
①豚肉は3等分に切って酒

をふる。えのきは根元を
切る。

②フライパンにサラダ油を
熱し、①の豚肉を炒める。
肉の色が変わったらえの
きを加えて炒める。

③②にAと粉さんしょうを
加え、炒め合わせる。

※お好みで小ねぎを散らし
ても！

はつ

麓山高原豚
　ももスライス…150g
えのき…………………… 1袋
酒…………………… 大さじ2
粉さんしょう……… 小さじ1
　　しょう油……… 大さじ3
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ2
　　だし………… 小さじ1/2
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約244kcal／1人分】

海老フリッターのごちそうサラダ
① 海老フリッターは解凍

後そのまま食べられま
すが、冷凍のまま170℃
～180℃の油で一度揚
げる。

② 卵は茹で卵にし、縦4等
分にする。キャベツと
人参はせん切りにする。

いき

揚げずにそのまま丸ごと
　海老フリッター…100g
レタス…………………… 6枚
人参…………………… 1/3本
キャベツ……………… 100g
ミニトマト……………… 4個
卵………………………… 1個
お好みのドレッシング… 適量

材料� 【約176kcal／1人分】

③ 器に野菜を盛り付け、①と②の卵をのせ、周りに
レタス、ミニトマトを飾る。お好みのドレッシン
グをかけてどうぞ。



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!

252

262

10

月

火

2/14木

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

北海道産塩ます切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

ほたてクリーム
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

無着色たらこ 70g 70g 70g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,601円  3人用 2,092円  4人用 2,582円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

かつおたたき
大葉にんにく醤油たれ 170g 255g 340g 冷凍

解凍後、お好みの厚さに切り、玉
ねぎや水菜などお好みの野菜と一
緒にサラダ風にしてどうぞ

いか天ぷら 6個 9個 12個 冷凍 一度油でさっと揚げ、お好みのた
れをかけてどうぞ

かきの
旨味しょうゆ漬け 105g 140g 210g 冷凍 解凍後、そのままでどうぞ

2人用 1,633円  3人用 2,270円  4人用 3,041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

国産豚ばらスライス 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

豚ジンギスカン 200g 300g 400g 冷凍
豚ウデ肉で作るジンギスカン風の
炒め物の素です。解凍後、お好み
の野菜と一緒に炒めてどうぞ

十六雑穀と七野菜の
肉団子（甘酢あん）新商品

220g 330g 440g 冷凍
湯せんで約10分加熱後、白髪ね
ぎやスライスした玉ねぎを付け合
せにしてどうぞ

ハッシュポテト 4個 6個 8個 冷凍
外はカリッと、中はホクホクのポテトの
美味しさが詰まっています。オーブン
トースターやフライパンで焼いてどうぞ

2人用 1,682円  3人用 2,490円  4人用 3,279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。

韓国風豚こま団子

さといものたらマヨサラダ

①豚肉は塩、こしょうを
振ってよく揉み込み、一
口大に丸め、片栗粉を全
体にまぶす。

②Aは混ぜ合わせておく。
③フライパンにごま油を

ひき、①を焼く。色が変
わってきたら裏返し、全
体の色が変わるまで中
火のまま焼く。

④③に酒を入れて蓋をし、
中火で3分程蒸し焼きに
したら、Aを入れて炒め
合わせる。

①里芋は皮を剥き、鍋に里芋がか
ぶるくらいの量の湯を沸かし、
串が通るまで茹でて軽くつぶす。

②いんげんは塩茹でにして3cm幅
に切る。解凍したたらこは薄皮
を取り、マヨネーズと混ぜ合わ
せ、マヨソースを作る。

⑤皿にサニーレタスをしき、④を盛り付ける。

③4等分にした茹で卵、里芋、いんげん、たらマヨソースを
混ぜ合わせて器に盛り付ける。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

塩、こしょう………… 各少々
片栗粉……………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ1
ごま油……………… 大さじ1
サニーレタス…………… 2枚
　　豆板醤……… 小さじ1/2
　　しょう油…… 大さじ1/2
　　すりおろしにんにく
Ａ　　……………… 小さじ2
　　鶏ガラスープの素
　　　………………… 小さじ
　　砂糖…………… 小さじ1

無着色たらこ…70g
里芋…………………… 120g
いんげん………………… 2本
茹で卵…………………… 1個
マヨネーズ………… 大さじ2

材料� 【約255kcal／1人分】

材料� 【約209kcal／1人分】

基本

基本

白菜と豚ばらの煮物 はつ

国産豚ばらスライス
…160g

白菜…………………… 1/4株
昆布…………… 5～6㎝角1枚
＜煮汁＞
　　だし汁………… 2カップ
　　薄口しょう油… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ1
ゆずの皮みじん切り…… 適量
七味唐辛子……………… 少々

材料� 【約273kcal／1人分】

ぶりと冬野菜の粕煮 いき

ぶり切身…2切
大根…………………… 1/4本
人参…………………… 1/5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386kcal／1人分】

①ぶりは一口大に切り、熱湯をかけて、ザルにあけ
る。

②大根は7～8㎝厚さのいちょう切りにし、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②、③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。
⑤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。しょう油、塩で味を調
える。

⑥器に盛り、小口切りの小ねぎを散らす。

①白菜は根元の堅い部分を除き、縦3つに切ってから3
～4㎝幅のざく切りにする。豚肉は3～4㎝幅に切る。

②鍋に煮汁の材料を入れて火にかけ、豚肉と昆布を加
える。豚肉は菜箸で丁寧にほぐす。

③白菜を加え、落とし蓋をする。白菜がしんなりした
ら落とし蓋を取り、全体に煮汁が回るように混ぜな
がら火を通す。

④白菜が好みの歯ごたえになるまで煮て、昆布は取り
出して細く切り、鍋に戻す。

⑤器に盛り、ゆずの皮をのせ、七味唐辛子をふる。



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!

272

282

11

水

木

2/16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 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

北海道産さんま開き 2枚 3枚 4枚 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

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

野沢菜わさび 100g 100g 100g 冷蔵 温かいご飯にのせてどうぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,551円  3人用 2,167円  4人用 2,574円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

菜彩鶏もも肉 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

キムチ豚バラ丼セット 200g 300g 400g 冷凍
豚バラ肉のスライスと白菜キムチ
と甘辛のしょう油ダレのセットで
す

カレークノーデル 2個 3個 4個 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 お好みの野菜と一緒に煮込んでど
うぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,482円  3人用 2,240円  4人用 2,622円  

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

にしん味醂干し 新商品 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、弱火のグリルかフライパ
ンで焼いてどうぞ

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

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 1,566円  3人用 2,378円  4人用 2,900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。

豚ロースの味噌マヨホイル焼き

キャベツのサラダ

①玉ねぎを薄切りにする。
②豚肉は塩、こしょうを

両面に振る。Aは混ぜ合
わせておく。

③アルミホイルに①と②
をのせ、混ぜ合わせた
Aをかけ、アルミホイル
で包み、トースターで約
15分焼く。

①キャベツを5㎜幅に切
る。

②商品は食べやすい大き
さにほぐす。

③ボウルに①と②、ツナ、
Aを加えて和える。

※お好みで盛り付けた後、
白炒りごまを散らして
お召し上がり下さい。

④仕上げに小ねぎを散らす。

麓山高原豚
　ローススライス…150g
玉ねぎ………………… 1/2個
小ねぎ…………………… 2本
塩、こしょう………… 各少々
　　みそ………… 大さじ1/2
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ1
　　ごま油………… 小さじ2

お料理
　サラダスティック…1p
キャベツ………………… 3枚
ツナ……………………… 40g
　　マヨネーズ…… 大さじ2
　　めんつゆ……… 小さじ1
Ａ　砂糖………… 小さじ1/2
　　ごま油………… 小さじ1
　　白炒りごま… 大さじ1/2
　　塩、こしょう…… 各少々

材料� 【約305kcal／1人分】

材料� 【約217kcal／1人分】

基本

基本

さんまの混ぜごはん

鶏もも肉のとろとろ玉ねぎ煮

①さんま開きは焼いてほ
ぐしておく。

②鍋に①とAを入れて中火
で約2分煮る。

③②をご飯に混ぜ、器に盛
り、白ごま、せん切りに
した生姜、食べやすい大
きさに切った三つ葉を
のせる。

①フライパンにサラダ油を熱し、薄切
りにした玉ねぎを焦げないよう中火
で薄く色づくまで炒める。

②鶏もも肉の皮を下にして、①の上に
乗せ蓋をして15分ほど弱火で蒸し焼
きにする。

③酒としょう油を回しかけ、玉ねぎを
焦げないように混ぜる。蓋を取り、中火で煮汁がなくなるまで
煮詰める。

④鶏肉を食べやすく切って器に盛り、小ねぎの小口切りを乗せる。

いき

はつ

北海道産さんま開き…2枚
生姜……………………… 1片
三つ葉…………………… 適量
ご飯…………………… 2膳分
白ごま…………… 小さじ1/2
Ａ　ごま油、酒、しょう油、　
　　みりん…… 各大さじ1/2

菜彩鶏もも肉…200g
玉ねぎ…………………… 1個
サラダ油…………… 大さじ1
酒……………………… 30㏄
しょう油…………… 大さじ1
小ねぎの小口切り……… 適量

材料� 【約675kcal／1人分】

材料� 【約244kcal／1人分】


