
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!

15

25

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

ふっくら生ハンバーグ
（和豚もちぶた使用）新商品 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

福島県産米粉入り
エビフライ 4尾 6尾 8尾 冷凍 レシピ参照

五目ちらし寿司の素 2合用 3合用 4合用 常温
国産の人参、こんにゃく、かんぴょう、
れんこん、ごぼうの入ったちらし寿司の
素です。温かいご飯に混ぜてどうぞ

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

冷凍あさり（国内産） 100g 150g 200g 冷凍
砂抜き済みの冷凍あさりです。冷
凍のままみそ汁やすまし汁にして
どうぞ

2人用 1,840円  3人用 2,540円  4人用 3,241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

水

木

4/18木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

焼津海鮮組ネギトロ 100g 150g 200g 冷凍 お好みの具材と野菜を加えて手巻
寿司にどうぞ

天然ぶり田舎味噌漬 2切 3切 4切 冷凍
三陸近海で漁獲されたぶりを仙台味噌
ベースの調味液に漬け込みました。解
凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

昆布バーグ 2個 3個 4個 冷凍
日高昆布を使用したソフトで風味豊か
なフィッシュハンバーグです。冷凍の
ままフライパンで焼いてどうぞ

ベビーホタテ 100g 150g 150g 冷凍 レシピ参照

なすからし漬 65g 65g 65g 冷蔵 国産のなすを使用したからし漬で
す。ご飯のお供にどうぞ

2人用 1,635円  3人用 2,308円  4人用 2,882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（開き） 4本 6本 8本 冷凍 レシピ参照

焼肉ビビンバ丼セット 185g 275g 370g 冷凍
人参と玉ねぎを加えて炒めるだけで簡
単にビビンバの素ができるキットで
す。温かいご飯にのせてどうぞ

しゃくし菜の
味噌油炒め 新商品

70g 70g 140g 冷蔵 このままご飯のおかずに、チャーハ
ンやおにぎりの具にも最適です

チーズ入りかまぼこ 2個 3個 4個 冷凍
北海道産のすけとうたらを原料としたすり
身生地で、相性の良いチーズを包みました。
解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

コーンスープ 200g 400g 400g 冷凍
玉ねぎなどは使用せず、北海道産の牛乳ととうも
ろこしを材料に使い、素材の風味と味わいを大切
に仕上げたスープです。湯せんしてどうぞ

2人用 1,682円  3人用 2,467円  4人用 3,249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。

ふっくらハンバーグバター醤油焼き

福島県産米粉入りエビフライ

①商品は半解凍する。
②レタスは大きめの一口
大に切り、きゅうりは
薄くスライスし、ミニト
マトはヘタを取る。
③フライパンにサラダ油
を熱し、①を弱火で4～
5分ずつ両面を焼き、取
り出す。
④耐熱容器にAを入れて
ラップをかけ、電子レン

①タルタルソースを作る。玉ねぎ、ゆで
卵、パセリはそれぞれみじん切りにし、
ボウルに入れる。マヨネーズを加えて
よく混ぜ合わせ、しばらくおいて味を
なじませる。
②エビフライを170℃くらいに熱した油
できつね色になるまで揚げる。
③②を器に盛り、タルタルソース、食べや
すい大きさに切ったレタスを添える。

ジ（500W）で約1分温める。
⑤③に食べやすい大きさに切ったほうれん草、ベー
コンとコーンを加え炒め、塩、こしょうで味を調
える。
⑥器に③と⑤を盛り、④をかけ、②の野菜を添える。

ふっくら生ハンバーグ
（和豚もちぶた使用）…2個
ほうれん草…………… 1/2把
コーン………………… 1/2缶
ベーコン………………… 1枚
レタス…………………… 2枚
きゅうり………………… 20g
ミニトマト……………… 6個
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 小さじ1
Ａ　しょう油……… 小さじ2
　　バター……………… 30g

福島県産米粉入り
エビフライ…4尾

レタス…………………… 2枚
揚げ油……………………適量
＜タルタルソース＞
　　マヨネーズ… 1/3カップ
　　玉ねぎ………… 大さじ1
　　ゆで卵……………… 1個
　　パセリ………………少々

材料� 【約445kcal／1人分】

材料� 【約456kcal／1人分】

基本

基本

唐揚げ

国産鶏手羽元（開き）…4本
れんこん……………… 150g
ミニトマト……………… 2個
小麦粉……………… 大さじ3
片栗粉……………… 大さじ3
レモン………………… 1/4個
揚げ油……………………適量
酢…………………………少々
　　おろしにんにく… 1片分
　　しょう油
Ａ　　……… 大さじ1と1/2
　　酒……………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ1
　　塩……………ひとつまみ

材料� 【約380kcal／1人分】

③ポリ袋に商品とれんこん、Aを入れ軽く揉み、中の
空気を抜くようにして袋の口をしばって閉じ、15
分ほどおく。
④③に小麦粉と片栗粉を入れて、全体に粉が付くよう
に揉み込む。
⑤④を油でカリッと揚げ盛り付ける。くし形切りにし
たレモンとミニトマトを添える。

①商品は解凍して水気を拭
き取る。
②れんこんは厚めの半月切
りにし、酢水に浸してザル
に上げ、水気を拭き取る。

はつ根菜とほたての煮物 いき

ベビーホタテ…100g
　　だし汁………… 1カップ
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　しょう油……… 小さじ1
かぶ……………………… 2個
人参…………………… 1/2本
生しいたけ………… 1～2枚

材料� 【約144kcal／1人分】

に鍋に入れ、ひと煮して取り出す。
④③の鍋に①②を加えて約10分煮る。ベビーホタテ
を戻してひと煮する。

①かぶは茎を少し残した
まま皮をむいて4～6つ
のくし形に切る。
②人参は5㎜厚さの半月
切りにする。生しいた
けは石づきを取り、4等
分に切る。
③ベビーホタテはAと共



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!

85

95

2

水

木

4/20土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

焼き酢豚用 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

わら焼き戻りかつお
タタキ（たれ付） 100g 180g 230g 冷凍

解凍後、食べやすい大きさに切
り、お好みの薬味と一緒に添付の
タレをかけてどうぞ

シーフードミックス 150g 200g 300g 冷凍 レシピ参照

鳴門産茎わかめ
やわらか煮 60g 80g 100g 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炊き上げま
した

2人用 1,550円  3人用 2,198円  4人用 2,871円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

メバル半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

カラスガレイ
二十歩麹味噌漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、軽く味噌を拭き取り、フ

ライパンで焼いてどうぞ

石狩産わかさぎ 150g 150g 150g 冷凍 唐揚げや天ぷらにしてどうぞ

どさんコーン 4個 6個 8個 冷凍
十勝産とうもろこしベースに北海道産の魚肉す
り身を加え蒸し上げました。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

2人用 1,691円  3人用 2,336円  4人用 2,979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

ふっくら生ハンバーグ
（和豚もちぶた使用）新商品 2個 3個 4個 冷凍 とろろと和豚もちぶたで焼き上がりが

ふっくらの生ハンバーグです

ミニ串カツ 4本 6本 8本 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

甘辛みそ 120g 120g 120g 冷蔵
そのまま温かいご飯にのせたり、
野菜炒めに混ぜても美味しく頂け
ます

ごぼうサラダごま入り
マヨネーズ 1袋 1袋 2袋 冷蔵

ごぼうの食感を存分に楽しめるサ
ラダです。ふっくら生ハンバーグ
の付け合せにどうぞ

2人用 1,654円  3人用 2,112円  4人用 2,774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

れんこんとシーフードの香味炒め

①焼き酢豚用は解凍する。
②ピーマン、人参は乱切
り、玉ねぎはくし形切り
にする。
③フライパンにサラダ油
をひき、①を揚げ焼きに
して一度皿に出す。

①商品は解凍して水気を拭き取り、
塩、こしょうして小麦粉をまぶす。
②れんこんは乱切りにし、酢水にさ
らす。長ねぎ、にんにくはそれぞ
れみじん切りにする。
③フライパンにサラダ油を熱し、①
を炒め、②を加えて炒め合わせる。
④鶏ガラスープの素、酒を加え、塩、
こしょうで味を調える。器に盛
り、お好みで黒こしょうをふる。

④③に野菜を加えて炒め、豚肉を戻して添付のタレ
を絡める。

焼き酢豚用…200g
ピーマン………………… 2個
玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/2本
サラダ油…………… 大さじ3

シーフードミックス
…150g

れんこん………………… 1節
長ねぎ………………… 1/2本
にんにく………………… 1片
小麦粉……………… 小さじ1
鶏ガラスープの素… 小さじ1
酒…………………… 大さじ2
塩、こしょう…………各少々
黒こしょう…………お好みで
酢…………………………少々
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約376kcal／1人分】

材料� 【約191kcal／1人分】

基本

基本

じゃがいもと豚肉の煮物
①じゃがいもは皮付きのま
ま下茹でし、熱いうちに
皮を剥く。
②豚肉は食べやすい大きさ
に切り、小ねぎは小口切
りにする。
③鍋にAを熱し、豚肉を加え
て炒める。
④③にBと①、だし汁を加え
て落とし蓋をして煮る。

はつ

麓山高原豚
　バラスライス…150g
じゃがいも……………… 2個
小ねぎ…………………… 1本
だし汁……………… 2カップ
Ａ　サラダ油…… 大さじ1/2　　ごま油……… 大さじ1/2
　　みりん…………… 50㏄
Ｂ　しょう油………… 50㏄
　　酒………………… 50㏄
　　砂糖…………… 大さじ1

材料� 【約667kcal/1人分】

⑤④を器に盛り、最後に小ねぎを散らす。

メバルの甘辛煮
①えのきは根元を落して
ほぐす。メバルは4等分
に切り、皮に切り目を
入れる。
②フライパンにAを煮立
て、①を加える。
③蓋をして弱めの中火で

いき

メバル半身…2枚
えのき…………………… 1袋
　　みりん………… 大さじ2
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　酒、砂糖……… 各大さじ1
　　水…………… 3/4カップ

材料� 【約256kcal／1人分】

約8分煮る。途中何度かフライパンを振って、煮
汁を全体にいきわたらせる。



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!

105

115

3

金

土

4/23火

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

はつらつ お肉コース

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ももスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

つぼ抜きいか 2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ参照

しそ香るミートチーズ
ロール 新商品

4本 6本 8本 冷凍
豚肉をベースに相性の良い大葉とチー
ズを混ぜ合わせた餃子風の巻物です。
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
国産の鶏むね肉をメーカーオリジナルの製法でしっとりとした食感の
蒸し鶏に仕上げました。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サラダにしてどうぞ

蔵王の匠が寄せた
手作りおぼろ 1個 2個 2個 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,494円  3人用 2,143円  4人用 2,629円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

こがねかれい 2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ参照

白身魚の甘酢あん 130g 152g 215g 冷凍 お好みの野菜と一緒に炒め、添付
のタレを絡めてどうぞ

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

まいたけ 1p 1p 1p 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 1,526円  3人用 1,996円  4人用 2,437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

細切り豚肉の
カレー風味炒め 200g 240g 320g 冷凍

細切りの豚肉をカレー風味に味付
けしました。お好みの野菜としめ
じと一緒に炒めてどうぞ

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

しめじ 100g 170g 170g 冷蔵 細切り豚肉のカレー風味炒めと一
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 1,537円  3人用 2,051円  4人用 2,315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。

豚肉の梅干し煮
①豚肉はたっぷりの湯で
さっと茹で、ざるに上
げる。
②鍋にサラダ油を熱し、
にんにくを炒めて、香り
が出たら豚肉を加えて
炒める。Ａを入れ、強火
にかけ、沸騰したら火を
弱めて、煮汁が無くなる
まで煮る。

③長ねぎは4～5㎝長さのせん切り、大葉はせん切り
にして、それぞれ水に放し、水気を切る。
④梅干しは種を除き、食べやすくちぎり、②と③を混
ぜる。

麓山高原豚
　ももスライス…150g
長ねぎ………………… 1/2本
大葉……………………… 5枚
にんにくスライス……… 3片
　　酒……………… 大さじ1
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　だし汁…………… 50㏄
梅干し…………………… 3個
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約167kcal／1人分】

基本

豚肉と春野菜の味噌炒め

麓山高原豚肩切落し
…150g

じゃがいも……………… 2個
いんげん………………… 8本
ピーマン（赤・黄）…… 各1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480kcal／1人分】

①豚肉は塩、こしょうを振り、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。

はつこがねかれいのクリーム煮
①こがねかれいは解凍
し、塩を両面に振って
下味をつける。
②人参は4㎝長さに切っ
て縦6つに切り、面取り
をする。ブロッコリー
は小房に分けて塩茹で
し、まいたけは食べや
すい大きさにほぐす。
③人参を小鍋に入れ、材

いき

こがねかれい…2尾
まいたけ…1p

塩、こしょう…………各少々
人参…………………… 1/3本
ブロッコリー………… 1/4株
バター……………… 小さじ1
小麦粉……………… 大さじ1
牛乳……………… 1/2カップ
パセリ………………お好みで
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約290kcal／1人分】

料がかぶるくらいに水、バター、塩少々を加えて
柔らかくなるまで煮る。
④③の汁気が半分程になったらブロッコリーを加え
て汁気がなくなるまで煮る。
⑤①の水気を拭き取り、小麦粉をまぶす。
⑥フライパンにサラダ油を熱し、⑤を入れて両面を
焼き、牛乳を加えて弱火で3～4分煮た後、塩、こ
しょうで味を調える。
⑦⑥を器に盛り付け、みじん切りにしたパセリを振
り、人参とブロッコリーを添える。

いかじゃがバター
①解凍したいかは水気を拭き取り、軟骨を
取って1㎝幅の輪切りにする。長ねぎは厚
さ5㎜の斜め薄切りにする。
②じゃがいもは剥き、食べやすい大きさに切
る。耐熱皿にじゃがいもを入れてラップを
し、電子レンジ（500W）で約5分加熱する。
③フライパンに半量のバターを熱し、中火で
じゃがいもと塩を入れて炒める。焦げ目が

付いたら、長ねぎといかを加えて、さらに炒め合わせる。
④いかに火が通ったら、残りのバターを加えて炒める。しょう油を回
しかけ、こしょうをふる。

つぼ抜いか…2尾
じゃがいも……………… 3個
長ねぎ…………………… 1本
しょう油………… 小さじ1/2
塩………………… 小さじ1/2
こしょう…………………少々
バター…………………… 20g

材料� 【約303kcal／1人分】

基本



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
●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!

135

145

4

月

火

4/25木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ロース切身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

天然ぶり田舎味噌漬 2切 3切 4切 冷凍
三陸近海で漁獲されたぶりを仙台味噌
ベースの調味液に漬け込みました。解
凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

北海道つぶコーン
コロッケ 2個 3個 4個 冷凍

北海道産のコーンをたっぷりと使用したコロッケです。サクッ
とした衣とコーンの粒々の食感、甘みを大切に仕上げました。
冷凍のまま170℃～ 180℃の油で揚げてどうぞ

あじと3種の
野菜マリネ 新商品

120g 120g 120g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,688円  3人用 2,320円  4人用 2,938円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

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

にしん味醂干し 2枚 3枚 4枚 冷凍
にしんを開きにしてメーカーオリジナル
の調味液に漬け込み干し上げました。解
凍後、フライパンで焼いてどうぞ

シーフードミックス 150g 200g 300g 冷凍 レシピ参照

高菜ちりめんご飯の素
卵入り（混ぜご飯）新商品

120g
（2合用）

160g
（3合用）

240g
（4合用） 冷蔵

国産の高菜とちりめんじゃこを合わせ、更に炒り
卵を入れて見た目もカラフルに仕上げた混ぜご飯
の素です。温かいご飯に混ぜてどうぞ

2人用 1,642円  3人用 2,278円  4人用 3,079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

国産豚もも肉の
糖蜜醤油糀焼き 新商品

150g 250g 400g 冷凍
国産の豚もも肉に醤油糀のたれをベースに糖蜜
でコクと甘味を加えて食べやすい味付けにしま
した。解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

奥入瀬鶏トロ（背肉）
香味野菜カツレツ 新商品

200g 300g 400g 冷凍
国産鶏トロ（背肉）にしょう油粉末と乾燥野菜
が入った香味野菜ミックスをまぶしました。
多めの油で揚げ焼きにしてどうぞ

萬菜豆腐 2個 3個 4個 冷凍 解凍後、フライパンで両面を焼き、
お好みのタレをかけてどうぞ

2人用 1,678円  3人用 2,364円  4人用 3,122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。

和風ポークソテー

あじマリネ

①豚肉は解凍し、塩、こ
しょうを振り、小麦粉を
まぶす。
②エリンギは縦4等分、え
のきは根元を切り落と
してほぐし、ミニトマト
はヘタを取る。
③フライパンにサラダ油
を入れて熱し、①を中
火で片面2～3分ずつ焼
き、取り出す。

①商品は解凍する。
②レタスは食べやすい大
きさにちぎる。貝割れ
菜は根元を落とし、ミニ
トマトと一緒に食べや
すい大きさに切る。

④③のフライパンに②を入れ、中火で1～2分炒める。
⑤④に③を戻してAを加え、蓋をして弱火で1～2分
炒め絡める。
⑥器に⑤を盛り、せん切りにした大根と大葉、ミニ
トマトを添える。

③ボウルに①と②を加え軽く混ぜる。

国産豚ロース切身…2枚
エリンギ………………… 2本
えのき…………………… 1束
ミニトマト……………… 4個
大根……………………… 60g
大葉……………………… 4枚
小麦粉……………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々
サラダ油………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　わさび………… 小さじ1

あじと3種の野菜
マリネ…120g

レタス…………………… 3枚
ミニトマト……………… 6個
貝割れ菜……………… 1/2p

材料� 【約305kcal／1人分】

材料� 【約86kcal／1人分】

基本

基本

豚肉のオニオンピカタ

麓山高原豚
　ローススライス…150g
玉ねぎ………………… 1/2個
ブロッコリー………… 1/2株
溶き卵………………… 1個分
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………………適量
サラダ油…………… 大さじ1
　　トマトケチャップ
Ａ　　……………… 大さじ2
　　ソース………… 大さじ1
　　粒マスタード… 小さじ1

材料� 【約385kcal／1人分】

③フライパンにサラダ油を熱し、②を溶き卵にくぐら
せて入れ、両面に焼き色が付くまで焼く。Aの材料
を混ぜてブロッコリーと共に添える。

①玉ねぎは縦薄切りにする。
フライパンにサラダ油
少々を熱し、玉ねぎを軽
く焼き色がつくまで炒め
る。ブロッコリーは小房
に分け、塩茹でしておく。
②豚肉を縦に広げて置き、
手前半分に塩、こしょう
を振り、小麦粉を薄く振
る。①の玉ねぎを肉の枚
数分に分けて、肉の手前
にのせて、二つ折にする。

はつシーフードキムチ炒め
①解凍したシーフード
ミックスは水気を拭き
取る。キムチは食べや
すい大きさに切る。
②フライパンにごま油を
熱し、シーフードミッ
クスを炒める。火が通っ
たらキムチを加えてさ
らに炒め、酒、しょう

いき

シーフードミックス
…150g

白菜キムチ…………… 100g
酒…………………… 大さじ1
しょう油…………… 小さじ1
白炒りごま………………少々
塩、こしょう…………各少々
ごま油……………… 大さじ1

材料� 【約150kcal／1人分】

油をまわし入れて、塩、こしょうで味を調える。
③②を器に盛り、白炒りごまを振る。



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!

155

165

5

水

木

4/25木

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

菜彩鶏もも肉 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

豚ニラもやし炒め用 160g 320g 320g 冷凍
細切りにした豚もも肉に香辛料が入った打ち粉をま
ぶし、しょう油ベースのオイスターソースをセット
しました。ニラともやしと一緒に炒めてどうぞ

直火焼国産鶏ハラミ
（味付） 160g 240g 320g 冷凍 長ねぎと一緒に炒めてどうぞ

なすからし漬 65g 65g 65g 冷蔵 国産のなすを使用したからし漬で
す。ご飯のお供にどうぞ

2人用 1,468円  3人用 2,180円  4人用 2,537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

国産鶏もも肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

天日干しさば三枚卸 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

五目野菜炒め 200g 250g 400g 冷凍 レシピ参照

しめじ 100g 100g 170g 冷蔵 レシピ参照

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,498円  3人用 1,945円  4人用 2,592円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

目光丸干し 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

縞ホッケ切身塩麹漬 2切 3切 4切 冷凍
大型で脂ののった縞ホッケを切身にして塩麹に
1日じっくりと漬け込みました。解凍後、調味
液を拭き取り、弱火のグリルで焼いてどうぞ

はまぐり山椒煮 75g 75g 75g 冷蔵
はまぐりの旨味を活かしてしょう油
ベースの味付けに山椒の実を効かせて
じっくりと柔らかく炊き上げました

三陸産湯通し
塩蔵わかめ 50g 100g 100g 冷蔵 塩抜き後、サラダや酢の物にして

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 1,611円  3人用 2,142円  4人用 2,457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。

五目野菜炒め
①五目野菜炒めは解凍す
る。
②しめじは軸を除いて食
べやすい大きさにほぐ
し、キャベツはざく切り
にする。

③フライパンにサラダ油をひき、②を炒め、しんな
りしてきたら①を加えて更に炒めて火を通す。

五目野菜炒め…200g
しめじ…100g

キャベツ………………… 3枚
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約172kcal／1人分】

基本

鶏肉のレモンはちみつ照焼き

菜彩鶏もも肉…200g
キャベツ……………… 1/6個
ラディッシュ…………… 4個
レモン………………… 1/2個
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油…… 大さじ1/2
Ａ　はちみつ……… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1
　　レモン汁……… 大さじ2

材料� 【約399kcal／1人分】

片面を2分ずつ焼き、皮目を上にして蓋をし、更に弱
火で3～4分焼く。
④③に混ぜ合わせたAを加え、中火で2～3分タレを絡
める。
⑤器に2㎝幅に切った④を盛り、②を添える。

はつ目光のだし醤油焼き
①商品は解凍し、混ぜ合
わせたAの半量を両面
にぬる。
②かぶは茎を1㎝残して
縦6等分、小松菜は5㎝
の長さに切る。
③②を耐熱皿にのせ、
残りのAをふりかけて

①鶏肉は解凍して水気を拭
き取り、塩、こしょうを
振る。
②キャベツはせん切り、ラ
ディッシュは飾り切り、
レモンは半分は絞ってA
に加え、残り半分は2～3
㎜幅に切る。
③フライパンにサラダ油を
入れて熱し、①を強火で

いき

目光丸干し…100g
かぶ……………………… 1個
小松菜………………… 1/3束
　　かつお節………………5g
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ1
　　水……………… 大さじ1

材料� 【約125kcal／1人分】

ラップをし、電子レンジ(500W)で約4分加熱す
る。
④①はグリルで片面を3～4分ずつこんがり焼く。
⑤器に④を盛り、③を添える。

いんげんと鶏もも肉の甘辛煮
①鶏肉は解凍して一口大
に切る。
②いんげんは半分に切る。
ちくわは食べやすい斜
め切りにする。
③フライパンにサラダ油
を熱し、鶏肉を炒める。
色が変わったら、ちく
わといんげんを入れて
炒め合わせる。

④③にAを加え、汁気がなくなるまで炒り煮にする。

国産鶏もも肉…200g
焼きちくわ……………… 4本
いんげん………………… 80g
サラダ油…………… 大さじ1
　　だし汁………… 1カップ
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ1

材料� 【約461kcal／1人分】

基本



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!

175

185

6

金

土

5/2木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

長崎県産
かます天日干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

ぶり照焼き 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

揚蒲鉾　野菜天 1枚 2枚 2枚 冷凍
人参、キャベツ、玉ねぎ、生姜等の新鮮
野菜を使用したさつま揚げです。解凍
後、フライパンで焼いてどうぞ

パリパリ松前 新商品 150g 150g 200g 冷凍
人参、昆布、するめいか、割干大
根を松前漬け風に味付けしまし
た。解凍してどうぞ

2人用 1,400円  3人用 1,971円  4人用 2,480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

赤魚半身 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

ホイコーローの素 170g 200g 340g 冷凍
食べやすい大きさにカットした豚
肉に添付だれをセットしたホイ
コーローキットです

無添加焼きちくわ 1本 2本 2本 冷蔵 レシピ参照

国産大豆生揚げ（2枚入） 1p 1p 1p 冷蔵 お好みの野菜と一緒にホイコー
ローの素に加えてどうぞ

2人用 1,461円  3人用 2,069円  4人用 2,491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

行者にんにく入り
国産豚和風焼き 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

しそ香るミートチーズ
ロール 新商品

4本 6本 8本 冷凍
豚肉をベースに相性の良い大葉とチー
ズを混ぜ合わせた餃子風の巻物です。
フライパンで焼いてどうぞ

小松菜としめじの
煮浸し 新商品

70g 110g 110g 冷蔵
小松菜をふんだんに使用し、ぶな
しめじと人参を醤油ベースで味付
けしました。そのままでどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,436円  3人用 2,009円  4人用 2,421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。

豚肉とちくわのジンジャーマヨ炒め
①豚肉は軽く塩、こしょ
うを振る。ピーマンとち
くわは細切りにする。
②豚肉とちくわに薄く片
栗粉をまぶす。
③Aは混ぜ合わせる。
④フライパンにサラダ油
を熱し、豚肉、ちくわを
加えて炒める。
⑤豚肉にある程度火が
通ってきたらピーマン
を加えて火を通し、③で
炒め絡める。

麓山高原豚肩切落し
…150g

無添加焼きちくわ…1本
カラーピーマン……… 1個分
片栗粉……………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…… 大さじ1と1/2
　　マヨネーズ…… 大さじ1…
　　みりん………… 大さじ1…
Ａ　おろししょうが… 1片分…
　　しょう油……… 小さじ2…
　　みそ…………… 小さじ2…

材料� 【約329kcal／1人分】

基本

カリカリ豚丼

麓山高原豚もも薄切り
…150g

　　おろし生姜…………少々
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1
片栗粉……………… 大さじ1
　　にんにく（すりおろし）
　　　…………………… 1片
Ｂ　酒……………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　砂糖…………… 小さじ2
サラダ油…………………適量
ご飯…………………… 400g
キャベツのせん切り… 100g
小ねぎ…………………… 2本

材料� 【約628kcal／1人分】

はつかますと青菜の煮びたし
①かますは網でほどよく
焼き、頭と骨を除きな
がら小さくほぐす。
②青菜は塩少々を加えた
熱湯でさっと茹で、水
にとって冷まし、水気
を絞る。
③鍋にAの材料と②を入

いき

長崎県産
　かます天日干し…2枚
青菜…………………… 100g
　　だし汁……… 1/2カップ
Ａ　しょう油……… 小さじ2
　　みりん… 大さじ1と1/2
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約199kcal／1人分】

れてさっと煮立て、①を加えて火を止める。煮汁
ごと器に盛る。

②Bは小鍋に入れて煮立て、半量程度になったら火を
止める。
③①の豚肉を広げて片栗粉をまぶす。
④フライパンに1㎝深さのサラダ油を熱し、③をカリッ
とするまで揚げ焼きにする。
⑤器にご飯を盛り、キャベツと④をのせる。Bをかけ、
小口切りにした小ねぎを散らす。

①食べやすく切った豚肉に
Aを揉み込み、5分置く。

赤魚の青しそ照り焼き
①赤魚はさっと洗い、半分に切り、水気
をふき取り、皮目に切り込みを入れる。
②青しそはせん切りにする。
③バットにＡを合わせ②の半量を入れて
①を漬け込み、2～3回裏返しながら
20分程浸して味をなじませる。

④フライパンにサラダ油を熱し、赤魚の汁気を切って入れ、表から
焼き、両面をこんがり焼く。残りの漬け汁を加えて強火で煮絡
め、残りの青しそをのせる。
⑤器に盛り、お好みの野菜ソテー（ピーマン・パプリカ等）などを
付け合わせる。

赤魚半身…1枚
青しそ…………………… 5枚
Ａ　しょう油…大さじ1と1/2　　みりん……大さじ1と1/2
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約270kcal／1人分】

基本



18 ※表示価格は全て税別です。※本チラシに記載の価格は、㈱JAライフクリエイト福島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!

205

215

7

月

火

5/9木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

若鶏の塩麹
にんにく風味 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

シマホッケ開き 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

無着色たらこ 70g 70g 70g 冷凍
リン酸塩・発色剤を使用しない
JAふれあい食材オリジナルのた
らこです

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 1,617円  3人用 2,241円  4人用 2,457円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ギンポウ切身 2切 3切 4切 冷凍 煮付けにしてどうぞ

白エビのかき揚げ丼
セット（タレ付） 2枚 3枚 4枚 冷凍 電子レンジで温め、温かいご飯にの

せて添付のタレをかけてどうぞ

ほっき貝サラダ 80g 80g 100g 冷凍 解凍後、そのままでどうぞ

冷凍あさり（国内産） 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,588円  3人用 2,036円  4人用 2,605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

国産豚ロース切身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

若鶏の塩麹
にんにく風味 200g 250g 400g 冷凍

国産鶏肩小肉ににんにく風味の塩
麹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

昔ながらのコロッケ 2個 3個 4個 冷凍
北海道産の男爵いもをたっぷりと使用した懐かし
い味わいのシンプルなコロッケです。冷凍のまま
170℃～ 180℃の油で揚げてどうぞ

菜の花わさび 100g 100g 100g 冷蔵 そのままでどうぞ

彩りポテトマカロニ
サラダ 120g 240g 240g 冷蔵 お好みの野菜と一緒にサラダにど

うぞ

2人用 1,590円  3人用 2,142円  4人用 2,720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。

若鶏の塩麹にんにく風味

ホッケの焼き浸し

①商品は解凍する。
②キャベツ、人参はせん切
りにして混ぜ合わせる。
③フライパンにサラダ油
を熱し、①に火が通るま
で両面を焼く。
④皿に②、③を盛り付け、
ミニトマトを添える。

①商品は解凍する。
②小松菜は5㎝幅に切り、まい
たけは小房に分け、ピーマン
は縦1㎝幅に切る。
③①は魚焼きグリルで両面を3
～4分ずつ焼き、大きめにほぐ
す。②はアルミホイルにのせ、
魚焼きグリルで3～4分焼く。

④鍋にAを入れ、沸騰したら火を止め、③を入れて浸す。
※お好みで大根おろしと生姜のすりおろしをのせてお召し
上がりください。

若鶏の塩麹
にんにく風味…200g

キャベツ………………… 4枚
人参…………………… 1/4本
ミニトマト……………… 4個
サラダ油………… 大さじ1/2

シマホッケ開き…1枚
小松菜………………… 1/2束
まいたけ……………… 100g
お好みのピーマン……… 2個
　　だし汁…………… 200㏄
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約184kcal／1人分】

材料� 【約313kcal／1人分】

基本

基本

ポークソテー和風ソースがけ

国産豚ロース切身…2枚
カリフラワー………… 1/4個
ほうれん草…………… 1/2束
ラディッシュ…………… 2個
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………… 大さじ1
オリーブ油……… 大さじ1/2
　　バター……………… 20g
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　酒………………… 50㏄

材料� 【約398kcal／1人分】

で両面2～3分ずつ焼き、取り出す。
④③の油を拭き取り、Aを入れ、弱火で2～3分煮詰め
る。
⑤器に③を盛って④をかけ、水気を切った②と薄切り
にしたラディッシュを添える。

①商品は筋に数ヶ所切り込
みを入れて塩、こしょう
をし、小麦粉をまぶす。
②ほうれん草は3等分、カリ
フラワーは小房に分け、
それぞれ沸騰したお湯に
入れて下茹でし、冷水に
取る。
③フライパンにオリーブ油
を入れて熱し、①を中火

はつあさりのねぎ油蒸し
①小松菜は5～6㎝の長さ
に切り、小ねぎは斜め
薄切り、生姜はせん切
り、ミニトマトはヘタ
を取る。
②フライパンにごま油を
入れて熱し、冷凍あさ
りをそのまま入れて強
火で1～2分炒める。
③②に小松菜とミニトマ
トと生姜を加えて強火

いき

冷凍あさり（国内産）
…100g

小松菜………………… 1/2束
小ねぎ…………………… 2本
生姜……………………… 10g
ミニトマト……………… 8個
ごま油……………… 大さじ2
　　鶏がらスープの素
Ａ　　…………… 小さじ1/2　　酒……………… 大さじ3
　　塩……………………少々

材料� 【約177kcal／1人分】

で1分炒め、Aを加えて蓋をし、中火で5～6分蒸
し焼きにする。
④器に③を盛り、小ねぎをのせる。



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!

225

235

8

水

木

5/11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

銀ヒラス白醤油仕込み 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

お料理
サラダスティック 1p 1p 2p 冷蔵 レシピ参照

野菜ちぎり天 100g 150g 200g 冷凍
良質なすりみに国産のごぼうと人
参を使用し隠し味にごま油を使用
しました

2人用 1,449円  3人用 1,976円  4人用 2,673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

つぼ抜いか 2尾 3尾 4尾 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

かつおをさっと炙ってタタキにし、メーカーオリジ
ナルの大葉にんにく醤油たれに漬け込みました。解
凍後、食べやすい大きさにカットしてどうぞ

めんつゆで食べる
生もずく 2個 3個 4個 冷凍 解凍後、添付のタレと混ぜてどう

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 国産大豆使用

2人用 1,387円  3人用 2,047円  4人用 2,563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

焼き酢豚用 200g 300g 400g 冷凍
豚肉を筋切りして生姜風味のタレで味付け
し、片栗粉をまぶしました。お好みの野菜と
一緒に炒め、添付のタレを絡めてどうぞ

国産鶏ぼんじり
串なし焼き鳥（しお） 100g 200g 400g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

エリンギ 1p 1p 1p 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 1,397円  3人用 2,049円  4人用 2,778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。

豚肉とごぼうの柳川風

キャベツのごまマヨソース和え

①豚肉は食べやすい大き
さに切る。
②ごぼうはささがきにし
て約10分水にさらして
アクを抜く。
③鍋にAを入れ、沸騰した
ら①と②を入れて中火
で3～4分煮る。
④③に溶き卵を回し入れ
て蓋をし、中火で1～2
分煮て火を止め、1分蒸
らす。

①キャベツは太めのせん
切りにする。
②ボウルにAを混ぜ合わ
せて①、食べやすくほ
ぐしたお料理サラダス
ティックと一緒に和え
る。お好みですりごま
を振る。

⑤④を器に盛り、ざく切りにした三つ葉をのせる。

麓山高原豚
　ローススライス…150g
ごぼう…………………… 1本
三つ葉………………… 1/2束
卵………………………… 3個
　　だし汁…………… 300㏄
　　しょう油…大さじ1と1/2
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　砂糖…………… 小さじ2
　　酒……………… 大さじ2

お料理サラダ
スティック…1p

キャベツ……………… 120g
　　マヨネーズ…… 大さじ2
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　すりごま……… 大さじ2
　　砂糖………… 小さじ1/2

材料� 【約420kcal／1人分】

材料� 【約165kcal／1人分】

基本

基本

きのこと豚肉のスタミナ炒め

麓山高原豚
　肩ローススライス…150g

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

材料� 【約274kcal／1人分】

③フライパンに残りのサラダ油を熱し、エリンギ、長
ねぎを加えて炒める。
④火が通ったらAを加え、豚肉を戻して炒め、塩で味を
調える。

①エリンギは食べやすい大
きさに切り、長ねぎは斜
め薄切りに、にんにくは
みじん切りにする。豚肉
は一口大に切る。
②フライパンにサラダ油を
半量熱し、にんにくを炒
める。にんにくの香りが
たってきたら、豚肉を加
えて炒め、一度取り出す。

はついかのにんにく炒め
①解凍したいかは水気を
ふき取り、油揚げと一
緒に食べやすい大きさ
に切る。スナップエン
ドウは筋を取る。
②フライパンにサラダ油
を熱し、弱火でにんに
くを炒める。
③にんにくの香りが出て

いき

つぼ抜いか…2尾
国産大豆三角油揚げ

…1枚
スナップエンドウ……… 8本
にんにく（すりおろし）
　…………………… 小さじ1
しょう油…………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約209kcal／1人分】

きたら、スナップエンドウを炒める。スナップエ
ンドウに火が通ってきたら、いかと油揚げを入れ
て強火で炒め合わせ、しょう油、酒で味を調える。



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!

245

255

9

金

土

5/14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
ももスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

ポテトで仕上げる
鶏肉甘辛炒め 200g 255g 315g 冷凍 ご家庭にあるじゃがいもと一緒に炒

め、添付のタレを絡めてどうぞ

国産鶏手羽中照り焼き 200g 300g 400g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

お料理
サラダスティック 1p 2p 2p 冷蔵 お好みの野菜と一緒にサラダや卵と合わ

せてかに玉風にしてどうぞ

2人用 1,502円  3人用 2,117円  4人用 2,551円  

はつらつ お肉コース

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
バラスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

こがねかれい 2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ参照

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

えのき 200g 200g 200g 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 1,441円  3人用 2,163円  4人用 2,518円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

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

ささがきごぼう天 5本 10本 10本 冷蔵 フライパンで少し焼くと更に美味
しく頂けます

そば実入り山形のだし 80g 120g 120g 冷蔵 ご飯にのせても豆腐の薬味として
も美味しく頂けます

蔵王の匠が寄せた
手作りおぼろ 1個 2個 2個 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,489円  3人用 2,258円  4人用 2,674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。

豚バラ肉とえのきとれんこんのレンジ蒸し
①豚肉は食べやすい大き
さに切る。
②れんこんは薄切りにし
て酢水に浸け、ザルに上
げる。小ねぎは小口切
りにする。えのきは軸
を落として食べやすい
大きさにほぐす。
③耐熱容器に豚肉とれん
こん、えのきを交互に

重ね入れ、酒をふる。ラップをふんわりとのせ、電
子レンジ（500W）で5分程加熱して、中まで火を
通す。
④混ぜ合わせたAをかけ、お好みで小口切りにした
小ねぎを散らす。

麓山高原豚
バラスライス…150g

えのき…200g
れんこん……………… 100g
酒…………………… 大さじ2
小ねぎ…………………… 2本
酢…………………………少々
　　ぽん酢………… 大さじ2
Ａ　白炒りごま…… 大さじ1
　　ごま油……… 大さじ1/2

材料� 【約423kcal／1人分】

基本

玉ねぎと豚肉の甘辛炒め

麓山高原豚
ももスライス…150g

玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/4本
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油、酒
Ａ　　………… 各小さじ3/4
　　こしょう……………少々
　　しょう油…大さじ1と1/2
Ｂ　砂糖…………… 小さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
　　こしょう……………少々

材料� 【約338kcal／1人分】

③②にBを加えて手早く混ぜる。

①玉ねぎは厚さ1㎝のくし
形に切り、人参は短冊切
りにする。豚肉は1㎝幅に
切り、Aで下味をつけて
おく。
②フライパンにサラダ油大
さじ1/2を熱し、豚肉を炒
めて取り出す。サラダ油
大さじ1/2をたし、玉ね
ぎ、人参を炒め、豚肉を戻
し入れる。

はつあじの黄身焼き
①あじ開きは解凍する。
②大根はすりおろして水
気を絞り、生姜はみじん
切り、大葉は2枚を千切
りして混ぜ合わせる。
③①に卵黄を塗り、グリ
ルで焼き目をつけて火

いき

あじ開き…2枚
卵黄…………………… 1個分
大根…………………… 100g
生姜……………………… 1片
大葉……………………… 4枚
しょう油…………………適量

材料� 【約177kcal／1人分】

が通るまで中火で7～8分焼く。
④器に③を盛り、残りの大葉と②を添え、お好みで
しょう油をかける。

こがねかれいの野菜あんかけ
①こがねかれいは解凍後片栗粉をまぶ
し、170～180℃の油でカラリと揚
げる。
②人参、生しいたけはせん切りにする。
③Aを鍋に入れて煮立て、②を加え
さっと煮、水溶き片栗粉でとろみを
つける。
④①を器にのせ、③をかける。
※お好みでみつ葉を添える。

こがねかれい…2尾
人参……………………… 3㎝
生しいたけ……………… 1個
片栗粉……………………適量
揚げ油……………………適量
水溶き片栗粉……… 大さじ1
　　だし汁……… 1/3カップ
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　しょう油…大さじ1と1/2
　　砂糖…………… 小さじ1

材料� 【約230kcal／1人分】

基本



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
●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!

275

285

10

月

火

5/16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

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

銀鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

麓山高原豚使用
肉焼売 新商品

4個 6個 8個 冷凍
麓山高原豚をふんだんに使用した
旨味が詰まった焼売です。フライ
パンで焼いてどうぞ

直火焼カレールー 100g 170g 170g 常温 レシピ参照

ごぼうサラダごま入り
マヨネーズ 1袋 2袋 2袋 冷蔵 ごぼうの食感を存分に楽しめるサ

ラダです

2人用 1,605円  3人用 2,466円  4人用 2,979円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

シマホッケ開き 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

北海道さんまフライ 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

紅鮭グラタン 2個 3個 4個 冷凍 冷凍のままオーブントースターで
約15分焼いてどうぞ

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

トマトスパゲティ 120g 240g 240g 冷蔵 北海道さんまフライの付け合わせ
にどうぞ

2人用 1,622円  3人用 2,666円  4人用 3,155円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

豚肉のうま塩
野菜炒め用 160g 320g 320g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

国産鶏肉使用
チキンナゲット 6個 9個 12個 冷凍

国産の新鮮な鶏肉をふっくらとしたナゲッ
トにしました。ケチャップやマスタードな
どお好きなソースをつけてどうぞ

ほくほくくろ豆 41g 41g 41g 常温 黒糖風味の優しい甘さの黒豆で
す。そのままでどうぞ

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 1,660円  3人用 2,350円  4人用 2,731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。

我が家のカレーライス

焼き銀鮭の香味甘酢だれ

①豚肉は食べやすい大き
さに切る。野菜は全て
大きめに切る。
②鍋にサラダ油をひき、豚
肉、野菜の順に炒める。
③②に水を注ぎ入れ、具材
に火が通るまで煮込む。
④火を止め、直火焼カレー
ルーを入れて混ぜ、再び
火をつけて弱火で煮込
む。

①商品は解凍し、グリルで片面
を中火で3～4分ずつ焼く。
②人参、きゅうり、みょうが
はせん切り、小ねぎは小口切
り、生姜はみじん切りにす
る。
③器に混ぜ合わせた人参、きゅ
うり、みょうがを盛り、①と
小ねぎをのせ、混ぜ合わせた
Aをかける。

⑤皿にご飯を盛り、④をかける。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

直火焼カレールー…100g
じゃがいも……………… 3個
人参…………………… 1/2本
玉ねぎ………………… 1/2個
水……………………… 500㏄
ご飯…………………… 2膳分
サラダ油…………… 大さじ1

銀鮭切身…2切
人参…………………… 1/3本
きゅうり……………… 1/2本
みょうが………………… 2本
小ねぎ…………………… 4本
　　生姜………………… 1片
　　酢……………… 大さじ2
Ａ　砂糖…………… 小さじ1
　　しょう油…… 小さじ1/3
　　だし汁………… 大さじ1

材料� 【約832kcal／1人分】

材料� 【約169kcal／1人分】

基本

基本

根菜と豚肉の炒め物

麓山高原豚小間肉
…150g

れんこん……………… 100g
人参……………………… 80g
にんにく………………… 1片
しょう油…………… 大さじ2
酒…………………… 大さじ1
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約252kcal／1人分】

④③にしょう油と酒を入れ、煮立たせる。

①豚肉は食べやすい大きさ
に切る。
②れんこん、人参は皮を剥
き、拍子木切りにする。
にんにくは角切りにする。
③熱したフライパンにサラ
ダ油をひき、①、②を炒め
る。余分な油はキッチン
ペーパー等で拭き取る。

はつほっけのねぎダレから揚げ
①商品は解凍して水気を
拭き取り、骨を取り、棒
状に切って塩を振る。
②玉ねぎ、人参、大葉は細
めのせん切りにして水
にさらし、水気をしっ
かりと切る。
③Aは混ぜ合わせておく。
④①に小麦粉をまぶし、
油でカラッと揚げる。
⑤器に④を盛り、②をの
せてAをかけ、小口切り
にした小ねぎを散らす。

いき

シマホッケ開き…1枚
玉ねぎ………………… 1/4個
大葉……………………… 3枚
人参…………………… 1/3本
小ねぎ…………………… 2本
塩…………………………少々
小麦粉……………… 大さじ1
揚げ油……………………適量
　　しょう油…大さじ1と1/2
　　酢…………… 大さじ1/2
　　酒…………… 大さじ1/2
Ａ　ごま油………… 小さじ1
　　こしょう……………少々
　　長ねぎ（みじん切り）
　　　……………… 大さじ2

材料� 【約341kcal／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!

295

305

11

水

木

5/18土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

国産塩さば半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

銀ヒラス白醤油仕込み 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

チーズ入りいかバーグ 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

おかかおにぎり昆布 60g 60g 60g 常温 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,409円  3人用 1,962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

はつらつ お肉コース

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

氷温造りサバの味噌煮 2切 3切 4切 冷凍 冷凍のまま湯せんで約7分

いかだんご 6個 9個 12個 冷凍 レシピ参照

なすからし漬 65g 65g 65g 冷蔵 国産のなすを使用したからし漬で
す。ご飯のお供にどうぞ

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,357円  3人用 1,939円  4人用 2,411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 チキンカレーにしてどうぞ

生姜の香る
豚肉の醤油たれ焼き 150g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

麓山高原豚使用
肉焼売 新商品

4個 6個 8個 冷凍
麓山高原豚をふんだんに使用した
旨味が詰まった焼売です。フライ
パンで焼いてどうぞ

直火焼カレールー 100g 170g 170g 常温 菜彩鶏むね肉を加えてチキンカ
レーにしてどうぞ

蔵王の匠が寄せた
手作りおぼろ 1個 2個 2個 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,396円  3人用 2,159円  4人用 2,602円  



27
●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。

豚肉ときのこのケチャップ炒め

いかだんごとミニトマトのチーズ焼き

焼きさばのみぞれ煮

生姜の香る豚肉の醤油たれ焼き

①しいたけは薄切り、ま
いたけは食べやすい大
きさにほぐし、しめじ
とえのきは根元を切り
落としてほぐし、にん
にくは薄切りにする。
②フライパンにサラダ油
を入れて熱し、①、②を
入れ、中火で3～4分炒
めたら塩、こしょうを
し、Aを加えて強火で1
分炒め絡め、器に盛る。

①解凍したいかだんごは全て半分
に切る。ブロッコリーは小房に分
け、分量外の塩を加えた熱湯で茹
でる。ミニトマトはヘタを取る。
②耐熱皿を2個用意してオリーブ油
を塗り、2等分にした、いかだん
ご、ブロッコリー、ミニトマトを
のせ、塩、こしょうを振る。

①さばは解凍後、水気をふ
きグリルで焼く。
②大根はすりおろし、貝割
れ菜は根元を切落す。
③鍋にＡを加えて沸騰し
たら、①を入れ蓋をして
中火で5～6分煮る。大
根おろしを加え、一煮立
ちしたら火を止める。

①商品は解凍する。
②玉ねぎは薄切りにする。
③フライパンにサラダ油
を熱し、①と②に火が通
るまで炒める。

③②にとろけるチーズをのせ、オーブントースターで約10分
焼く。

④器に盛り、貝割れ菜をのせる。

麓山高原豚肩小間肉
…150g

しいたけ………………… 4枚
まいたけ……………… 100g
しめじ………………… 100g
えのき………………… 200g
にんにく………………… 1片
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　ケチャップ…… 大さじ2
Ａ　コンソメ（顆粒）　　　……………… 小さじ1
　　水……………… 大さじ3

いかだんご…6個
ブロッコリー………… 1/2房
ミニトマト……………… 8個
とろけるチーズ……… 100g
塩、こしょう…………各少々
オリーブ油………… 小さじ2

材料� 【約217kcal／1人分】

材料� 【約419kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

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

生姜の香る豚肉の
醤油たれ焼き…150g

玉ねぎ…………………… 1個
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約322kcal／1人分】

材料� 【約223kcal／1人分】


