
4 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島の希望小売価格です。

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!

14

24

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

紅鮭切身（加塩） 2切 3切 4切 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

数の子松前漬 2個 3個 4個 冷凍
歯応えの良い数の子に北海道産の昆布とス
ルメを合わせ、特製の調味液を使用して仕
上げました。温かいご飯にのせてどうぞ

ほたての
炊込みご飯の素 2合用 3合用 4合用 冷凍

ほたてとメーカーオリジナルの炊き込み
ご飯のタレをセットにしました。風味豊
かなほたての香りをお楽しみください

2人用 1,602円  3人用 2,318円  4人用 3,033円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

国産豚ばらスライス 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

手造りチキンカツ 2枚 3枚 4枚 冷凍
鶏むね肉を1枚ずつ丁寧にさばき、食べやすくそし
て食べ応えのあるチキンカツにしました。冷凍の
まま170℃～ 180℃の油で揚げてどうぞ

ささがきごぼう揚げ 100g 130g 130g 冷凍
商品を解凍後、フライパンで焼
き、お好みでごま油、一味唐辛子
を振ってどうぞ

トマトスパゲティ 120g 240g 240g 冷蔵 チキンカツの付け合せにどうぞ

2人用 1,597円  3人用 2,256円  4人用 2,716円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

1

月

火

3/19火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

煮込みハンバーグ 300g 450g 600g 冷凍 レシピ参照

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

うぞ

筍と菜の花の
しんじょう

130g
（2袋）

195g
（3袋）

260g
（4袋） 冷凍

春を彩る、筍、菜の花、桜えびを使
用した季節感たっぷりのしんじょ
うです。湯せんしてどうぞ

スパゲティサラダ 120g 120g 120g 冷蔵 お好みの野菜と一緒にサラダにし
てどうぞ

新物産直めかぶ
（タレ付） 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

2人用 1,593円  3人用 2,193円  4人用 2,797円  



5
●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。

煮込みハンバーグ

めかぶと香味野菜の和え物

①野菜は食べやすい大き
さに切り、しめじは軸
を除いてほぐす。
②フライパンにバターを
半量加えて熱し、①を炒
めて一度皿に取り出す。
③②のフライパンに残り

①商品は解凍してタレと
和える。
②きゅうりは5㎜角、みょ
うがは縦半分に切って
小口切り、生姜はみじん
切り、梅干しは種を取っ
て包丁の背でたたく。
③器に①と②を盛り、卵黄

のバターを加え、解凍した商品を入れて両面に色
目が付くまで焼く。
④③のフライパンに添付のタレ、水、②を加えて、商
品に火が通るまで煮込む。

をのせてかつお節をかける。

煮込みハンバーグ…300g
人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/2個
しめじ………………… 1/2株
水……………………… 100㏄
バター…………………… 20g

新物産直めかぶ
（タレ付）…2個

きゅうり……………… 1/2本
みょうが………………… 2本
生姜……………………… 10g
梅干し…………………… 1個
卵黄……………………… 2個
かつお節…………………適量

材料� 【約634kcal／1人分】

材料� 【約100kcal／1人分】

基本

基本

アスパラ入り春肉じゃが

国産豚ばらスライス
…160g

じゃがいも……………… 2個
アスパラガス……… 2～3本
だし汁……… 1と1/2カップ
しょう油…………… 大さじ1
塩…………………………少々

材料� 【約433kcal／1人分】

にかけ、煮立ったら弱火にして4～5分間煮る。
③豚肉を加え、じゃがいもが柔らかくなるまで煮て、
アスパラガスを加えてさっと煮たら火を止める。

①じゃがいもは6～8つ割
りに切る。アスパラガス
は根元が堅ければ皮をむ
き、3㎝長さの斜め切りに
する。豚肉は食べやすい
大きさに切る。
②鍋にだし汁、じゃがいも、
しょう油、塩を加えて火

はつ紅鮭のオリーブオイル焼き
①紅鮭は解凍して水気を
拭き取り、塩、こしょ
うを振り、小麦粉を薄
くまぶす。
②鍋に水と塩少 （々分量
外）を入れ、沸騰したら
小房に分けたブロッコ
リーを入れてさっと茹
でる。

いき

紅鮭切身（加塩）…2切
ブロッコリー………… 1/4房
ミニトマト……………… 4個
レモン………………… 1/4個
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………………適量
オリーブ油………… 大さじ1

材料� 【約185kcal／1人分】

③フライパンにオリーブ油を入れて熱し、①を中火
で2分焼き、裏返して蓋をし、弱火で2～3分焼く。
④器に薄切りにしたレモン、③の順に盛り付け、②
とミニトマトを添える。



6 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島の希望小売価格です。

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!

34

44

2

水

木

3/23土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

アブラカレイ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

かぼちゃコロッケ 新商品 2個 3個 4個 冷凍
国産のかぼちゃを主原料とした昔懐かしい
かぼちゃコロッケです。冷凍のまま170℃
～ 180℃の油で揚げてどうぞ

野沢菜わさび 100g 100g 100g 冷蔵
野沢菜の食感とわさびの風味が良
く合います。温かいご飯に合わせ
てどうぞ

2人用 1,458円  3人用 1,935円  4人用 2,408円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

するめいか冷風干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

アジフライ　開き 2枚 3枚 4枚 冷凍
生の原料を鮮度の良い状態で開き、フラ
イ用に加工しました。冷凍のまま170℃
～ 180℃の油で揚げてどうぞ

ごぼうちぎり天 150g 200g 200g 冷凍
良質な無リンのすり身に国産のごぼうと人参を
ふんだんに使用し、隠し味にごま油を使用しま
した。フライパンで少し焼いてどうぞ

十三浜産生わかめ 40g 50g 60g 冷蔵
宮城県十三浜産の肉厚で弾力のあるわか
めを40％以下の食塩で仕上げました。お
好みの野菜と一緒にサラダにしてどうぞ

2人用 1,420円  3人用 2,144円  4人用 2,352円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩切落し 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

麓山高原豚使用
ハンバーグ 2個 3個 4個 冷凍

福島県の銘柄豚である麓山高原豚を使
用したハンバーグです。ジューシーな
豚肉の旨味をお楽しみ下さい

豚モモ肉の
醤油糀だれ焼き 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

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

2人用 1,295円  3人用 1,873円  4人用 2,267円  

はつらつ お肉コース



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。

豚肉の中華炒め

アブラカレイの和風ソースがけ

①豚肉は食べやすい大き
さに切り、塩、こしょう
を振る。
②アスパラガスはがくを
取って2～3㎝の斜め切
り、しめじは小房に分
ける。
③長ねぎと生姜とにんに
くはみじん切り、赤唐辛
子は小口切りにする。
④フライパンにごま油を
入れて熱し、③を入れて
弱火で1～2分炒め、香
りが出てきたら①と②

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1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、取り
出す。
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分煮詰める。
⑤器に③を盛り、アブラカレイに④をかける。

を入れて強火で1～2分炒める。
⑤④にAを加え、中火で2～3分煮込み、Bを回しかけ
てさっと混ぜる。

麓山高原豚
　ローススライス…150g
アスパラガス…………… 4本
しめじ…………………… 50g
長ねぎ………………… 10㎝
生姜……………………… 10g
にんにく………………… 1片
赤唐辛子……………… 1/2本
塩、こしょう…………各少々
ごま油……………… 大さじ1
　　鶏がらスープの素
Ａ　　…………… 小さじ1/2
　　水………………… 50㏄
Ｂ　片栗粉……… 大さじ1/2　　水…………… 大さじ1/2

アブラカレイ切身…2切
長ねぎ………………… 1/3本
さつまいも…………… 150g
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……………… 15g
　　しょう油……… 小さじ1
Ａ　酒…………… 大さじ1/2
　　みりん……… 大さじ1/2
　　柚子胡椒…………あれば

材料� 【約281kcal／1人分】

材料� 【約146kcal／1人分】

基本

基本

豚肉と里芋の煮物 はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

里芋…………………… 300g
生しいたけ……………… 4枚
　　だし汁…………… 300㏄
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 大さじ1
塩………………… 小さじ1/2

材料� 【約321kcal／1人分】

①里芋はよく洗い皮を剥き、ボウルに入れて塩でもみ、
ぬめりを取って、水で洗い流す。生しいたけは石づ
きを取る。
②鍋に里芋がひたひたにかぶるくらいの水を入れ、5
分程下茹でして、ザルに上げて水気を切る。
③Aを鍋に入れて中火にかけて里芋を入れ、柔らかく
なってきたら豚肉、生しいたけを加えて15分程煮
る。

するめいかのカラフルバター醤油炒め
①商品は解凍して食べや
すい大きさに切り、こ
しょうで下味をつける。
②ピーマンは種を除き、
細切りにする。
③フライパンにバターを
ひき、①と②を炒め、A
で味を調える。

いき

するめいか冷風干し…1枚
お好みのピーマン……… 3個
バター…………………… 20g
こしょう…………………少々
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約175kcal／1人分】



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の希望小売価格です。

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!

54

64

3

金

土

3/26火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

赤魚みりん干し 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

野菜たっぷり和風信田 1個 2個 2個 冷凍
彩りの良い野菜の入った炒り豆腐を油揚
げに詰めました。お好みの野菜と一緒に
煮物やフライパンで焼いてどうぞ

冷凍大和しじみ 100g 150g 150g 冷凍
新物原料を使用の砂抜きしじみで
す。冷凍のまま沸騰したお湯に入
れ、味噌汁にしてどうぞ

2人用 1,354円  3人用 2,013円  4人用 2,283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

氷温造りシルバー切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

油カレイみりん漬 新商品 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルかフライパ
ンで焼いてどうぞ

筍と菜の花の
しんじょう

130g
（2袋）

195g
（3袋）

260g
（4袋） 冷凍

春を彩る、筍、菜の花、桜えびを使
用した季節感たっぷりのしんじょ
うです。湯せんしてどうぞ

まいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,287円  3人用 1,831円  4人用 2,288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

野菜と炒める
肉味噌豆腐の素 140g 210g 280g 冷凍

大きめに挽いた豚挽肉にメーカーオリジナルのやや
甘口の味噌たれで味付けしました。お好みの野菜と
水切りした木綿豆腐と一緒に炒めてどうぞ

キャベツ焼売 4個 6個 8個 冷凍
食感豊かなざく切りきゃべつをふ
んだんに使用した焼売です。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

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,266円  3人用 1,777円  4人用 2,137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。

赤魚みりん干し
脂のりの良い赤魚を切身にしてメーカーオリジナル
のみりん調味液に漬け込みました。商品を解凍後、
弱火のグリルで焼いてお召し上がり下さい。

基本

玉ねぎソースで食べる鶏むねソテー

菜彩鶏むね肉…200g
しめじ…100g

玉ねぎ………………… 1/2個
ブロッコリー………… 1/3株
トマト………………… 1/8個
酒…………………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
　　塩…………… 小さじ1/4
Ａ　黒こしょう…………少々　　すりおろし生姜
　　　……………… 小さじ1
　　しょう油……… 大さじ2
Ｂ　みりん………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約376kcal／1人分】

③熱したフライパンにサラダ油を入れ、①を入れて両
面に焼き目がついたら酒を加えて蓋をし、弱火で10
分蒸し焼きにする。
④③に火が通ったら、一度皿に取り出す。同じフライ
パンに②を加えて炒める。
⑤④に鶏肉とBを加えてひと煮立ちさせ、食べやすい
大きさに切り、茹でたブロッコリーとくし形切りに
したトマトと一緒に皿に盛り付ける。最後にソース
をかける。

①鶏肉は解凍して全面に
フォークで穴を開け、A
を揉み込む。
②しめじは石づきを切り落
とし手でほぐす。玉ねぎ
はすりおろす。

はつシルバーのみぞれ汁
①シルバー切身は解凍
後、骨はそぎ取り、2㎝
角に切り、塩少々をふっ
てしばらくおく。
②たっぷりの熱湯に①を
入れ、表面の色が変わっ
たら取り出し、水気を
きっておく。
③長ねぎは2㎝長さのぶ
つ切りにする。まいた

いき

氷温造りシルバー切身
…2切

まいたけ…1p
長ねぎ………………… 1/2本
大根…………………… 1/4本
大根の葉…………………適量
だし汁……… 2と1/2カップ
生姜の薄切り…………… 2枚
酒…………………… 大さじ1
塩…………………………適量

材料� 【約202kcal／1人分】

けは食べやすい大きさにほぐす。
④大根はすりおろし、軽く水気をきる。大根の葉は
さっと茹で、細かく刻む。
⑤鍋に②と③、だし汁、生姜を入れて火にかけ、煮
立ってきたら酒をふり、火を弱めて煮て、塩で調
味する。④を加えてひと煮立ちさせ、器に盛る。

豚肉のたっぷりにらのせ
①豚肉は5～6㎝長さに切
り、塩、こしょう各少々
をふる。
②にらは3～4㎝長さに切
る。人参は3～4㎝長さ
の短冊切りにする。
③鍋に湯を沸かし、塩少々
を入れて人参、にらの
順に茹でる。ざるに取
り、水気をきる。

④ボウルに③を入れ、Ａを加えて和える。
⑤フライパンにサラダ油を熱し、①をカリッと焼い
て器に盛り、④を添える。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

にら……………………… 1束
人参…………………… 1/3本
　　ごま油………… 大さじ1
Ａ　しょう油…大さじ1と1/2
　　酢…………… 大さじ1/2
塩、こしょう…………各適量
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約247kcal／1人分】

基本

【約226kcal／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の希望小売価格です。

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!

84

94

4

月

火

3/28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
バラスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産豚ばら厚切り
スタミナ源たれ焼き 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

はんぺん
肉みそフライ 新商品

2個 3個 4個 冷凍
ふわふわのはんぺんに中華風のメーカーオリジ
ナルの肉みそを挟みフライにしました。冷凍の
まま170℃～ 180℃の油で揚げてどうぞ

コーンスープの素 新商品 150g 300g 300g 常温
牛乳をご用意頂くだけで簡単にご
家庭でコーンスープがご賞味頂け
ます

2人用 1,623円  3人用 2,393円  4人用 2,812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

焼肉ビビンバ丼セット 185g 275g 370g 冷凍 レシピ参照

紅鮭切身（加塩） 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

とびうお丸天 2枚 3枚 4枚 冷凍 フライパンで焼いてどうぞ

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 納豆と合わせたりお好みの野菜と
一緒に和え物にどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,548円  3人用 2,318円  4人用 2,920円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ねぎとろ 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、わさびしょう油をつけて
どうぞ

赤魚本仕込み粕漬 2切 3切 4切 冷凍
メーカーオリジナルの酒粕と塩麹を使用
した調味液に赤魚を漬け込みました。解
凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

ほっき貝グラタン 2個 3個 4個 冷凍
ほっき貝のひもの食感を大事に作
りました。オーブントースターで
約15分焼いてどうぞ

愛知県産
あきあみ釜揚げ 新商品

40g 80g 80g 冷凍 レシピ参照

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,521円  3人用 2,325円  4人用 2,881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。

紅鮭とたけのこのみぞれがけ
①商品は解凍して水気を拭き
取り、小麦粉を薄くまぶす。
②たけのこは食べやすい大き
さに切る。
③大根はすりおろし、小ねぎ
は小口切りにする。
④フライパンにバターを入れ
て熱し、①と②を中火で片
面2～3分ずつ焼き、皿に盛
る。

⑤フライパンにAと③を入れてさっと温め、④にかける。

紅鮭切身（加塩）…2切
たけのこ……………… 150g
大根……………………… 80g
小ねぎ…………………… 2本
小麦粉……………… 大さじ1
バター…………………… 10g
Ａ　ポン酢………… 大さじ4
　　ごま油………… 大さじ1

材料� 【約246kcal／1人分】

基本

焼肉ビビンバ丼
①商品は解凍しておく。
②人参は細切り、玉ねぎは
薄切りにする。
③フライパンにサラダ油
を熱し、豚肉を炒め別皿
に移す。
④②の野菜を炒め、ナムル

を加えてさらに炒める。③の豚肉を戻しタレを絡
めて仕上げにごま油をまわし入れる。
⑤ご飯の上に④を盛る。

焼肉ビビンバ丼セット
…185g

人参…………………… 1/3本
玉ねぎ………………… 1/2個
サラダ油………… 大さじ1/2
ご飯…………………… 2膳分

材料� 【約634kcal／1人分】

基本

豚肉のねぎ塩炒め
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

はつ

麓山高原豚
バラスライス…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396kcal／1人分】

細切り人参とあきあみのかき揚げ
①人参はスライサーで極
細切りにする。葉はざ
く切りにする。
②Aを合わせた衣に①と
あきあみ釜揚げを加え
て軽く混ぜる。
③揚げ油を熱し、②をス

いき

愛知県産
　あきあみ釜揚げ…40g
人参（葉付き）…………… 1本
揚げ油……………………適量
Ａ　小麦粉……………… 50g　　冷水……………… 30㏄

材料� 【約236kcal／1人分】

プーンなどですくって入れ、じっくりと火を通し、
上下を返して揚げる。

炒め、Aを加えてさっと炒め合わせる。



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の希望小売価格です。

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!

104

114

5

水

木

3/30土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

塩いわし 2尾 3尾 4尾 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

助宗たら切身 2切 3切 4切 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。フライパンで焼いても
油で揚げても美味しく頂けます

梅おにぎり昆布 60g 60g 60g 冷蔵
北海道産の昆布を細かく刻み、紀州産
の梅も加え、風味豊かに仕上げまし
た。温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,272円  3人用 1,758円  4人用 2,266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 お好みの野菜と一緒に野菜炒めに
してどうぞ

豚肉ときくらげの
中華炒め 新商品

180g 225g 360g 冷凍 レシピ参照

筍と菜の花の
しんじょう

130g
（2袋）

195g
（3袋）

260g
（4袋） 冷凍

春を彩る、筍、菜の花、桜えびを使
用した季節感たっぷりのしんじょ
うです。湯せんしてどうぞ

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,351円  3人用 1,753円  4人用 2,296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

福島県産米粉入り
もっちり餃子 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

するめいか冷風干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

きのこと炒める
豚バラ肉の甘旨生姜焼き 150g 200g 200g 冷凍 レシピ参照

国産大豆三角油揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

まいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,412円  3人用 2,002円  4人用 2,401円  
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●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

玉ねぎといかの生姜炒め

豚バラ肉の甘旨生姜焼き

たらのチーズムニエル

豚肉ときくらげの中華炒め

①するめいかは解凍して
食べやすい大きさに切
る。
②玉ねぎはくし形切り、小
松菜はざく切り、生姜は
せん切りにする。三角
油揚げも食べやすい大
きさに切る。　
③フライパンにサラダ油

①きのこと炒める豚バラ
肉の甘旨生姜焼きは解
凍する。
②まいたけは食べやすい
大きさにほぐす。もや
しはひげ根を除き、流水
で洗い水気を切る。

①助宗たら切身はあらか
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

①商品は解凍しておく。
②玉ねぎはくし形切り、卵
は割りほぐしておく。
③フライパンにサラダ油
をひき、溶き卵を入れて
大きな炒り卵を作り、一
度皿に取り出す。

を熱し、生姜を炒め、香りが立ったら玉ねぎを加え
て炒める。　
④玉ねぎがしんなりしたら、いか、小松菜、三角油揚
げを入れて炒め、Aを加えて更に炒め合わせる。

③フライパンにサラダ油をひき、①を炒め、ある程
度火が通ってきたら②を加えて炒め合わせる。

する。
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。

④③のフライパンに①と玉ねぎを加えて炒め、火が
通ったら炒り卵を加えて絡める。

するめいか冷風干し…1枚
国産大豆三角油揚げ…1枚

玉ねぎ………………… 1/2個
小松菜………………… 100g
生姜……………………… 1片
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1

きのこと炒める豚バラ肉
　の甘旨生姜焼き…150g

まいたけ…1p
もやし………………… 200g
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約241kcal／1人分】

材料� 【約288kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

助宗たら切身…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

豚肉ときくらげの
中華炒め…180g

鶏卵…2個
玉ねぎ…………………… 1個
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約203kcal／1人分】

材料� 【約305kcal／1人分】



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の希望小売価格です。

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!

124

134

6

金

土

4/2火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩切落し 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

氷温造りシルバー切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

国産鶏せせり
塩こうじ焼き 100g 200g 300g 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
手作りつくだ煮 1袋 1袋 1袋 常温 ご家庭で佃煮が作れるキットです

2人用 1,320円  3人用 1,806円  4人用 2,297円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

アブラカレイ切身 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

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

卵とうふカップ入 2個 3個 4個 冷蔵
生卵をふんだんに使い、リン酸塩
不使用の卵とうふです。添付のタ
レをかけてどうぞ

2人用 1,262円  3人用 1,617円  4人用 2,193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

肉団子の塩炒めセット 110g 180g 220g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

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

おさつもち 2個 3個 4個 冷凍
北海道産のじゃがいもと国産のさつまいもを
蒸し上げ、練り上げました。フライパンに多
めの油をひき、バターしょう油でどうぞ

2人用 1,330円  3人用 1,849円  4人用 2,309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。

シルバーとなすの黒酢炒め
①シルバーは1切を3～4つに切る。ボウル
にAを合せてシルバーを入れ、上下を返
して10分ほどおく。
②なすはへたを切り、縞目に皮をむいて大
きめの乱切りにし、ピーマンは縦半分に
切ってへたと種を取り、4等分に切る。
③ボウルにBを入れ、よく混ぜ合せる。
④フライパンに揚げ油を入れて高温に熱
し、なす、ピーマンを入れてしんなりす
るまで2～3分揚げ、取り出す。
⑤続けて①のシルバーに片栗粉を加えて
混ぜ、中温に下げた揚げ油に入れて色よ
くカリっと揚げ、取り出す。
⑥フライパンの油をあけ、③を入れて煮立

て、シルバー、野菜を加えて混ぜ合せながらからめ、火を止める。

氷温造りシルバー切身
…2切

なす……………………… 2本
ピーマン………………… 50g
片栗粉……………… 大さじ2
　　酒…………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　おろしにんにく、生姜汁
　　　…………………各少々
　　ごま油………… 小さじ1
　　黒酢…………… 大さじ4
　　砂糖…………… 大さじ3
Ｂ　しょう油……… 大さじ1
　　水……………… 大さじ2
　　こしょう……………少々
揚げ油……………………適量

材料� 【約308kcal／1人分】

基本

豚肉のミルフィーユロールキャベツ風
①生姜は薄切りにする。
②キャベツの葉の間に豚
肉を1枚ずつと生姜を適
量挟む。
③鍋にＡを入れ沸騰した
ら②を入れて蓋をし、弱
火で15～20分煮込み、
塩をふって味を調える。
④③を切り分け、器に盛
る。

※好みで粗挽き黒こしょうをふる。

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ……………… 1/2個
生姜……………………… 15g
塩…………………………少々
粗挽き黒こしょう………少々
　　コンソメ固形……… 2個
Ａ　水………………… 600㏄
　　酒………………… 50㏄

材料� 【約278kcal／1人分】

基本

豚肉と春野菜の味噌炒め

麓山高原豚
　ローススライス…150g
じゃがいも……………… 2個
いんげん………………… 8本
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

材料� 【約454kcal／1人分】

振ってから、片栗粉を薄くまぶす。
②じゃがいもは皮つきのまま5㎜幅に切り、電子レン
ジ（500W）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を入れ
て両面焼いて取り出す。
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。

①豚肉は食べやすい大きさ
に切り、塩、こしょうを

はつカレイの香味油かけ
①玉ねぎは薄切りに、人
参はせん切りにする。
絹さやは筋を取り、熱
湯で塩茹でし、斜めせ
ん切りにする。
②カレイは下味の材料を
絡めて15分程おく。
③②のカレイの水気を拭
き、片栗粉を薄くまぶ
し、中温の油でカラリ
と揚げる。
④器に③をのせ、①の野
菜をのせる。
⑤フライパンにごま油を

いき

アブラカレイ切身…2切
＜下味＞
　　酒、しょう油…各大さじ1
　　生姜汁、ごま油、こしょう
　　　…………………各少々
片栗粉……………… 大さじ1
玉ねぎ………………… 1/4個
人参…………………… 1/4本
絹さや…………………… 30g
ごま油……………… 大さじ1
生姜…………………… 1/3片
赤唐辛子……………… 1/2本
揚げ油……………………適量
Ａ　しょう油、酢…各大さじ1　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約181kcal／1人分】

熱し、生姜のせん切り、赤唐辛子の輪切りを入れ
て香りがたったらAを加え、アツアツを④にかけ
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の希望小売価格です。

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!

154

164

7

月

火

4/4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

アジフライ　開き 2枚 3枚 4枚 冷凍
生の原料を鮮度の良い状態で開き、フラ
イ用に加工しました。冷凍のまま170℃
～ 180℃の油で揚げてどうぞ

キャベツ焼売 4個 6個 8個 冷凍
豚肉をベースに大きめにカットした
シャキシャキのキャベツを混ぜ込みま
した。フライパンで焼いてどうぞ

ホッキ貝サラダ 80g 100g 120g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,429円  3人用 1,912円  4人用 2,358円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

しまほっけ半身干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

ギンポウ味噌漬 新商品 2切 3切 4切 冷凍
ボウズギンポウの切身をメーカーオリジナ
ルの味噌タレに漬け込みました。解凍後、
弱火のグリルかフライパンで焼いてどうぞ

イカ生姜醤油漬 160g 220g 270g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

あじと
3種の野菜マリネ 新商品

120g 120g 120g 冷凍
りんご酢を使用しているため、まろ
やかな酸味です。解凍後、お好みの
野菜を加えてサラダにしてどうぞ

2人用 1,481円  3人用 2,068円  4人用 2,324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

豚ばら・もも角切り 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

若鶏の九条ねぎ
西京味噌焼 180g 250g 400g 冷凍

国産鶏肉に九条ねぎと西京味噌を合
わせた風味の良い味噌焼きです。解
凍後、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 一度ボイル後、フライパンで焼き

目がつくくらい焼いてどうぞ

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、納豆
と合わせても美味しく頂けます

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,524円  3人用 2,218円  4人用 2,700円  



17
●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

鶏肉野菜炒め

ホッキ貝サラダの巻き寿司

①鶏肉は解凍して食べや
すい大きさに切る。キャ
ベツはざく切り、ピーマ
ンは細切り、長ねぎは斜
め切りにする。
②フライパンにサラダ油
をひき、鶏肉を炒め、あ
る程度火が通ったら野
菜を加えて更に炒め、A
で味を調える。

①ボウルに卵を割り入れ、Aを加
えて混ぜ合わせ、サラダ油を熱
したフライパンで卵焼きを作る。
②Bを合わせて酢飯を作る。
③まきすの上に焼きのりをのせ、
②を焼きのりの上下1㎝あけた
ところに広げる。手前からサラ
ダ菜をのせ、卵焼き、ホッキ貝サ
ラダの順にのせ、半分に切った
大葉をのせて巻く。
④食べやすい大きさに切り、皿に
並べる。

国産鶏もも肉…200g
キャベツ……………… 100g
ピーマン………………… 2個
長ねぎ………………… 1/2本
サラダ油…………… 大さじ1
　　鶏がらスープの素
Ａ　　……………… 大さじ1
　　塩、こしょう……各少々
　　にんにく……… 小さじ1

ホッキ貝サラダ…80g
卵………………………… 1個
　　砂糖…………… 小さじ1
Ａ　酒…………… 小さじ1/2　　みりん……… 小さじ1/2
　　塩……………………少々
サラダ油…………… 小さじ1
サラダ菜………………… 1枚
大葉……………………… 1枚
焼きのり………………… 1枚
　　酢……………… 大さじ1
Ｂ　砂糖………… 大さじ1/2　　温かいご飯……… 200g
　　白炒りごま…………少々

材料� 【約340kcal／1人分】

材料� 【約201kcal／1人分】

基本

基本

酢豚

豚ばら・もも角切り
…160g

ピーマン…………… 2～3個
人参…………………… 1/2本
玉ねぎ………………… 1/2個
片栗粉……………… 大さじ3
サラダ油…………………適量
水溶き片栗粉……… 大さじ1
ごま油………………お好みで
＜酢豚のたれ＞
　　砂糖…………… 大さじ3
　　酢……………… 大さじ3
　　しょう油…大さじ1と1/2
　　トマトケチャップ
　　　……………… 大さじ4
　　水……………… 大さじ4
　　塩、こしょう………少々

材料� 【約436kcal／1人分】

にする。豚肉は解凍して片栗粉をまぶす。
②①の豚肉と人参は油で揚げ、玉ねぎ、ピーマンもさっ
と油通しし、油をきっておく。
③フライパンに酢豚のたれを入れて火にかけ、煮たっ
たら水溶き片栗粉でとろみをつける。
④③に②を戻し、全体にタレをからめ、好みでごま油
で風味をつける。

はつほっけの南蛮漬け
①商品は解凍して中火の
グリルで片面を3～4分
ずつ焼き、骨と皮を取っ
て大きめにほぐす。
②人参はせん切り、玉ね
ぎは薄切りにする。赤
唐辛子は小口切りにす
る。

いき

しまほっけ半身干し…1枚
人参…………………… 1/2本
玉ねぎ………………… 1/2個
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　酢……………… 大さじ4
　　砂糖…………… 大さじ2
　　水……………… 大さじ2
赤唐辛子……………… 1/2本

材料� 【約161kcal／1人分】

③耐熱容器にAを入れ、電子レンジ（500W）で約2
分30秒加熱し、①と②を入れて10分程つける。

お料理
フォトコンテスト
入賞作品

高野 恵子様
（JA夢みなみ しらかわ食材
センターご利用者様）

①玉ねぎは1㎝の半月切り、
ピーマン、人参は乱切り



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の希望小売価格です。

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!

174

184

8

水

木

4/6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

氷塩熟成ます切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ペッパー入り
ロングウインナー 3本 4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

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,330円  3人用 1,891円  4人用 2,386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

豚肉の塩こうじ
バター炒め煮 120g 180g 240g 冷凍

豚肉とバター風味の塩こうじタレ
を合わせました。じゃがいもなど
を加えてどうぞ

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

山菜釜めし
（まぜご飯の素） 2合用 3合用 4合用 常温 炊きたてのご飯に混ぜてどうぞ

2人用 1,492円  3人用 2,168円  4人用 2,891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

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

うぞ

かじきメンチカツ 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

かに玉風セット 190g 190g 380g 冷凍 レシピ参照

スパゲティサラダ 120g 120g 120g 冷蔵 かじきメンチカツの付け合わせに
してどうぞ

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,479円  3人用 1,854円  4人用 2,428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。

二度おいしい肉巻き

ますと卵のそぼろご飯

①人参とごぼうは細切り
にする。
②1枚を半分に切った豚肉
の枚数分①を巻く。
③Aを煮立てた鍋に②の半
量を加えて火を通す。
④②の残りに小麦粉、溶き
卵、パン粉の順に付けて
油で揚げる。
⑤皿にちぎったレタスを
しき、③と④、茹でたブ
ロッコリー、食べやすく
切ったトマトを添える。

①ますはグリルでこんがりと焼く。
冷めたら身をほぐして骨を取り
除き、皮も小さく切っておく。
菜の花は茹でて水気を絞り、小
口切りにする。
②卵を溶きほぐし、砂糖、塩を加え
て混ぜる。
③フライパンにサラダ油を熱し、

②を入れてすばやくかき混ぜながら火を通す。
④器にご飯を盛り、①と③をのせ、刻みのりをかける。

麓山高原豚
　バラスライス…150g
人参…………………… 1/3本
ごぼう………………… 1/4本
レタス…………………… 2枚
ブロッコリー………… 1/3株
トマト………………… 1/2個
小麦粉……………… 大さじ2
パン粉……………… 大さじ3
卵……………………… 1/2個
揚げ油……………………適量
　　だし汁…………… 200㏄
Ａ　砂糖…………… 小さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
　　酒……………… 小さじ1

氷温熟成ます切身…2切
卵…………………………２個
砂糖…………………大さじ２
塩…………………………少々
サラダ油……………大さじ１
ご飯………………茶碗２杯分
菜の花……………………適量
刻みのり…………………適量

材料� 【約419kcal／1人分】

材料� 【約587kcal／1人分】

基本

基本

かに玉風
①かに玉風セットは解凍
しておく。
②卵とかに玉風セットの
具材をよく混ぜ合わせ
る。

いき

かに玉風セット…190g
鶏卵…4個

サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約533kcal/1人分】

③フライパンにサラダ油を温め、②を流し入れ、焼
き上げる。
④皿に③を移し、添付のタレをかける。

菜の花と豚肉の卵炒め

①	菜の花は硬めに茹でて4㎝長さに切り、水気を絞る。
豚肉は一口大に切り、酒、塩、こしょうで下味をつ
ける。
②	フライパンにサラダ油大さじ1を熱して、柔らかめの
炒り卵を作り、取り出す。
③	②のフライパンに残りのサラダ油を足して、長ねぎ
と生姜を香りが出るまで炒め、豚肉を加えて色が変
わったら、菜の花を炒め合わせ、Ａで調味する。
④	②の炒り卵を戻してさっと混ぜ合わせ、仕上げにご
ま油を回しかける。

はつ

麓山高原豚
　肩ローススライス…150g
菜の花…………………… 1束
酒…………………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ2
溶き卵………………… 2個分
長ねぎ、生姜のみじん切り
　………………… 各小さじ1
ごま油……………… 小さじ1
　　中華だしの素… 小さじ1
Ａ　オイスターソース
　　　……………… 大さじ1

材料� 【約447kcal／1人分】

お料理
フォトコンテスト
入賞作品
はるか様

（JAあいづ生活㈱
ご利用者様）



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の希望小売価格です。

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!

194

204

9

金

土

4/9火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産若鶏の
和風生つくね 4枚 6枚 8枚 冷凍 冷凍のままフライパンで焼いてど

うぞ

冷凍さんま 2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ参照

十三浜産生わかめ 40g 50g 60g 冷蔵 レシピ参照

国産たけのこ
ご飯の素 2合用 3合用 4合用 常温

国産のたけのこ、椎茸、人参、こんにゃく
と4種の具材を醤油ベースで味付けしまし
た。通常の炊飯に商品を加えてどうぞ

2人用 1,314円  3人用 1,788円  4人用 2,306円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

炭火焼カジキの
たたき 新商品

100g 200g 200g 冷凍
解凍後、食べやすい大きさにスラ
イスし、お好みの薬味を加えてど
うぞ

フライパンで
あじ南蛮漬け 120g 150g 180g 冷凍

国産のあじのゼイゴを除去して三枚に卸して小麦粉を
付けました。冷凍のままフライパンで焼き、お好みの
野菜と添付のタレと合わせて南蛮風にしてどうぞ

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 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 1,338円  3人用 1,927円  4人用 2,419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

鶏手羽元のレモン焼き 4個 6個 8個 冷凍
食べやすくオープンカットした国産の鶏手羽元
にレモン風味で味付けし、焼き上げました。冷
凍のまま電子レンジで加熱してどうぞ

豚味付ホルモン 200g 400g 400g 冷凍 お好みの野菜やまいたけと一緒に
炒めてどうぞ

まいたけ 1p 1p 1p 冷蔵 豚味付ホルモンと一緒にご使用く
ださい

2人用 1,257円  3人用 1,832円  4人用 2,168円  

はつらつ お肉コース



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。

さんまの蒲焼

わかめのピリ辛炒め

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。

①わかめは水戻しして、食べ
やすい大きさに切る。
②れんこんはいちょう切りに
して酢水にさらし、長ねぎ、
赤唐辛子は小口切りにする。
③フライパンにごま油を熱
し、①と②を入れて強火で
さっと炒め、Aを加えて混
ぜ合わせ、火を止める。

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。

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

十三浜産生わかめ…40g
れんこん……………… 150g
長ねぎ………………… 1/2本
赤唐辛子………………… 1本
ごま油……………… 大さじ1
酢…………………………適量
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　砂糖…………… 小さじ2
　　酒…………… 大さじ1/2

材料� 【約564kcal／1人分】

材料� 【約137kcal／1人分】

基本

基本

しらす丼
①商品は解凍する。大葉
はせん切りにする。
②器にご飯を盛り、しら
す、大葉、刻みのり、卵
黄の順にのせる。
③食べる際にお好みで
しょう油をかけてどう
ぞ。

いき

しらす干し…50g
大葉……………………… 4枚
卵黄……………………… 2個
刻みのり……………お好みで
しょう油……………お好みで
ご飯……………… 茶碗2杯分

材料� 【約409kcal／1人分】

豚肉生姜揚げニラポン酢
①豚肉は食べやすい大きさ
に切り、酒、しょう油、生
姜のすりおろしを入れて
混ぜ、冷蔵庫で10分置く。
②にらはみじん切りにし、
耐熱容器にAと一緒に入
れ、電子レンジ（500W）
で約1分加熱する。
③①に片栗粉をまぶし、油
でカリッと揚げる。

④皿に③を盛り付け、②をかける。

はつ

麓山高原豚
　ももスライス…150g
にら……………………… 50g
片栗粉……………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ1
生姜（すりおろし）… 小さじ1
しょう油…………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
Ａ　ポン酢………… 大さじ3
　　ごま油………… 大さじ1

材料� 【約279kcal／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の希望小売価格です。

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!

224

234

10

月

火

4/11木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

縞ほっけフィーレ 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

ベビーホタテ 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

ねぎワンタン
（スープ付） 100g 165g 200g 冷凍

鶏肉ベースの餡にねぎを加え、風味豊かに
仕上げました。お好みの野菜やきのこを加
えてワンタンスープにしてどうぞ

2人用 1,477円  3人用 2,303円  4人用 2,696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

国産天然ぶりの
照り焼き 2切 3切 4切 冷凍

脂のある国産の天然ぶりを甘口の照り
焼きのタレに漬け込みました。解凍
後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

ほたての
中華炒めセット 150g 200g 200g 冷凍 お好みの野菜と一緒に炒めてどう

ぞ

エーコープ
手作りつくだ煮 1袋 1袋 1袋 常温 ご家庭で佃煮が作れるキットです

2人用 1,610円  3人用 2,163円  4人用 2,527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

マーボー春雨の素 210g 315g 420g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

福島県産米粉入り
もっちり餃子 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

棒々鶏の素セット 110g 180g 220g 冷凍
解凍後、食べやすい大きさに切
り、お好みの野菜と一緒に添付の
タレをかけてどうぞ

2人用 1,499円  3人用 1,947円  4人用 2,752円  

はつらつ お肉コース



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。

揚げ豚の梅かつおまぶし

ほたてとねぎのオイスター炒め

①豚肉は大きい場合は半
分に切り、塩、粉さん
しょうで下味を付ける。
片栗粉を塗し、180℃
の揚げ油でカリッと揚
げる。
②ししとうは穴を3から4
カ所、爪楊枝で開け、
160℃の揚げ油で揚げ
る。梅干しは種を除い
てたたく。

①解凍したベビーホタテは水気を拭
き取り、片栗粉をまぶす。長ねぎ
は青い部分も含め、斜め薄切りに
する。
②フライパンにサラダ油を加え、強
めの中火で熱し、生姜とベビーホ
タテを入れて炒める。ベビーホタ
テに火が通ったら、長ねぎを合わ
せ、さっと炒める。仕上げに混ぜ
合わせたAを加え、炒め合わせる。

③ボウルに①、②、Aを入れて和え、器に盛り付ける。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

ししとう………………… 50g
塩、粉さんしょう	…… 各少々
片栗粉…………… 大さじ1/2
梅干し…………………… 2個
　　かつお節…………… 1p
Ａ　みりん… 大さじ1と1/2
　　酢……………… 小さじ2
　　しょう油……… 小さじ1
揚げ油……………………適量

ベビーホタテ…100g
長ねぎ…………………… 1本
みじん切り生姜…… 小さじ1
片栗粉……………………適量
サラダ油………… 大さじ1/2
　　オイスターソース
　　　……………… 小さじ1
Ａ　七味唐辛子……お好みで
　　酒……………… 小さじ1
　　塩……………………少々

材料� 【約247kcal／1人分】

材料� 【約112kcal／1人分】

基本

基本

大根とカリカリ豚肉のサラダ

麓山高原豚肩小間肉
…150g

大根……………………… 50g
小ねぎ…………………… 2本
片栗粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
　　ごま油… 大さじ1と1/2
Ａ　酢……… 大さじ1と1/2
　　しょう油…大さじ1と1/2
　　豆板醤……… 小さじ1/4

材料� 【約324kcal／1人分】

⑤大根を器に盛り、豚肉をのせ、Aをかけて小ねぎを
散らす。

①大根は皮を剥いて細切り
にする。小ねぎは小口切
りにする。
②①の大根を水にさらして
パリッとさせ、ザルに上
げて水を切る。
③Aを合わせてドレッシン
グを作る。
④豚肉に片栗粉をまぶし、
中温の油で揚げる。

はつ赤魚の南部焼き
①赤魚は食べやすい大き
さに切る。Aを混ぜ合
わせたものを赤魚にま
ぶしつけて、上から白
ごまと黒ごまをふる。
②フライパンにサラダ油
を熱し、①のごまの付
いている方から焼き、
裏返して両面を焼いて
皿に盛る。
③しょう油と練り辛子を

いき

赤魚切身…2切
白いりごま………… 大さじ1
黒いりごま………… 小さじ1
小ねぎ…………………… 2本
しょう油…………… 小さじ1
練り辛子…………… 小さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
　　溶き卵……………… 1個
Ａ　おろし生姜…… 小さじ2
　　しょう油……… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1

材料� 【約229kcal／1人分】

混ぜ、②にかけ、小口切りにした小ねぎを散らす。



24 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島の希望小売価格です。

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!

244

254

11

水

木

4/13土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

銀ひらすみりん漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

活〆ボイル
有頭バナメイエビ 6尾 9尾 12尾 冷凍 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 1,371円  3人用 1,998円  4人用 2,463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

ふっくら
さんまの開き干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど

うぞ

中辛銀鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

かにつみれ 6個 9個 12個 冷凍 レシピ参照

新物産直めかぶ
（タレ付） 2個 3個 4個 冷凍

新物原料のめかぶを使用しまし
た。解凍後、添付のタレをかけて
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 1,391円  3人用 2,059円  4人用 2,635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

肉じゃがの素 140g 175g 210g 冷凍 じゃがいも・人参・玉ねぎ・水を加
えて煮込むだけの簡単調理です

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

野沢菜こんぶ 120g 160g 160g 冷蔵 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 1,371円  3人用 1,888円  4人用 2,229円  



25
●材料は２人分が基準になっております。●材料の中でお届けする商品には のマークがついています。●料理例はイメージです。
※材料の野菜がない場合は、ご家庭にある野菜をお使い下さい。

蒸し豚キャベツ

えびとブロッコリーのマヨネーズ炒め

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、酒を振りか
けて10分程蓋をして蒸
す。

①解凍したエビは頭と殻をむき、水
気を拭き取って片栗粉をまぶす。
②ブロッコリーは小房に分け、塩適
宜（分量外）を加えた湯でかため
にゆでる。
③フライパンにサラダ油を熱し、①
を炒める。色が変わったら、酒と
中華だしの素をふり入れ、②を加
えて強火でサッと炒める。

③器に②を盛り付け、こしょうと小ねぎを散らし、
ポン酢におろしにんにくを溶かして上からかける。

④マヨネーズを加えてひと混ぜし、塩、こしょうで味を調え
る。　

麓山高原豚肩小間肉
…150g

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

活〆ボイル
　有頭バナメイエビ…6尾
ブロッコリー………… 1/2株
片栗粉……………… 小さじ2
酒…………………… 大さじ1
中華だしの素……… 小さじ1
マヨネーズ… 大さじ2と1/2
塩、こしょう…………各適量
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約226kcal／1人分】

材料� 【約238kcal／1人分】

基本

基本

鶏肉の春キャベツ味噌炒め

菜彩鶏もも肉…200g
春キャベツ…………… 1/4個
なす……………………… 1本
人参…………………… 1/3本
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　味噌…………… 大さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1
　　砂糖…………… 大さじ1

材料� 【約418kcal／1人分】

④③に混ぜ合わせたAを加え、中火で1～2分炒め合わ
せる。

①鶏肉は解凍して食べやす
い大きさに切り、塩、こ
しょうを振る。
②春キャベツはざく切り、
なすは1㎝幅の輪切り、人
参は短冊切りにする。
③フライパンにサラダ油を
熱し、①を1～2分炒め、
②を加えて中火で2～3分
炒める。

はつかにつみれの甘酢あん
①鶏がらスープにみりん
を加えて一度沸騰さ
せ、おろし生姜、酢、しょ
う油を加える。
②フライパンにサラダ油
を熱し、せん切りにし
たしいたけ、人参、大根
を軽く炒め、塩、こしょ
うをして別皿に移す。
③再度、サラダ油をひき、
片栗粉をまぶしたつみ
れの表面を焼く。②を
戻し入れて炒め合わ
せ、①を加えて煮る。

いき

かにつみれ…6個
鶏がらスープ………… 200㏄
おろし生姜………………適量
みりん……………… 大さじ1
酢…………………… 大さじ1
しょう油…………………少々
サラダ油…………………適量
生しいたけ……………… 2枚
人参…………………… 1/4本
大根……………………… 20g
塩、こしょう…………各適量
片栗粉……………………適量
白髪ねぎ…………… 1/2本分
＜水溶き片栗粉＞
　　片栗粉……… 大さじ1/2
　　水……………… 大さじ1

材料� 【約113kcal／1人分】

④塩で味を調え、水溶き片栗粉でとろみをつける。
⑤器に盛り、白髪ねぎを飾る。



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の希望小売価格です。

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!

264

274

12

金

土

4/16火

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

氷塩熟成ます切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

縞ほっけみりん干し 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

たこ天 100g 150g 200g 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

冷凍大和しじみ 100g 150g 150g 冷凍
新物原料を使用の砂抜きしじみで
す。冷凍のまま沸騰したお湯に入
れ、味噌汁にしてどうぞ

2人用 1,337円  3人用 1,936円  4人用 2,454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

国産豚ばらスライス 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

ねぎとろ 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、わさびしょう油をつけて
どうぞ

お料理
サラダスティック 1p 1p 1p 冷蔵 お好みの野菜と一緒にサラダにし

てどうぞ

味付いなり 1袋 1袋 2袋 冷蔵 レシピ参照

えのき 200g 200g 200g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,394円  3人用 1,841円  4人用 2,485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 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

チキン南蛮風ソテー
（タルタルソース付） 230g 320g 460g 冷凍 解凍後、フライパンで焼き、添付のタ

ルタルソースをかけてどうぞ

ごま香る
豚肉の坦々炒め 100g 160g 240g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

くるみ甘露煮 40g 80g 80g 冷凍 解凍後、そのままでどうぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,395円  3人用 2,046円  4人用 2,523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。

きのこたっぷり豚キムチ炒め
①豚肉は解凍する。きの
こは食べやすい大きさ
に切る。
②フライパンにごま油を
熱し、豚肉を炒めてある
程度火が通ったらきの
こ入れて炒める。
③②のきのこがしんなり
してきたらキムチとAを
加えて炒める。
④皿に③を盛り付け、小ね
ぎと白炒りごまを散ら
す。

国産豚ばらスライス
…160g

えのき…200g
キムチ………………… 100g
しいたけ………………… 4枚
しめじ………………… 1/2株
ごま油……………… 小さじ1
小ねぎ（小口切り）…………5g
白炒りごま……… 小さじ1/2
　　しょう油……… 小さじ1
Ａ　鶏ガラスープの素
　　　……………… 小さじ1

材料� 【約315kcal／1人分】

基本

味付いなりと青菜の和え物
①ボウルに味付いなりの汁を
絞り、マヨネーズと練り辛
子を加えて混ぜる。
②ほうれん草は塩を加えた熱
湯でサッと茹で、水気を絞
り食べやすい長さに切る。

③味付いなりは食べやすい大きさに切る。
④①に②と③を加えて混ぜ合わせる。
※残りの味付いなりはお稲荷さんにしてどうぞ。

味付いなり…5枚
ほうれん草……………… 2株
マヨネーズ………… 大さじ1
練り辛子…………… 小さじ1
塩…………………………少々

材料� 【約262kcal／1人分】

基本

ご飯入りレンジでソーセージ

麓山高原豚挽肉…150g
ご飯……………………… 50g
玉ねぎ………………… 1/4個
　　塩…………… 小さじ1/2
　　粗挽きこしょう
　　　…………… 小さじ1/2
A　にんにく、おろし生姜
　　　………… 各大さじ2/3
　　オイスターソース
　　　……………… 小さじ1

材料� 【約227kcal／1人分】

をねじってゴムでしっかり留め、所々にようじで空
気穴を開けて、耐熱皿に並べ電子レンジ（500W）で
約5分加熱する。
④ソーセージの中まで火が通ったらラップを外して皿
に盛る。

①ご飯をざるに入れて流水
で洗い、水気をきってお
く。玉ねぎはみじん切り
にする。
②ひき肉をボウルに入れて
よく練り、Aで調味し①
の玉ねぎとご飯をさっく
り混ぜ入れ、4個の棒状に
形を作る。
③②をラップでくるみ、端

はつますとクレソンのおろし和え
①クレソンは水につけて
パリッとさせ、水気を
きって4㎝長さに切る。
みょうがは小口切りに
して水にさらし、水気
をきる。
②大根おろしはざるに入
れて水気をきっておく。

いき

氷塩熟成ます切身…2切
クレソン………………… 1束
みょうが………………… 3個
大根おろし………… 1カップ
オリーブ油（サラダ油）…適量
Ａ　酢……………… 大さじ1
　　しょう油……… 小さじ2

材料� 【約161kcal／1人分】

③フライパンにオリーブ油を熱し、ますの両面をこ
んがりと焼き、皮を取って一口大にほぐす。
④クレソン、大根おろし、ますを合せて器に盛る。
Aを合せて回しかけ、みょうがを散らす。


