
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!

17

27

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
（スキンレス）新商品

2切 3切 4切 冷凍 ムニエルや煮魚にしてどうぞ

するめいか一夜干し 1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

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

おてがるサラダ昆布 10g 15g 15g 常温 お好みの野菜と一緒にサラダにし
てどうぞ

2人用 1,485円  3人用 2,191円  4人用 2,552円  

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
しゃぶしゃぶ用 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

国産若鶏
甘酢だれ焼き 新商品

200g 300g 400g 冷凍
国産の鶏肩小肉をさっぱりとした
甘酢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

キャベツの包み巻 4個 6個 8個 冷凍
シャキシャキのキャベツをふんだん
に使用した棒状の餃子です。冷凍の
ままフライパンで焼いてどうぞ

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
で焼き、バターしょう油を絡めてどうぞ

2人用 1,497円  3人用 2,121円  4人用 2,753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

6/20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 100g 150g 200g 冷蔵 レシピ参照

加塩紅鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

キャベツ焼売 4個 6個 8個 冷凍
食感豊かなざく切りキャベツをたっ
ぷりと使用したキャベツ焼売です。
電子レンジで温めてどうぞ

仙台麩 1本 1本 2本 常温 レシピ参照

卵とうふカップ入 2個 3個 4個 冷蔵 リン酸塩不使用の生卵をふんだん
に使用した卵とうふです

2人用 1,445円  3人用 2,062円  4人用 2,779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。

仙台麩の生姜焼き丼

焼き紅鮭の香味甘酢だれ

①仙台麩は輪切りにし、水
で戻して水気をしぼる。
豚肉は食べやすい大き
さに切る。
②玉ねぎは薄切りに、キャ
ベツはせん切りに、ピー
マンは太めのせん切り
にする。
③フライパンにごま油を
熱し、片栗粉をまぶした
仙台麩と豚肉を入れ、両
面を色よく焼く。

①紅鮭切身は解凍して水気を拭き
取る。
②玉ねぎは横1㎝幅の輪切り、エリ
ンギは縦4等分、チンゲン菜はざ
く切りにする。
③フライパンにバターを入れて熱
し、①、②を中火で2分焼き、①
を裏返してポン酢を振りかけ、

④③に玉ねぎ、ピーマンも加えさっと炒め、Aを加え
て絡める。
⑤器にご飯、キャベツを盛り、④を汁ごとのせる。

蓋をして弱火で2分蒸し焼きにする。
④器に③を盛り、根元を切り落とした貝割れ菜を添える。

麓山高原豚
　バラスライス…100g

仙台麩…1本
玉ねぎ………………… 1/4個
ピーマン………………… 2個
キャベツ………………… 2枚
ご飯…………………… 2膳分
片栗粉……………………適量
ごま油……………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ3
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　砂糖…… 大さじ1と1/2
　　おろししょうが… 2片分

加塩紅鮭切身…2切
玉ねぎ………………… 1/2個
エリンギ………………… 2本
チンゲン菜……………… 1株
貝割れ菜……………… 1/4束
ポン酢……………… 大さじ3
バター…………………… 20g

材料� 【約769kcal／1人分】

材料� 【約220kcal／1人分】

基本

基本

豚肉のたたき風サラダ

国産豚ロース
　しゃぶしゃぶ用…150g
片栗粉……………………適量
Ａ　大根おろし… 1/2カップ　　ポン酢しょうゆ… 50ml
レタス……………… 3～4枚
きゅうり……………… 1/2本
みょうが………………… 1個
貝割れ菜………… 1/4パック
オクラ……………… 4～5本
酒…………………… 大さじ1
生姜の薄切り……… 1/2片分
トマト…………………… 1個

材料� 【約272kcal／1人分】

熱が取れたら水気を切ってヘタを切り、縦半分に切
る。
④鍋にたっぷりの湯、酒、生姜の薄切りを入れて煮立
たせる。豚肉に片栗粉を薄く絡めて鍋に入れ、色が
変わったら冷水に取り、ざるに上げて水気を切る。
⑤器に②を敷き、④を盛る。くし形に切ったトマトと
③を飾り、食べる直前に①をかける。

①Aのソースを混ぜ合わせ
て冷やしておく。
②レタスは粗いせん切り
に、きゅうりはせん切り、
みょうがは縦半分に切
り、縦薄切りにする。貝
割れ菜は根元を切り落と
して水洗いし、半分に切
る。全てを冷水に放ち、
水気を切る。
③オクラは塩を加えた熱湯
で茹で、冷水に取る。粗

はつするめいかの炒め物

①いかは解凍後、食べや
すい大きさに切り、ボ
ウルにAの材料を合わ
せ、いかを入れてもみ
込んで約5分間置く。

いき

するめいか一夜干し…1枚
ピーマン………………… 2個
生しいたけ……………… 2個
Ａ　塩、こしょう……各少々　　酒…………… 大さじ1/2
赤唐辛子………………… 1本
　　しょう油、酒
Ｂ　…………… 各大さじ1/2
　　砂糖………… 小さじ1/3
サラダ油…………… 大さじ1
こしょう…………………少々

材料� 【約138kcal／1人分】

②ピーマンは一口大の乱切りにする。生しいたけは
2～3つのそぎ切りにする。
③Bの調味料を混ぜ合わせておく。
④フライパンにサラダ油を熱し、赤唐辛子を入れて
弱火にし黒っぽくなるまで炒めて取り出す。
⑤④にピーマンと生しいたけを加えて炒める。
⑥全体に油が回ったら、いかと③を加え、炒め合わ
せ、こしょうを振る。



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!

37

47

2

水

木

6/22土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

脂ののったシルバー
門前みそ漬 2切 3切 4切 冷凍

くせの少ないシルバー切身を信州・善
光寺の門前みそに漬け込みました。解
凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

おさかなつくね
（タレ付） 6個 9個 12個 冷凍

国産のあじを主原料に鶏肉と4種類の野菜を入
れたつくねに仕上げました。冷凍のままフライ
パンで焼き、添付のタレを絡めてどうぞ

野沢菜わさび 100g 100g 100g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,400円  3人用 1,873円  4人用 2,413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

国産鶏もも肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

やわらかさんま
みりん干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、焦げないようにフライパン

か弱火のグリルで焼いてどうぞ

天然ピンクえび 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

ラー油昆布 60g 60g 100g 冷蔵
短く刻んだ昆布にごまとにんにくを
加え、ピリッと辛口に仕上げました。
温かいご飯に合わせてどうぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,435円  3人用 1,969円  4人用 2,562円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

国産鶏手羽中から揚げ 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

国産豚肉の塩だれ炒め 200g 300g 400g 冷凍 商品を解凍後、お好みの野菜と一
緒に炒めてどうそ

チーズ入かまぼこ 2個 3個 4個 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう
ぞ

白和えの素
（国産大豆使用） 150g 150g 150g 冷凍

国産大豆を使用し、ごまの風味が豊
かな白和えの素です。ほうれん草や
人参、こんにゃくを加えてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,453円  3人用 2,025円  4人用 2,510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。

鶏肉のパン粉焼き

レタスたっぷりシーザーサラダ

①鶏肉は解凍し、食べやす
い大きさに切り、塩、こ
しょうを振る。
②トマトは横5㎜幅に切
り、レモンはいちょう切
り、パセリはみじん切り
にする。
③①にマヨネーズを塗っ
てAをまぶす。フライパ

①サニーレタスは手でちぎる。
きゅうりは包丁の腹や、めん棒
などでたたき、一口大に割る。
にんにくはみじん切りにする。
②解凍したえびは水気を拭き取
る。ゆで卵は4等分に切る。
③フライパンにオリーブオイル、
にんにくを入れて熱し、香りが
立ったら、えび、しょう油を加
えてさっと炒め合わせる。
④器にサニーレタス、きゅうり、

ンにオリーブ油を入れて熱し、中火で片面3～4分
ずつ焼く。
④器にサラダ菜とトマトをのせて③を盛り、レモン
を添える。

ゆで卵、③を盛り、混ぜ合わせたAをかけ、粉チーズ、黒
こしょうを振る。

国産鶏もも肉…200g
トマト………………… 1/2個
レモン………………… 1/4個
サラダ菜………………… 6枚
塩、こしょう…………各少々
マヨネーズ………… 大さじ3
オリーブ油………… 大さじ2
Ａ　パセリ………………適量　　パン粉………… 大さじ4

天然ピンクえび…100g
サニーレタス……… 3～4枚
きゅうり……………… 1/2本
ゆで卵…………………… 2個
にんにく………………… 1片
粉チーズ…………… 小さじ2
黒こしょう………………適量
オリーブオイル…… 小さじ2
しょう油…………… 小さじ1
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ1
　　牛乳…………… 小さじ2

材料� 【約411kcal／1人分】

材料� 【約189kcal／1人分】

基本

基本

手羽中甘辛揚げ

国産鶏手羽中から揚げ
…200g

キャベツ…………………適量
白炒りごま………………適量
揚げ油……………………適量
　　みりん………… 大さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ2

材料� 【約389kcal／1人分】

れて混ぜ合わせ、白炒りごまを加える。お好みでち
ぎったキャベツを添える。

①大きめの耐熱ボウルにA
を合わせ、ラップをせず
に電子レンジ（500W）で
約3分加熱する。
②フライパンに多めの油を
熱し、商品をきつね色に
なるまでしっかり揚げ焼
きにする。油をきり、熱
いうちに①のボウルに入

はつ赤魚のソテー・おろしソース いき

赤魚切身…2切
　　酒…………… 大さじ1/2
Ａ　塩…………… 小さじ1/3
　　こしょう……………少々
大根…………………… 300g
ブロッコリー………… 1/2株
小ねぎ…………………… 2本
　　酢…………… 大さじ1/2
Ｂ　砂糖…………… 大さじ1
　　塩、こしょう……各少々
サラダ油…………………適量
小麦粉……………………適量

材料� 【約167kcal／1人分】

水分を拭いてAを振り、10分ほど置く。
②大根はすりおろし、水気を絞る。
③ブロッコリーは小房に分け、塩茹でしておく。
④①に薄く小麦粉をまぶし、サラダ油を熱したフラ
イパンでこんがり揚げ焼きにする。
⑤②にBを混ぜ合わせ、小口切りにした小ねぎを加
え混ぜる。
⑥④と③を盛りつけ、⑤を添える。

①赤魚は2～3つに切り、



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!

57

67

3

金

土

6/25火

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ロース
塩こうじ漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

ナメタガレイ筒切 2切 3切 4切 冷凍
調理しやすいようにウロコとぬめ
りを取り除きました。煮魚にして
どうぞ

星型ポークメンチカツ 2個 3個 4個 冷凍 7月7日は七夕です！星型のメンチ
カツで季節感をお楽しみ下さい

いかほたてミックス 120g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,325円  3人用 1,841円  4人用 2,419円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

フライパンで焼ける
はたはた一夜干し 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、焼いても天ぷらにしても

美味しく頂けます

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

天然ピンクえび 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

海鮮ワンタン
（スープ付） 150g 150g 180g 冷凍 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 1,427円  3人用 1,898円  4人用 2,565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

麓山高原豚肩小間肉 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

豚肉の
プルコギ風炒めの素 160g 240g 320g 冷凍

薄切りにした豚もも肉を甘辛のしょう油
だれで味付けしました。ピーマンや玉ね
ぎ、しめじなどと一緒に炒めてどうぞ

星型ポークメンチカツ 2個 3個 4個 冷凍 7月7日は七夕です！星型のメンチ
カツで季節感をお楽しみ下さい

仙台麩 1本 2本 2本 常温 レシピ参照

しめじ 100g 170g 170g 冷蔵 豚肉のプルコギ風炒めの素と一緒
にご使用下さい

2人用 1,238円  3人用 1,788円  4人用 2,172円  



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。

国産豚ロース塩こうじ漬

焼きなすの海鮮ソースがけ

ブロッコリーとピンクえびのサラダ

仙台麩と豚肉の梅かつお添え

①商品は解凍する。
②フライパンにサラダ油
を熱し、商品が焦げない
ように両面に火を通す。
③皿に食べやすく切った②
と輪切りにしたトマトを
のせ、小ねぎを散らす。

①半解凍した商品は水気を拭き取る。
なすは縦に4等分に切る。玉ねぎは
薄切りに、しめじは小房に分ける。
②フライパンにサラダ油を熱し、な
すをこんがり焼き、器に盛る。
③フライパンに残った油を拭き取
り、ごま油を熱して玉ねぎを炒め、
しんなりしたら商品としめじを加
え、炒め合わせる。
④③にAを加え、ひと煮立ちさせた
ら水溶き片栗粉でとろみを付け、
②にかける。好みで小口切りにし
た小ねぎを散らす。

①ブロッコリーは小房に
分け、塩茹でする。人参
はさいの目切りにして
下茹でする。解凍した
えびはさっと茹でる。
②湯で固形スープの素を
溶かし、Aを加えて混ぜ
合わせる。
③①と②を合わせて、器に
盛る。

①仙台麩は輪切りにして水で戻
し、軽く水気をしぼる。フライパ
ンにサラダ油を熱し、仙台麩と
豚肉を入れて両面を色よく焼く。
②①を器に盛り、かつお節、小口
切りにした長ねぎ、種を取って
たたいた梅干しをのせ、しょう
油をかける。

国産豚ロース
塩こうじ漬…2枚

トマト…………………… 1個
小ねぎ…………………… 4本
サラダ油………… 大さじ1/2

いかほたてミックス
…120g

なす……………………… 2本
玉ねぎ………………… 1/2個
しめじ………………… 100g
小ねぎ…………………… 2本
水溶き片栗粉……………適量
サラダ油…………………適量
ごま油……………… 大さじ1
　　鶏ガラスープの素
　　　……………… 小さじ1
Ａ　しょう油…大さじ1と1/2　　酒……………… 大さじ1
　　砂糖………… 小さじ1/2
　　水…………… 1/3カップ

材料� 【約262kcal／1人分】

材料� 【約207kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

天然ピンクえび…100g
ブロッコリー…………… 80g
人参……………………… 20g
固形（または顆粒）スープの素
　………………… 小さじ1/3
湯………………… 小さじ1/4
　　マヨネーズ…… 大さじ2
Ａ　塩……………………少々
　　こしょう……………少々

麓山高原豚肩小間肉
…150g

仙台麩…1本
かつお節…………………適量
長ねぎ……………………適量
梅干し…………………… 1個
しょう油…………………少々
サラダ油…………… 大さじ2

材料� 【約151kcal／1人分】

材料� 【約329kcal／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!

87

97

4

月

火

6/27木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産鶏トロ（背肉）
塩焼き（ゆず風味） 200g 300g 400g 冷凍

国産鶏トロ（背肉）を青森県産のにんにくと
高知県産ゆずを使用した塩だれに漬け込みま
した。解凍後、フライパンで焼いてどうぞ

あじ開き干し 1尾 2尾 2尾 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

マーボーなすの素 220g 330g 440g 冷凍 レシピ参照

中華くらげ 70g 100g 150g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,395円  3人用 2,128円  4人用 2,589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 レシピ参照

国産豚もも肉
やわらか味噌漬け 150g 225g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

黒豚のもっちり
ポテト包み 4個 6個 8個 冷凍 電子レンジで温めてどうぞ

まるごとトマトの
洋風炊き込みごはん 2合用 3合用 4合用 冷凍

商品を解凍後、トマト1個、バター
を加え、通常通りに炊飯してどう
ぞ

2人用 1,513円  3人用 2,129円  4人用 2,833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

加塩紅鮭切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

まん丸ねぎとろ丼
（イカ入り）（たれ付） 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、温かいご飯にのせ、添付

のタレをかけてどうぞ

ひとくちひじき焼売 6個 9個 12個 冷凍
国産のひじきと豚肉を合わせた旨
みのある焼売です。電子レンジで
温めてどうぞ

さしみこんにゃく
からし酢みそ付 新商品

180g 180g 180g 常温 酢みそ付のさしみこんにゃくです

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,491円  3人用 2,116円  4人用 2,629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。

マーボーなす

中華サラダ

①マーボーなすの素はあ
らかじめ解凍しておく。
②なすは食べやすい大き
さに切り、水に浸して
アクを取り、ザルにあげ
る。

①きゅうりは長さ4㎝に
切ってから、縦に6等分
に切る。塩小さじ1/2を
まぶして10分程置く。
②玉ねぎは薄切りにし、塩
小さじ1/2をまぶして5
分程置く。

③長ねぎはみじん切りにする。
④熱したフライパンにサラダ油をひき、なすを揚げ
焼きにして一度、皿に取り出す。
⑤④のフライパンに③を入れて炒め、①を加えて温
める。
⑥⑤に④を戻して炒める。

③①、②を洗い、よく水気をしぼる。
④商品をボウルに入れ、③、ごま油、酢を加えて混ぜ
る。

マーボーなすの素…220g
なす……………………… 4本
長ねぎ………………… 1/3本
サラダ油…………… 大さじ3

中華くらげ…70g
玉ねぎ………………… 1/2個
きゅうり………………… 1本
酢…………………… 大さじ1
塩…………………… 小さじ1
ごま油……………… 大さじ1

材料� 【約408kcal/1人分】

材料� 【約119kcal／1人分】

基本

基本

鶏もも肉といんげんのさっぱり炒め

菜彩鶏もも肉…200g
いんげん………………… 8本
人参…………………… 1/2本
もやし………………… 200g
白炒りごま………………適量
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ2
　　しょう油…大さじ1と1/2
Ａ　砂糖…………… 小さじ2
　　酢……… 大さじ1と1/2

材料� 【約322kcal／1人分】

弱火で2～3分焼き、5㎜幅に切る。
④別のフライパンに残り大さじ1のサラダ油を入れて
熱し、②を強火で2～3分炒めて塩、こしょうを振り、
味を調える。
⑤器に④を盛り、③をのせて白炒りごまを振る。

①鶏肉は解凍し、塩、こしょ
うを振る。
②いんげんは筋を取って斜
め3等分、人参は短冊切
り、もやしはひげ根を取
る。
③フライパンにサラダ油大
さじ1を入れて熱し、中火
で①を片面2～3分ずつ焼
き、Aを加えて蓋をして

はつ紅鮭のたっぷり野菜あん
①玉ねぎ、人参、ピーマン
はせん切りにする。
②Aをよく混ぜ合わせて
ておく。
③鮭に軽くこしょうを
し、小麦粉をまぶし、サ
ラダ油をひいたフライ
パンで両面をこんがり
と焼く。
④③を器に盛り、フライ
パンを拭いてさらにサ
ラダ油をひき、①を炒
める。しんなりしたら

いき

加塩紅鮭切身…2切
玉ねぎ………………… 1/4個
人参…………………… 1/4本
ピーマン……………… 1/2個
こしょう…………………適量
小麦粉……………………適量
サラダ油…………………適量
　　しょう油……… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ2
　　酢……………… 大さじ2
Ａ　鶏がらスープの素
　　　……………… 小さじ1
　　水……………… 大さじ4
　　片栗粉………… 小さじ1

材料� 【約342kcal／1人分】

②を加えて、とろみがつくまで煮たら鮭の上にか
ける。



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!

107

117

5

水

木

6/29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

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

赤魚切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

ホルモン焼醤油みそ味
（国産豚使用） 160g 320g 320g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に炒めてどう

ぞ

ねっぱりこんぶ 10g 15g 15g 常温
粘りのある国内産昆布を細切りに
しました。季節の漬け物に加えて
どうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,343円  3人用 2,067円  4人用 2,354円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

あじ開き干し 1尾 2尾 2尾 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

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

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

お料理
サラダスティック 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,328円  3人用 2,188円  4人用 2,451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

国産豚もも
スタミナ源たれ焼き 200g 300g 400g 冷凍 商品を解凍後、フライパンで焼い

てどうぞ

あじわいポーク焼売 4個 6個 8個 冷凍
粗めに挽いた豚肉を塩麹に漬け込
み焼売の皮で包みました。冷凍の
まま電子レンジで温めてどうぞ

辰巳屋刻みみょうが漬 80g 80g 80g 常温
国産のきゅうりとみょうがを使用
し、さっぱりとしば漬風に漬込み
ました

国産大豆豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,485円  3人用 2,041円  4人用 2,495円  



13
●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。

豚肉のゴーヤチャンプルー
①豚肉は食べやすい大き
さに切る。豆腐は重し
をして水気を切る。
②ゴーヤは縦半分に切っ
てからスプーンで種とワ
タを取り、5㎜幅に切っ
て塩揉みをした後さっと
洗う。玉ねぎとピーマン
は縦5㎜幅に切る。
③フライパンにサラダ油
を入れて熱し、強火で豚
肉と②を1～2分炒める。

④③に手で崩した豆腐、溶き卵、Aを加えて強火で更
に1～2分炒め、かつお節を加えて混ぜ合わせる。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

食材豆腐（木綿）…1丁
ゴーヤ…………………… 1本
玉ねぎ………………… 1/2個
お好みのピーマン……… 2個
卵………………………… 3個
かつお節……………………4g
塩…………………………少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　砂糖………… 小さじ1/2

材料� 【約510kcal／1人分】

基本

赤魚の香り煮
①赤魚切身は解凍する。
②にんにくと生姜と長ねぎは、粗み
じん切りにする。
③フライパンにサラダ油を熱し、②
を入れてサッと炒める。
④③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。
⑤器に④を盛り、ざく切りにした三
つ葉をのせる。

赤魚切身…2切
にんにく……………… 1/2片
生姜……………………… 1片
長ねぎ………………… 10㎝
三つ葉…………………… 2本
サラダ油　……… 大さじ1/2
　　だし汁…………… 100㏄
Ａ　酒………………… 50㏄
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん……… 大さじ1/2

材料� 【約178kcal／1人分】

基本

豚バラ肉の味噌炒め

麓山高原豚
バラスライス…150g

じゃがいも……………… 2個
いんげん………………… 8本
お好みのピーマン……… 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510kcal／1人分】

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
振ってから、片栗粉を薄
く塗す。
②じゃがいもは皮付きのま
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
て両面を焼いて取り出す。

はつサラダスティックとキャベツの味噌漬け
①サラダスティックは食
べやすい大きさに裂く。
②キャベツは食べやすい
大きさにちぎり、しし
とうは斜め2等分、にん
にくと生姜はすりおろ
す。
③ビニール袋に①、キャ
ベツ、ししとう、混ぜ

いき

お料理サラダスティック
…1p

キャベツ……………… 1/4個
ししとう………………… 6本
　　にんにく…………… 1片
　　生姜………………… 10g
Ａ　味噌…………… 大さじ1
　　だし汁………… 小さじ2
　　酒……………… 小さじ1

材料� 【約90kcal／1人分】

合わせたAを入れ、30分漬ける。
④温かいご飯や豆腐にのせてどうぞ。



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

127

137

6

金

土

7/2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

フライパンで焼ける
はたはた一夜干し 100g 150g 200g 冷凍

骨まで食べられるように小型のはたは
たを頭を落として一夜干しに干し上げ
ました。フライパンで焼いてどうぞ

十六雑穀入り
ハンバーグ 2枚 3枚 4枚 冷凍

国内産十六雑穀を使用したハン
バーグです。フライパンで焼いて
どうぞ

まるごとトマトの
洋風炊き込みごはん 2合用 3合用 3合用 冷凍 レシピ参照

2人用 1,332円  3人用 1,877円  4人用 2,246円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ナメタガレイ筒切 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

三陸・宮古の真いか
ぶっかけ丼 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、温かいご飯にのせ、お好

みで薬味をのせてどうぞ

えびまんじゅう 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

中華くらげ 70g 100g 150g 冷蔵 解凍後、お好みの野菜と一緒にサ
ラダにしてどうぞ

2人用 1,347円  3人用 1,899円  4人用 2,507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

鶏肉のはちみつ煮 180g 270g 270g 冷凍 お好みの野菜と一緒に煮込んでど
うぞ

チーズフリッター 100g 150g 200g 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

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

2人用 1,511円  3人用 2,180円  4人用 2,510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。

野菜たっぷりとんぺい焼き風

まるごとトマトの洋風炊き込みごはん

①豚肉は食べやすい大きさ
に切る。キャベツはざく
切りに、人参は短冊切り
にする。卵は割りほぐし
て塩、こしょうする。　
②フライパンにサラダ油
大さじ1/2を熱し、豚肉
を炒め、キャベツ、人参、
もやしを順に加える。
塩、こしょうして一度
皿に取る。　

①商品は解凍する（冷凍のままでも
調理可能）。
②研いだ米を炊飯器に入れ、2合分
の目盛りまで水を入れ、①、ヘタ
を取った皮付きのトマト、バター
を加えて炊飯する。
③炊き上がったら5～10分蒸らし、
ヘラでトマトをほぐして混ぜる。

③フライパンに残りのサラダ油を熱して、①の溶き
卵を加える。木べらで軽く混ぜながら全体に広げ、
半熟状になったらフライパンの奥側半分に②を戻
し、フライ返しで手前半分の卵をかぶせる。　
④③を皿に盛り、マヨネーズと中濃ソース、刻みのり
をお好みでかける。

麓山高原豚肩切落し
…150g

キャベツ………………… 2枚
卵………………………… 4個
人参……………………… 30g
もやし………………… 100g
塩、こしょう…………各少々
中濃ソース………………適量
マヨネーズ………………適量
刻みのり…………………適量
サラダ油…………… 大さじ1

まるごとトマトの
　洋風炊き込みごはん

…2合用
トマト…………………… 1個
米………………………… 2合
バター…………………… 20g

材料� 【約362kcal／1人分】

材料� 【約502kcal／1膳分】

基本

基本

ナメタガレイの中華蒸し
①商品は解凍して水分を
拭き取る。
②チンゲン菜は半分に
切って縦4等分、人参は
いちょう切り、もやし
はひげ根を取る。
③Aのにんにくはすりお
ろしておく。
④耐熱皿に①と②をのせ
て酒を振り、ラップを

いき

ナメタガレイ筒切…2切
チンゲン菜……………… 2株
人参……………………… 40g
もやし………………… 100g
酒…………… 大さじ1と1/2
　　ごま油………… 大さじ1
　　薄口しょう油… 大さじ1
Ａ　にんにく………… 1/2片
　　すりごま……… 大さじ1
　　塩…………… 小さじ1/4

材料� 【約200kcal／1人分】

して電子レンジ（500W）で約7分加熱する。
⑤器に④を盛り、混ぜ合わせたAをかける。

豚肉のねぎ塩炒め
①豚肉は塩、こしょうを振
り、片栗粉を塗す。
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
炒め、Aを加えてさっと
炒め合わせる。

はつ

麓山高原豚
　肩ローススライス…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296kcal／1人分】



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!

177

187

7

水

木

7/4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
しゃぶしゃぶ用 150g 200g 250g 冷凍 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

鶏肩小肉の
黒こしょう炒め 新商品

100g 150g 200g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒
めてどうぞ

ホッキ貝サラダ 80g 100g 120g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒にサ
ラダにしてどうぞ

2人用 1,566円  3人用 2,042円  4人用 2,600円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

塩さば切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

骨取り
スケソウダラ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

酒蒸しほたて 100g 150g 200g 冷凍
青森県で水揚げされたベビーボイルホタテをメー
カーオリジナルの調味液に漬け込みました。解凍後、
刺身やサラダの具材としてお召し上がりください

まぐろご飯の素 2合用 3合用 3合用 常温
焼津港で水揚げされたまぐろの身を丹念に煮
込み、国産の人参、ごぼう、生姜を加えた混ぜ
ご飯の素です。温かいご飯に混ぜてどうぞ

2人用 1,492円  3人用 2,006円  4人用 2,531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

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

マーボーなすの素 220g 330g 440g 冷凍 商品を解凍後、なすと一緒に炒め
てどうぞ

野菜たっぷり
蒸し鶏サラダ 140g 190g 190g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒にサ

ラダにしてどうぞ

2人用 1,568円  3人用 2,181円  4人用 2,695円  

はつらつ お肉コース



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。

豚しゃぶの梅みょうががけ

シルバーと野菜のあっさり煮

①解凍した豚肉は水気を
拭いて茹で、粗熱を取
る。オクラは塩を振って
板ずりをして茹で、食べ
やすい長さに切る。
②みょうがは粗く刻み、梅
干しは種を除いてたた
く。　

①シルバー切身は解凍し、
水気を拭き取る。
②アスパラガスはガクを
取って3～4㎝長さに切
り、なすは乱切り、生姜
は薄切りにする。
③人参と長ねぎはせん切
りにする。
④鍋にAを入れ、沸騰した

③ボウルに②、めんつゆ、オリーブオイルを入れて
混ぜ合わせる。　
④器に①を盛り、③をかける。

ら①と②を入れて蓋をし、煮えたら器に盛り、③を
添える。

国産豚ロース
　しゃぶしゃぶ用…150g
オクラ…………………… 4本
みょうが………………… 1個
梅干し…………………… 2個
めんつゆ…………… 大さじ2
オリーブオイル…… 大さじ1

氷温造りシルバー切身
…2切

アスパラガス…………… 3本
なす……………………… 1本
人参…………………… 1/2本
長ねぎ………………… 1/2本
生姜……………………… 10g
Ａ　白だし………… 大さじ3
　　水………………… 300㏄

材料� 【約269kcal／1人分】

材料� 【約153kcal／1人分】

基本

基本

たらのにらソテーあんかけ
①タラは食べやすい大き
さに切り、塩、こしょ
うで下味をつけ小麦粉
をまぶす。にらは3～4
㎝長さに切り、えのき
は根元を切落し長さを
半分に切る。生姜はみ
じん切りにする。

②ごま油で①のタラをソ
テーして器に取り出す。
③鍋にサラダ油を熱し、
①の生姜を軽く炒めて

いき

骨取りスケソウダラ
切身…2切

えのき………………… 1/2袋
にら…………………… 1/2束
塩、こしょう…………各少々
小麦粉……………………適量
生姜…………………… 1/2片
ごま油…………… 大さじ1/2
サラダ油………… 小さじ1/2
　　だし汁……… 1/2カップ
Ａ　塩、こしょう、砂糖
　　　…………………各少々
水溶き片栗粉……………適量

材料� 【約221kcal／1人分】

Aとにらとえのきも加えて炒める。煮立ったら水
溶き片栗粉でとろみをつけ②にかける。

ふわふわ豚丼
①長芋は皮を剥いてすりお
ろし、めんつゆと溶きほ
ぐした卵で味付けをし、
混ぜ合わせる。
②豚肉は食べやすい大きさ
に切り、サラダ油をひい
たフライパンでカリッと
炒め、Aで調味する。
③器にご飯を盛り、刻みの
り、①をかけ、②と小口切
りにした小ねぎ、くし形
に切ったトマトを飾る。

はつ

麓山高原豚肩切落し
…150g

長芋…………………… 150g
卵………………………… 1個
めんつゆ…………… 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
　　砂糖…………… 小さじ1
温かいご飯…………… 400g
刻みのり……………お好みで
小ねぎ…………………… 2本
トマト（小）……………… 1個
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約677kcal／1人分】



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!

197

207

8

金

土

7/6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

国産鶏ささみ 4本 6本 8本 冷凍 レシピ参照

さば味噌漬け 2枚 3枚 4枚 冷凍
大型のさばをメーカーオリジナルの味噌
に漬け込みました。解凍後、軽く味噌を
拭き取り、弱火のグリルで焼いてどうぞ

豚ミニ七味焼き 120g 180g 240g 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

米粉入り
さつま揚げ 新商品

1枚 2枚 2枚 冷凍 レシピ参照

エリンギ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,404円  3人用 2,117円  4人用 2,591円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

白皮かじき切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

鮭三五八漬 2切 3切 4切 冷凍
北海道産の鮭をJA無添加ブランドのAC
三五八の素でじっくりと漬け込みまし
た。解凍後、中火のグリルで焼いてどうぞ

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 お好みの野菜と一緒に和え物にし
てどうぞ

しめじ 100g 100g 100g 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 1,383円  3人用 1,976円  4人用 2,459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

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

かぼちゃんミックス 100g 100g 150g 冷蔵
生食サラダ用のかぼちゃと二十日
大根、きゅうりを加えた彩り豊か
な漬け物です

本格四川麻婆ソース 220g 440g 440g 常温 木綿豆腐と合わせて麻婆豆腐にど
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 1,457円  3人用 2,203円  4人用 2,636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。

鶏ささみとエリンギのオニオンソース焼き

さつま揚げの炊き合わせ

①解凍した鶏ささみは水
気を拭き取る。エリンギ
は食べやすい大きさに
裂く。
②ポリ袋にすりおろした
玉ねぎ、Aを入れ、①を
加えて揉み込み、約15
分おく。
③フライパンにサラダ油

①さつま揚げは斜め切りにし、熱湯を
かけて油抜きをして水気を拭き取る。
②冬瓜は皮を剥いて3㎝角にしてから
面取りをし、小松菜は5㎝長さに切
り、大根と生姜はすりおろす。
③鍋に冬瓜と冬瓜がかぶるくらいの水
を入れ、沸騰したら中火で5分下茹で
して水気を切る。
④③の鍋にAを入れ、沸騰したら①と小
松菜を入れ、中火で2～3分煮る。
⑤器に④を盛り、大根と生姜のすりお
ろしを添える。

を熱し、漬け汁を切り、②を入れて焼く。残った漬
け汁も加えて、絡める。
④食べやすい大きさに切った鶏ささみとエリンギを
器に盛り、ざく切りにした水菜を添える。　

国産鶏ささみ…4本
エリンギ…1P

玉ねぎ………………… 1/2個
水菜…………………… 1/2把
サラダ油…………… 大さじ1
　　ポン酢………… 大さじ3
Ａ　砂糖　………… 小さじ1
　　塩……………………適量

米粉入りさつま揚げ
…1枚

冬瓜…………………… 200g
小松菜………………… 1/2束
大根……………………… 50g
生姜……………………… 10g
　　薄口しょう油… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1
Ａ　酒……………… 大さじ1
　　だし汁…………… 300㏄
　　塩……………………少々

材料� 【約231kcal／1人分】

材料� 【約124kcal／1人分】

基本

基本

しめじとかじきの大葉にんにく醤油炒め いき

白皮かじき切身…2切
しめじ…100g

ピーマン………………… 3個
大葉……………………… 5枚
にんにく………………… 1片
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　しょう油……… 大さじ1
Ａ　みりん………… 大さじ1
　　酒……………… 大さじ1

材料� 【約298kcal／1人分】

①解凍した白皮かじきは水気を拭き取り、半分に
切って塩、こしょうを振る。ピーマンは乱切り、
にんにくはみじん切りにする。しめじは軸を落と
して食べやすい大きさにほぐす。
②フライパンにサラダ油を熱し、にんにくを炒め、
香りが立ったら白皮かじきとピーマン、しめじを
炒める。　
③白皮かじきに火が通ったら、ちぎった大葉とAを
加えて炒め合わせる。

ピーマンたっぷり豚肉のしぐれ煮 はつ

麓山高原豚
　ももスライス…150g
ピーマン………………… 6個
生姜（すりおろし）………適量
　　だし汁………… 1カップ
　　しょう油、酒、砂糖
Ａ　　…… 各大さじ1と1/2
　　みりん……… 大さじ1/2
塩…………………………少々

材料� 【約232kcal／1人分】

①ピーマンはヘタの周りに包丁を入れて、種ごとくり
ぬく。豚肉は食べやすい大きさに切る。
②鍋に湯を沸かして塩を入れ、ピーマンを10分程、色
が変わるまでしっかりと茹でる。
③鍋にAを入れて火にかけ、②を加え、落とし蓋をして
10分煮る。ピーマンがしんなりしてきたら豚肉を入
れて更に煮る。
④③を器に盛り付け、生姜をのせる。



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!

227

237

9

月

火

7/9火

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

やわらかさんま
みりん干し 2枚 3枚 4枚 冷凍 解凍後、焦げないようにフライパン

か弱火のグリルで焼いてどうぞ

国産あじメンチ 4個 6個 8個 冷凍
国産のあじを使用した生姜香るメ
ンチカツです。冷凍のまま170℃
～ 180℃の油で揚げてどうぞ

いかだんご 6個 9個 12個 冷凍 お好みの野菜と一緒に炒めてどう
ぞ

2人用 1,448円  3人用 2,055円  4人用 2,678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

肉詰めだね
（福島県産豚使用） 220g 330g 440g 冷凍 お好みの野菜やしいたけに商品を詰め、

フライパンで焼いてどうぞ

国産豚スペアリブ
スライス 200g 300g 500g 冷凍 レシピ参照

ホルモン焼醤油みそ味
（国産豚使用） 160g 320g 320g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に炒めてどう

ぞ

ラー油昆布 60g 60g 100g 冷蔵
短く刻んだ昆布煮ごまとにんにくを
加え、ピリッと辛口に仕上げました。
温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,383円  3人用 1,995円  4人用 2,693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

肉詰めだね
（福島県産豚使用） 220g 330g 440g 冷凍 レシピ参照

カラスカレイ切身
（スキンレス）新商品

2切 3切 4切 冷凍 煮付けやムニエルにしてどうぞ

いかの
ガーリックソテー 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

さしみこんにゃく
からし酢みそ付 新商品

180g 180g 180g 常温 酢みそをつけてどうぞ

辛口おにぎり昆布 新商品 70g 70g 70g 常温 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,491円  3人用 2,009円  4人用 2,470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。

ピーマンのチーズ肉詰め

いかのガーリックソテー

①商品は解凍する。ピーマ
ンは縦半分に切り、種を
取り除く。　
②ピーマンの内側に小麦
粉を薄くまぶし、とろ
けるチーズを入れ、そ
の上に商品を詰める。
③フライパンにサラダ油
を熱し、②の肉の面を下

①商品は解凍する。
②にらは3㎝長さのざく切り、
人参は短冊切りにする。も
やしはひげ根を除く。
③フライパンにサラダ油を半
量熱し、②をさっと炒め、一
度皿に取る。
④③のフライパンに残りのサ

にして入れる。焼き色が付いたら裏返し、酒を加
え、蓋をして弱火で中に火が通るまで蒸し焼きに
する。器に盛り、合わせておいたBをかける。　

ラダ油を加え、①を炒める。③を加えて更に炒める。

肉詰めだね
　（福島県産豚使用）…220g
ピーマン………………… 3個
とろけるチーズ………… 50g
小麦粉……………… 大さじ3
酒…………………… 大さじ2
サラダ油…………… 大さじ1
Ｂ　ケチャップ…… 大さじ1
　　中濃ソース… 大さじ1/2

いかのガーリックソテー
…100g

にら……………………… 1把
もやし………………… 100g
人参…………………… 1/3本
サラダ油…………… 大さじ2

材料� 【約465kcal／1人分】

材料� 【約195kcal／1人分】

基本

基本

シルバーのホイル包み焼き

①シルバー切身は3等分
に切り、塩、こしょう

いき

氷温造りシルバー切身
…2切

塩、こしょう…………各少々
玉ねぎ………………… 1/4個
トマト………………… 1/2個
ピーマン………………… 1個
塩、こしょう…………各少々
パセリのみじん切り…大さじ1
バター……………… 大さじ1
水………………… 1/2カップ

材料� 【約191kcal／1人分】

で下味をつける。腹骨はそぎ取る。
②トマトはヘタを取り、4つのくし型に切る。
③ピーマンは幅1㎝の輪切りにし、種を取る。
④玉ねぎは繊維に沿って幅1㎝に切る。
⑤アルミホイルの片面にバターを薄く塗り、④、①、
②、③の順に重ならないようにのせ、塩、こしょ
うを振り、パセリを散らし、バター大さじ1/2を
のせる。ホイルの上下の端を合せて2回ほど手前
に折り込み、両端をくっつけて包む。同様にもう
1つ作る。
⑥大きめのフライパンに⑤を並べ、水を注ぎ、蓋を
して火にかける。煮立ったら火を弱め、15分ほ
ど蒸し焼きにする。

スペアリブのねぎ塩焼き
①スペアリブスライスはあ
らかじめ解凍しておく。
②トマトとレモンはくし形
に切り、きゅうりは斜め
薄切り、長ねぎ、生姜、に
んにくはみじん切りにす
る。
③熱したフライパンにサラ
ダ油をひき、①を強火で
両面に焼き目を付け、途
中で蓋をして弱火で4～5
分焼く。

はつ

国産豚スペアリブ
スライス…200g

トマト…………………… 1個
きゅうり……………… 1/2本
サラダ菜………………… 4枚
レモン………………… 1/4個
サラダ油………… 大さじ1/2
　　長ねぎ…………… 1/4本
　　生姜………………… 1片
Ａ　にんにく…………… 1片
　　塩…………… 小さじ1/4
　　ごま油………… 大さじ4

材料� 【約705kcal／1人分】

④器に③を盛り、混ぜ合わせたAをかけ、サラダ菜、ト
マト、きゅうり、レモンを添える。



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!

247

257

10

水

木

7/11木

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 煮魚にしてどうぞ

目光丸干し 100g 150g 200g 冷凍 唐揚げや天ぷらにしてどうぞ

とれとれあじ 150g 300g 300g 冷凍 レシピ参照

無着色辛子明太子 70g 70g 70g 冷凍 リン酸塩、発色剤不使用の食材オ
リジナルの明太子です

2人用 1,461円  3人用 1,914円  4人用 2,183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

国産豚ばら蒲焼き 150g 200g 250g 冷凍
国産豚ばら肉を一口大に切り、蒲焼
きのたれで味付けしました。解凍
後、フライパンで焼いてどうぞ

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

マカロニグラタン 2個 3個 4個 冷凍
マカロニたっぷりのグラタンです。
冷凍のままオーブントースターで約
12分～ 15分焼いてどうぞ

2人用 1,355円  3人用 1,841円  4人用 2,316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

国産牛スタミナ焼き
（行者にんにく入り） 150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

北海しまホッケ半身 1枚 2枚 2枚 冷凍 商品を解凍後、中火のグリルで焼
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にし

てどうぞ

しらす干し 50g 80g 100g 冷凍 レシピ参照

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,467円  3人用 2,207円  4人用 2,461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。

国産牛スタミナ焼き

しらす納豆ネバネバ丼

①商品は解凍する。玉ね
ぎはくし形切りにする。
②フライパンにサラダ油
を熱し、商品を炒める。
更に玉ねぎを加えて強
火で1～2分炒め合わせ
る。

①しらす干しは解凍する。
②納豆はタレと一緒に混
ぜ合わせておく。
③オクラは塩を振って板
ずりし沸騰したお湯で
軽く茹で、輪切りにす
る。
④器にご飯を盛り、しら

す干し、オクラ、納豆をのせ、真ん中に卵黄を落と
して白炒りごまを振る。お好みでだししょう油を
かけてどうぞ。

国産牛スタミナ焼き
　（行者にんにく入り）

…150g
玉ねぎ…………………… 1個
サラダ油…………… 大さじ1

しらす干し…50g
食材小粒納豆（2入）…1p

ご飯…………………… 2膳分
オクラ…………………… 4本
卵黄……………………… 2個
白炒りごま………… 大さじ2
だししょう油………お好みで

材料� 【約254kcal／1人分】

材料� 【約545kcal／1人分】

基本

基本

なすのあじ餃子

①なすは縦に5～6㎜厚さ
に切り、ざるに並べて
塩少々を振り、しばら
くおく。水分が出てき

いき

とれとれあじ…150g
なす……………………… 2個
　　小ねぎのみじん切り
　　　………………… 2本分
　　生姜のみじん切り
Ａ　　……………… 大さじ1
　　キャベツのみじん切り
　　　…………………… 50g
　　にらのみじん切り… 30g
塩…………………………適量
　　しょう油…… 大さじ1/2
Ｂ　みりん……… 大さじ1/2　　片栗粉………… 大さじ1
　　ごま油………… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ2

材料� 【約207kcal／1人分】

たら塩を洗い落とし、布巾にはさんできつく押さ
えるようにして、水気を取る。
②ボウルにAを入れ、塩を振ってしっかりともみ、
さっと水洗いして水気をきつく絞る。
③②にあじ、Bを加え、粘りが出るまでこねる。
④③を直径2㎝ほどの大きさに丸めて①で巻き、巻
き終わりを楊枝で止め、熱したフライパンにサラ
ダ油をひき、表面をこんがり焼いて、酒を入れ蒸
し焼きにし、器に盛る。

夏野菜と鶏肉のサラダ
①鶏肉はあらかじめ解凍し
てから皮を取り、塩、こ
しょうと酒をふって耐
熱皿にのせ、電子レンジ
（500W）で片面2分ずつ
加熱し、粗熱が取れたら
食べやすい大きさに手で
裂く（加熱が足りない場
合は再度加熱してくださ
い）。
②レタスは大きめに手でち

ぎり、きゅうりは縦半分に切ってから斜め薄切り、
赤・黄ピーマンは縦せん切りにする。
③なすは乱切りにして耐熱容器にのせ、ラップをして
電子レンジ（500W）で2分加熱する。
④器に①、②、③を盛り、混ぜ合わせたAをかける。

菜彩鶏むね肉…200g
レタス…………………… 4枚
きゅうり……………… 1/2本
赤・黄ピーマン……… 各1個
なす……………………… 2本
酒…………………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々
　　しょう油……… 大さじ2
　　砂糖…………… 大さじ3
Ａ　酢……………… 大さじ4
　　ごま油………… 大さじ1
　　白炒りごま…… 小さじ1

材料� 【約309kcal／1人分】

はつ



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!

267

277

11

金

土

7/13土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

豚肉と厚揚げの
卵とじ用 180g 260g 360g 冷凍 レシピ参照

ギンポウ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

しそ入り丸餃子 6個 9個 12個 冷凍
青しその風味を効かせたさっぱり
とした餃子です。フライパンで焼
いてどうぞ

国産大豆生揚げ
（2枚入） 1p　 1p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,283円  3人用 1,740円  4人用 2,401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

塩ます切身 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

山椒ちりめん 50g 80g 80g 冷蔵 温かいご飯に合わせてどうぞ

エリンギ 1P 1P 1P 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 1,362円  3人用 1,952円  4人用 2,303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

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

米粉入り
さつま揚げ 新商品

1枚 2枚 2枚 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 1,193円  3人用 1,783円  4人用 2,073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。

★

ギンポウの和風ムニエル
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。

ギンポウ切身…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280kcal／1人分】

基本

基本

エリンギと豚肉の中華風炒め

麓山高原豚もも薄切り
…150g

エリンギ…1p
ピーマン………………… 3個
長ねぎ………………… 1/2本
Ａ　塩、こしょう……各少々　　酒……………… 小さじ1
サラダ油…………… 大さじ1
生姜……………………… 1片
豆板醤……………… 小さじ1
　　水……………… 大さじ2
　　しょうゆ……… 大さじ1
　　砂糖…………… 大さじ1
Ｂ　酢……………… 大さじ1
　　酒……………… 小さじ1
　　スープの素…………少々
　　片栗粉……… 小さじ1/2

材料� 【約259kcal／1人分】

長ねぎは2㎝長さの斜め切りにする。
④フライパンにサラダ油を熱し、みじん切りにした生
姜、豆板醤を炒め、香りが立ったら長ねぎ、豚肉、エ
リンギ、ピーマンの順に炒める。
⑤Bを加え、全体を炒め合わせる。
※豆板醤がない場合は仕上げに唐辛子を使っても！！

①豚肉は3㎝長さに切り、A
で下味をつける。
②エリンギは根元を切落
し、長さを半分に切って
くし形に切る。
③ピーマンは乱切りにする。

はつますときのこのマリネ いき

塩ます切身…2切
エリンギ…1p

生しいたけ……………… 2枚
小麦粉……………………適量
にんにくのみじん切り
　…………………… 1/2片分
オリーブ油………… 大さじ1
Ａ　すし酢………… 大さじ2
　　塩、こしょう……各少々
貝割れ菜……………… 1/2p

材料� 【約225kcal／1人分】

①塩ますは一口大のそぎ切りにして、水気を拭いて
小麦粉をまぶす。
②エリンギは薄切り、しいたけは石づきを取って薄
切りにする。
③フライパンにオリーブ油大さじ1/2を熱し、①を
焼いて取り出す。
④③のフライパンにオリーブ油大さじ1/2を足して
にんにくを炒め、②を炒める。ますを戻してAを
加え、しばらくおいて味をなじませる。
⑤器に盛り、貝割れ菜を散らす。

豚肉と厚揚げの卵とじ
①本品を冷蔵庫で解凍す
る。
②人参は短冊切り、玉ねぎ
は薄切り、生揚げは食
べやすい大きさに切る。
卵は溶きほぐしておく。
③熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、豚肉を炒
め、火が通ったら器に取
り出す。

④フライパンにサラダ油を足し、人参、玉ねぎ、生揚
げの順に炒める。
⑤具材に火が通ったらフライパンに豚肉を戻し、タ
レを加えて混ぜ合わせる。
⑥弱火にして溶き卵を回し入れ、程よく煮えたら器
に盛り付け、かつお節を塗して出来上がり。

豚肉と厚揚げの
　卵とじ用…180g

国産大豆
生揚げ（2枚入）…1p

卵………………………… 2個
人参……………………… 30g
玉ねぎ………………… 1/4個
かつお節…………………少々
サラダ油…………………適量

材料� 【約245kcal／1人分】

基本



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!

297

307

12

月

火

7/18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

塩さば切身 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

棒々鶏の素セット 110g 180g 220g 冷凍
商品を解凍後、スライスしお好み
の野菜と一緒に添付のタレをかけ
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 1,514円  3人用 1,941円  4人用 2,328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

日本海産豆アジ唐揚げ 100g 150g 200g 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

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

ごはんにぶっかけ昆布 2個 3個 4個 冷凍
北海道産昆布をメーカーオリジナ
ルのタレで味付けしました。解凍
後、温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,376円  3人用 1,932円  4人用 2,529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

国産豚バラ肉の
ガーリック醤油焼き 200g 250g 300g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

福島県産豚肉使用
粗挽きポークウインナー 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

さしみこんにゃく
からし酢みそ付 新商品

180g 180g 180g 常温 酢みそ付のさしみこんにゃくです

2人用 1,347円  3人用 1,713円  4人用 2,114円  

はつらつ お肉コース
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ピリ辛豚肉

めんたいタラモサラダ

①豚肉は食べやすい大き
さに切る。生姜とにん
にくは包丁の腹で潰し
ておく。
②鍋にサラダ油、豆板醤、
生姜、にんにくを入れ
て弱火にかけ、香りが出
たら豚肉を加え、色が変
わるまで炒める。よく
混ぜたAを加え、煮詰め
る。
③器にせん切りにした野
菜を敷いて、②の豚肉を
汁ごと盛り付ける。

①商品は解凍して中身をスプーンでこ
そぎ取りながら薄皮をむく。
②じゃがいもは一口大に切って水にさ
らし、耐熱皿にのせてラップをし、電
子レンジ（500W）で約8分加熱して
フォークの背で潰す。
③パセリはみじん切り、レタスは手でち
ぎり、ミニトマトは横2等分に切る。

④②に①とAとパセリを加えて混ぜ合わせる。
⑤器にレタスを敷いて④を盛り、ミニトマトを添える。

麓山高原豚ももスライス
…150g

キャベツ……………… 100g
大根…………………… 1/4本
人参…………………… 1/3本
長ねぎ………………… 1/4本
生姜…………………… 1/2片
にんにく……………… 1/2片
豆板醤…………… 小さじ1/2
サラダ油………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 小さじ2
　　砂糖………… 大さじ1/2
Ａ　オイスターソース　　　……………… 大さじ1
　　味噌…………… 小さじ1
　　水…………… 1/4カップ

無着色辛子明太子…70g
じゃがいも……………… 3個
パセリ……………………適量
レタス…………………… 2枚
ミニトマト……………… 4個
Ａ　マヨネーズ…… 大さじ3
　　バター……………… 10g

材料� 【約523kcal／1人分】

材料� 【約387kcal／1人分】

基本

基本

焼きキャベツの豚肉甘辛ソース

麓山高原豚肩小間肉
…150g

キャベツ……………… 1/4個
生姜のせん切り…… 1/2片分
ミニトマト………… 5～6個
しょう油、みりん
　………………… 各大さじ2
酢…………………… 小さじ2
サラダ油…………… 小さじ1

材料� 【約208kcal／1人分】

約3分蒸し焼きにし、火を止めて器に盛る。芯に切
り目を入れる。
③②のフライパンを熱し、サラダ油をひかずに豚肉と
生姜を入れてほぐしながら炒める。豚肉がカリッと
するまで炒めたら、余分な脂をペーパータオルで吸
い取る。
④③にミニトマトを加えてくずれるまで炒める。しょ
う油、みりんを加えて少しとろみがついたら、仕上
げに酢を入れて混ぜ、熱いうちに②をかける。

①キャベツは芯の中心に向
かって、縦2等分に切る。
豚肉は1㎝幅に切る。
②フライパンにサラダ油を
熱し、①のキャベツを並
べる。焼き色がついたら
返して蓋をし、弱火にし
て蒸し焼きにする。葉の
緑色が鮮やかになるまで

はつアブラカレイの酒蒸し
①商品は解凍する。
②人参、長ねぎ、みょう
が、生姜はせん切り、三
つ葉はざく切りにする。
③フライパンに①、人参、
長ねぎ、生姜をのせてA
を加え、中火で7～8分
蒸す。
④器に③を盛り、みょう
がと三つ葉を添える。

いき

アブラカレイ切身…2切
人参……………………… 30g
長ねぎ………………… 1/2本
みょうが………………… 2本
生姜……………………… 10g
三つ葉…………………… 4本
　　酒………………… 50㏄
Ａ　しょう油……… 小さじ2
　　みりん………… 小さじ2
　　塩……………………少々

材料� 【約111kcal／1人分】


