
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!

317

18

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

干物　あじ開き 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

道産野菜の
ふっくら寄せ 新商品

4個 6個 8個 冷凍
北海道産のスケソウダラのすり身
と野菜を混ぜ込みました。解凍
後、フライパンで焼いてどうぞ

のっけてなめこ 新商品 120g 120g 120g 常温 温かいご飯にのせてどうぞ

2人用 1,450円  3人用 1,923円  4人用 2,418円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

まとう鯛切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

赤魚本仕込み粕漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

えびとほうれん草の
豆腐ハンバーグ 新商品

4個 6個 8個 冷凍
ふんわりとした豆腐ハンバーグに天
然えびと国産ほうれん草を加えまし
た。電子レンジで温めてどうぞ

鮪の角煮（れんこん） 80g 80g 80g 常温
焼津産めばちまぐろと国産蓮根を
使用し、昔ながらの製法で炊き上
げました

2人用 1,573円  3人用 2,081円  4人用 2,570円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
バラスライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

国産豚レバー使用
レバニラ炒めの素 新商品

170g 340g 340g 冷蔵 ニラやもやしなどお好みの野菜と
一緒に炒めてどうぞ

にらまんじゅう 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

生姜とトマトの
さっぱり夏スープ 150g 170g 170g 冷凍 夏野菜と一緒にスープにしてどう

ぞ

2人用 1,425円  3人用 2,129円  4人用 2,395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

7/20土



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。

豚肉のねぎ塩炒め

あじの南蛮漬け

①豚肉は塩、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

①商品は解凍し、グリルの中
火で片面3～4分ずつ焼き、
骨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、セロリは筋を取っ
てせん切りにし、赤唐辛子
は小口切りにする。
③耐熱容器にAを入れ、電子レ
ンジ（500W）で約3分加熱

分炒め、Aを加えてさっと炒め合わせる。

し、①と②を入れて10分程浸す。
④器に③を盛り、セロリの葉を添える。

麓山高原豚肩小間肉
…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2
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

干物　あじ開き…2枚
人参…………………… 1/2本
玉ねぎ………………… 1/2個
セロリ…………………… 1本
　　薄口しょう油… 大さじ2
　　酢……………… 大さじ4
Ａ　砂糖…………… 大さじ2
　　水……………… 大さじ2
　　赤唐辛子………… 1/2本

材料� 【約283kcal／1人分】

材料� 【約236kcal／1人分】

基本

基本

カレー風味肉じゃが

麓山高原豚
　バラスライス…150g
じゃがいも……………… 2個
玉ねぎ………………… 1/2個
人参…………………… 1/2本
絹さや…………………… 6枚
サラダ油…………… 小さじ1
　　だし汁………… 1カップ
Ａ　酒、みりん、しょう油　　　…………… 各大さじ1
　　カレー粉…… 大さじ1/2

材料� 【約487kcal／1人分】 ①豚肉は食べやすい大きさ
に切る。
②じゃがいも、玉ねぎ、人参
は皮を剥き、食べやすい
大きさに切る。
③熱した鍋にサラダ油をひ
き、①と②を炒める。
④③にAを入れて、野菜に火
が通るまで煮込む。
⑤④の材料に火が入ったら
絹さやを加えて2分程煮
る。

はつまとう鯛と長ねぎの煮付け
①まとう鯛切身は解凍
し、水気を拭き取る。
②長ねぎは3～4㎝の長さ
に切り、グリルで焼き、
生姜は薄切りにする。
③そら豆はさやから出
し、沸騰したお湯に塩
を入れ、2分ほど茹でて
薄皮をむく。
④鍋にAを入れて沸騰し

いき

まとう鯛切身…2切
長ねぎ…………………… 1本
そら豆（さや付）……… 200g
生姜……………………… 1片
塩…………………………少々
　　しょう油……… 大さじ3
　　みりん………… 大さじ3
Ａ　酒……………… 大さじ3
　　砂糖…………… 大さじ1
　　だし汁…………… 400㏄

材料� 【約352kcal／1人分】

たら①、②、③を入れ、蓋をして中火で7～8分煮
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!

28

38

2

金

土

7/23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

夏野菜と炒める
豚肉の甘辛炒め 新商品

150g 200g 250g 冷凍 レシピ参照

目鯛切身（無塩） 2切 3切 4切 冷凍 煮魚や焼魚にしてどうぞ

たこ天 100g 150g 200g 冷凍 冷凍のまま一度油で揚げてどうぞ

網地島育ちの
早春茎付わかめ（塩蔵） 50g 80g 100g 冷蔵 レシピ参照

しめじ 100g 100g 100g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,421円  3人用 1,878円  4人用 2,375円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

炭火焼き
かつおたたき 100g 150g 200g 冷凍

解凍後、食べやすい大きさに切
り、お好みの薬味と合わせてどう
ぞ

昆布だし目鯛切身 2切 3切 4切 冷凍
昆布を効かせたしょう油タレに漬
け込みました。解凍後、弱火のグ
リルで焼いてどうぞ

かに入り
もやし炒めのたれ 120g 180g 180g 冷凍 レシピ参照

石川県産
味付天然岩もずく 2個 3個 4個 冷凍 解凍後、そのままでどうぞ

しめじ 100g 170g 170g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,471円  3人用 2,093円  4人用 2,549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

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

めてどうぞ

揚蒲鉾　ごぼう天 1枚 2枚 2枚 冷凍
すり身に国産のごぼうを加えて菜
種油で揚げました。解凍後、フラ
イパンで両面を焼いてどうぞ

しめじ 100g 170g 170g 冷蔵 レシピ参照

食材豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,340円  3人用 2,016円  4人用 2,342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。

夏野菜と炒める豚肉の甘辛炒め

れんこんとわかめのきんぴら

かに入りもやし炒め

豚肉とキャベツのさっと煮

①商品は解凍する。
②しめじは軸を落として
食べやすい大きさにほ
ぐす。ピーマンとなすは
乱切りにする。
③フライパンにサラダ油
をひき、①を炒める。あ
る程度火が通ってきた

①わかめは洗って塩抜きを
し、3㎝長さに切る。
②れんこんは皮を剥き、薄切
りにして酢水にしばらくさ
らしてザルにあげる。
③フライパンにごま油を熱
し、①、②を炒め、れんこ
んが透き通ってきたら酒を
加える。

①商品は解凍する。
②もやしはひげ根を取り、
ピーマンは輪切り、し
めじは軸を落として食
べやすい大きさにほぐ
す。
③フライパンにサラダ油
を熱し、②を炒め、①を
加えて炒め絡める。

①キャベツと豚肉は食べやす
い大きさに切る。しめじは
軸を落として食べやすい大
きさにほぐす。
②鍋にキャベツ、しめじ、豚
肉の順に入れ、その上に水
と調味料を入れて蓋をして
中火で約3分加熱する。
③火が通ったら、器に盛り黒
こしょうを振る。

らしめじ、ピーマン、なすを加えて炒め、最後にミ
ニトマトを加えて炒め合わせる。

④③がしんなりしてきたら砂糖、しょう油を加え、汁
気がなくなるまで炒める。器に盛り、すりごまを振る。

夏野菜と炒める
　豚肉の甘辛炒め…150g

しめじ…100g
ピーマン………………… 2個
なす……………………… 1本
ミニトマト……………… 4個
サラダ油…………… 大さじ1

網地島育ちの早春
　茎付わかめ（塩蔵）…50g
れんこん……………… 100g
ごま油……………… 大さじ1
酒…………………… 大さじ1
砂糖………………… 小さじ2
しょう油…………… 小さじ2
すりごま…………… 小さじ1
酢…………………… 大さじ1

材料� 【約246kcal／1人分】

材料� 【約124kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

かに入り
　もやし炒めのたれ…120g

しめじ…100g
もやし………………… 200g
ピーマン………………… 1個
サラダ油…………… 大さじ1

麓山高原豚
　肩ローススライス…150g

しめじ…100g
キャベツ……………… 1/4個
水……………………大さじ３
砂糖……………… 小さじ1/2
酒…………… 大さじ1と1/2
みりん……… 大さじ1と1/2
しょう油…… 小さじ1と1/2
黒こしょう………………少々

材料� 【約126kcal／1人分】

材料� 【約549kcal／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!

58

68

3

月

火

7/25木

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ホッケフィーレ 2枚 3枚 4枚 冷凍 無塩の為、焼魚やフライにしてど
うぞ

メカジキの玄米みそ漬 2切 3切 4切 冷凍
船凍メカジキを甘い玄米みそに漬
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

道産野菜の
ふっくら寄せ 新商品

4個 6個 8個 冷凍
北海道産のスケソウダラのすり身
と野菜を混ぜ込みました。解凍
後、フライパンで焼いてどうぞ

三陸べっぴんわかめ
（湯通し塩蔵わかめ） 50g 80g 80g 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,524円  3人用 2,175円  4人用 2,750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

奥入瀬鶏トロ（背肉） 200g 300g 400g 冷凍 レシピ参照

紅鮭切身（加塩） 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

しっとり肉そぼろ 100g 200g 200g 冷凍
鶏肉を大粒に挽き、しょう油ベースのタレに生姜を
効かせ、風味豊かにしっとりと仕上げた肉そぼろで
す。素揚げの野菜にかけても美味しく頂けます

生姜とトマトの
さっぱり夏スープ 150g 150g 170g 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 1,434円  3人用 2,109円  4人用 2,544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

こだわり合挽き
ハンバーグ（和風ソース付） 190g 300g 380g 冷凍 解凍後、フライパンで焼き、添付

のタレをかけてどうぞ

道産子かぼちゃもち 2個 3個 4個 冷凍
北の大地で育てた「かぼちゃ」を蒸し上げ練り上げま
した。もちもちっとした食感が楽しめます。フライパ
ンで両面を焼き、バターしょう油を絡めてどうぞ

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し

てどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,449円  3人用 2,243円  4人用 2,698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。

鶏トロのキャベツ味噌炒め
①商品は解凍し、食べやす
い大きさに切って水気
を拭き取り、塩、こしょ
うを振る。
②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
入れて熱し、強火で①を
1～2分炒め、②を加え
て中火で2～3分炒める。

④③に混ぜ合わせたAを加え、中火で1～2分炒め合
わせる。

奥入瀬鶏トロ（背肉）
…200g

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1/2

材料� 【約400kcal／1人分】

基本

生姜とトマトのさっぱり夏スープ
①生姜とトマトのさっぱり夏スー
プはあらかじめ解凍しておく。
②野菜はサイコロ状に切る。
③鍋に水600㏄と添付のスープを
入れて煮立たせる。
④①の鶏肉に片栗粉をまぶす。
⑤③が沸騰したら②、④を入れる。

器に盛り付ける（冷蔵庫で冷やすか氷を入れると冷製スー
プとして美味しく頂けます）。

スープが
余った際に

生姜とトマトのさっぱり夏スープをお
玉2杯分、小鍋に移して火にかけ、粉ゼ
ラチン1/2袋を入れて溶かし、冷蔵庫で
固める。そうめんを茹で、固まったスー
プを崩してかけ、お好みで刻んだみょ
うがをかける。

アレンジ
レシピ

生姜とトマトの
　さっぱり夏スープ…150g
なす……………………… 2本
きゅうり………………… 1本
トマト…………………… 1個
片栗粉…………… 大さじ1/2

材料� 【約169kcal／1人分】

基本

鶏肉のグリルわさびソース

菜彩鶏もも肉…200g
貝割れ菜…………………適量
塩、こしょう…………各少々
サラダ油…………… 大さじ1
　　たまねぎのみじん切り
Ａ　　……………… 1/4個分　　酒……… 大さじ1と1/2
　　酢…………… 大さじ1/2
バター……………… 大さじ1
　　生クリーム…… 大さじ2
Ｂ　しょう油……… 小さじ1
　　塩、こしょう……各少々
わさび……………… 大さじ1

材料� 【約450kcal／1人分】

②鶏肉は厚いところに切り目を入れて開き、厚さを均
等にし、塩、こしょうを振り、サラダ油を全体にま
ぶす。
③鶏肉を強火に熱したグリルで約6分焼き、中火にし
て裏返して約4分、中まで火が通るまで焼く。
④鍋にAを入れて弱火で3～4分煮、バターを加えて火
を止め、Bを加えて味を調える。
⑤ボウルに入れたわさびが溶き混ざるように④を加え
ていく。
⑥鶏肉をそぎ切りにして、⑤をかけ、貝割れ菜を散ら
す。

①貝割れ菜は根元を切り落
とす。

はつわかめのナムル
①わかめはたっぷりの水
につけて塩を抜き、食
べやすい大きさに切る。
②じゃがいもと人参はせ
ん切り、ほうれん草は
根元を落として5㎝の
長さに切り、熱湯でさっ
と茹でて冷ます。
③Aを3等分にしてわか
め、ほうれん草、じゃ
がいもと人参とそれぞ
れ和える。

いき

三陸べっぴんわかめ
　（湯通し塩蔵わかめ）…50g
じゃがいも……………… 1個
人参…………………… 1/3本
ほうれん草…………… 1/2束
　　ごま油………… 大さじ3
　　塩…………… 小さじ1/3
　　こしょう……………少々
Ａ　にんにくすりおろし
　　　……………… 小さじ1
　　一味唐辛子…………少々
　　すり白ごま… 大さじ1/2

材料� 【約268kcal／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!

78

88

4

水

木

7/27土

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

野菜と炒める豚肉の
甘旨みそ焼き 200g 250g 350g 冷凍

味噌に加えた梨の酵素の効果で豚
肉が柔らかくなりました。お好み
の野菜と一緒に炒めてどうぞ

豆腐とまい茸の信田 2個 3個 4個 冷凍
まい茸の入った炒り豆腐を油揚げで包
みました。含め煮にしてもフライパン
で焼いても美味しく頂けます

なすからし漬 65g 65g 65g 冷蔵
辛子の風味を生かした国産刻み茄
子のからし漬です。温かいご飯に
合わせてどうぞ

2人用 1,329円  3人用 1,680円  4人用 2,149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

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

大きいアカガレイ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

3種のきのこと根野菜の
しんじょう（生姜あん）

130g
（2袋）

195g
（3袋）

260g
（4袋） 冷凍

3種のきのこと根野菜、彩りに枝
豆を加えたしっとり柔らかなしん
じょうです。湯せんしてどうぞ

本格四川麻婆ソース 220g 440g 440g 常温 木綿豆腐と一緒に麻婆豆腐にして
どうぞ

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,336円  3人用 2,130円  4人用 2,508円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

大きいアカガレイ切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

三陸産ぶり味醂漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

生姜ちぎり天 新商品 100g 150g 200g 冷凍
生姜を効かせた一口サイズのちぎ
り天です。解凍後、フライパンで
軽く焼いてどうぞ

わさび漬の
クリームチーズ和え 新商品

70g 70g 70g 冷蔵
純米酒かすで作った信州安曇野産わさび漬に
クリームチーズを和えました。蒲鉾やちくわ、
野菜などに付け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 1,228円  3人用 1,755円  4人用 2,182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。

もやしときゅうりの肉味噌かけ

カレイのバターしょう油煮

①豚肉は細切りにし、酒、
片栗粉を加えてもみ込
む。
②たっぷりのお湯でもや
しを茹で、ざるに上げ
る。きゅうりはせん切
りにする。
③フライパンにサラダ油
を熱し、①を炒め、色が

①解凍したカレイは水気を拭
く。じゃがいもは厚さ1.5
㎝の半月切りにし、ブロッ
コリーは小房に分ける。
②フライパンにカレイ、じゃ
がいもを並べて塩、酒を
振ってバターをのせ、水
（1/2カップ）を加えて中火
で約10分蒸し煮にする。

変わってきたらAを加えて炒める。
④器にもやしときゅうりと③を盛る。

③全体に火が通ったら、ブロッコリー、しょう油を加え、
かれいに煮汁を軽くかけながら3～5分煮る。

麓山高原豚もも薄切り
…150g

もやし………………… 1/2袋
きゅうり………………… 1本
酒、片栗粉……… 各大さじ1/2
サラダ油…………… 大さじ1
　　味噌、酒……… 各大さじ1
Ａ　しょう油……… 小さじ1
　　ラー油……… 小さじ1/2

大きいアカガレイ切身
…2切

じゃがいも……………… 1個
ブロッコリー………… 1/2株
塩…………………ふたつまみ
酒…………………… 大さじ3
しょう油…………… 大さじ2
バター…………………… 20g

材料� 【約464kcal／1人分】

材料� 【約308kcal／1人分】

基本

基本

玉ねぎと豚肉の甘辛炒め

麓山高原豚肩小間肉
…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264kcal／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。

はつカレイの照り煮風
①生姜はせん切りにして
水に放し、針生姜にす
る。
②フライパンにAの材料
を煮立て、十字に切目
を入れたカレイを加え
中火で煮る。落し蓋を
してじっくり煮る。
③4～5㎝長さに切った小

いき

大きいアカガレイ切身
…2切

　　水…………… 1/3カップ
　　しょう油……… 大さじ2
Ａ　砂糖…………… 大さじ1
　　みりん………… 大さじ1
　　酒…………… 大さじ1/2
小ねぎ……………… 5～6本
生姜……………………… 1片

材料� 【約191kcal／1人分】

ねぎを加えてひと煮し、器に盛り①の針生姜を乗
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!

98

108

5

金

土

7/30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

麓山高原豚もも薄切り 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

チキンスペアリブ
スパイシー 150g 200g 250g 冷凍 解凍後、フライパンで焼いてどう

ぞ

北海道コーン
たっぷり寄せ 新商品

4個 6個 8個 冷凍
北海道産のスイートコーンの粒をたっぷりと配
合してギュッと固めてパテ状にしました。冷凍
のまま多めの油で揚げ焼きにしてどうぞ

中華くきわかめ 100g 120g 150g 冷蔵 きゅうりや玉ねぎなどお好みの野
菜と一緒にサラダにしてどうぞ

2人用 1,313円  3人用 1,693円  4人用 2,118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

炭火焼き
かつおたたき 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

にらまんじゅう 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

カステラ揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵
お好みの野菜と一緒に煮物やフライパ
ンで両面を焼き、食べやすい大きさに
切り、しょう油をかけてどうぞ

味付いなり 1袋 1袋 2袋 冷蔵 お稲荷さんにしてどうぞ

2人用 1,370円  3人用 2,018円  4人用 2,533円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

北海道産
一汐さんま 新商品

2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ参照

はたはたみりん干し 60g 90g 130g 冷凍
国産のはたはたを頭を取り除き開きにしてメーカーオリ
ジナルのみりん調味液に漬け込み、干し上げました。解
凍後、弱火のグリルで焦げないように焼いてどうぞ

青森県産ベビー帆立
（生食用） 100g 150g 200g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒にサ

ラダにしてどうぞ

和風オムレツの素 110g 137g 165g 冷凍
人参、ひじき、青ねぎをしょう油ベー
スで味付けしたオムレツの素です。
鶏卵と一緒にご使用下さい

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 和風オムレツの素と一緒にご使用
下さい

2人用 1,488円  3人用 1,983円  4人用 2,501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。

鶏唐揚げねぎソースかけ

手作りタレで食べるかつおのたたき和風サラダ

①鶏肉は解凍して大きめ
の一口大に切って、塩、
こしょうを振り、片栗粉
をまぶす。
②トマトは薄切り、レタス
は繊維に逆らってせん
切り、長ねぎと生姜はみ
じん切りにする。
③フライパンに多めのサ
ラダ油を入れて熱し、①
を約4～5分揚げ、バッ

①商品は半解凍し、5㎜幅に
切る。
②水菜は5～6㎝の長さに切
り、玉ねぎは繊維に沿って
薄切り、にんにくは薄切
りにする。
③大葉は粗みじん切りに
し、Aと混ぜ合わせる。
④器に水菜と玉ねぎを盛っ
てにんにくを散らし、①を
のせ、③をかける。

トに移して約3～4分休ませ、再度フライパンに戻
して約2分揚げる。
④器に③を盛り、混ぜ合わせたAをかけ、トマトとレ
タスを添える。

国産鶏もも肉…200g
トマト………………… 1/2個
レタス…………………… 4枚
塩、こしょう…………各少々
片栗粉……………… 大さじ1
サラダ油…………………適量
　　長ねぎ…………… 1/3本
　　生姜………………… 10g
Ａ　しょう油……… 大さじ2
　　酢……………… 大さじ3
　　砂糖…………… 小さじ2

炭火焼き
　かつおたたき…100g
水菜…………………… 1/2束
玉ねぎ………………… 1/2個
大葉……………………… 5枚
にんにく………………… 1片
　　めんつゆ……… 大さじ2
　　しょう油……… 大さじ1
　　レモン汁……… 小さじ1
Ａ　すりおろし生姜
　　… ……………… 小さじ1
　　すりおろしにんにく
　　　…………… 小さじ1/4

材料� 【約408kcal／1人分】

材料� 【約105kcal／1人分】

基本

基本

キャベツと豚肉のあっさり煮

麓山高原豚もも薄切り
…150g

キャベツ……………… 1/4個
水…………………… 3カップ
昆布……………… 5㎝角1枚
にんにく………………… 3片
生姜…………………… 1/2片
ポン酢しょう油……お好みで

材料� 【約185kcal／1人分】

①キャベツは芯を取り、縦半分に切る。
②大きめの鍋に水、昆布、にんにく、薄切りにした生
姜を入れて火にかける。
③②が沸騰したら①を入れ、葉の全体が湯に浸かるよ
うに葉を広げて沈めるようにしながら火を通す。
④キャベツがしんなりしてきたら、豚肉を加え、色が
変わるまで煮たら火を止める。
⑤④を器に盛り付け、ポン酢しょう油をかける。

はつさんまの和風焼き
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、

いき

北海道産一汐さんま…2尾
もやし………………… 100g
人参……………………… 30g
チンゲン菜……………… 1束
小ねぎ…………………… 2本
小麦粉……………… 大さじ1
サラダ油………… 大さじ1/2
　　しょう油……… 大さじ2
　　みりん………… 大さじ2
Ａ　砂糖………… 小さじ1/2
　　酒……………… 大さじ2
　　水……………… 大さじ2

材料� 【約608kcal／1人分】

ラップをして電子レンジ（500W）で約3分加熱す
る。
④フライパンにサラダ油を入れて熱し、①を両面焼
き、Aを加えて蓋をし、中火で5～6分蒸し焼きに
する。
⑤器にもやし、人参、チンゲン菜、④を盛り、小ねぎ
を添える。



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!

168

178

6

金

土

8/1木

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

氷温造り生姜焼き用
シルバー切身 2切 3切 4切 冷凍

脂ののったシルバー切身をしょう油ベース
の生姜風味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

和風なすあんかけ炒め 150g 187g 250g 冷凍 レシピ参照

石川県産
味付天然岩もずく 2個 3個 4個 冷凍 解凍後、そのままでどうぞ

2人用 1,569円  3人用 2,199円  4人用 2,881円  

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 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

フライパンで作る
あじ蒲焼（タレ付） 135g 215g 270g 冷凍 レシピ参照

海鮮カレー春巻 4個 6個 8個 冷凍
いかも加え、海鮮の旨味も味わえる
カレー春巻です。冷凍のまま170℃
～ 180℃の油で揚げてどうぞ

たこわさび 40g 60g 80g 冷凍 わさびの風味が豊かなたこわさび
です。解凍後、そのままでどうぞ

2人用 1,516円  3人用 2,185円  4人用 2,882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 直火焼カレールーと一緒に夏野菜
カレーにしてどうぞ

ごまの香る
豚肉の坦々炒め 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

水餃子（しそ昆布たれ付） 100g 145g 200g 冷凍 さっぱりとしたしそ昆布たれがつ
いた水餃子です

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

直火焼カレールー 100g 170g 170g 常温 豚ばら・もも角切りと一緒に夏野
菜カレーにしてどうぞ

2人用 1,605円  3人用 2,346円  4人用 2,944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。

和風なすあんかけ炒め
①なすは食べやすい大きさに
切り、水にさらしてアクを
抜き、ざるに上げる。
②熱したフライパンにサラダ
油大さじ2を入れて①を炒
め、一度皿に出す。

③②のフライパンに残りのサラダ油を入れ、あらかじ
め解凍しておいた和風なすあんかけを炒める。
④③に②を加え混ぜ合わせ、仕上げに水溶き片栗粉を入
れてとろみをつける。

和風なすあんかけ炒め
…150g

なす……………………… 3本
水溶き片栗粉……… 大さじ1
サラダ油…………… 大さじ3

材料� 【約356kcal／1人分】

基本

豚バラ肉の味噌炒め
①豚肉は解凍後、食べやす
い大きさに切り、塩、こ
しょうを振ってから、片
栗粉を薄くまぶす。
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。
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。

国産豚ばらスライス
…160g

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559kcal／1人分】

基本

ごまの香る豚肉の坦々炒め

ごまの香る
　豚肉の坦々炒め…160g
もやし………………… 200g
にら…………………… 1/2把
人参…………………… 1/2本
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約244kcal／1人分】

④③のフライパンに商品を入れて炒め、③を加えて更
に炒める。

①商品は解凍する。
②もやしはひげ根を取り、
にらはざく切り、人参は
短冊切りにする。
③フライパンにサラダ油を
熱し、②にさっと火を通
して一度皿に取る。

はつあじ蒲焼丼
①小ねぎは小口切りにす
る。
②熱したフライパンにサ
ラダ油をひき、冷凍の
まま商品を両面カリッ
と焼き、添付のタレと
絡める。
③器にご飯を盛り、刻み

いき

フライパンでつくる
　あじ蒲焼（タレ付）…135g
小ねぎ…………………… 2本
刻みのり……………お好みで
大葉……………………… 2枚
ご飯…………………… 2膳分
サラダ油…………… 大さじ1

材料� 【約449kcal／1人分】

のりを散らし、大葉を敷いて②をのせる。最後に
小ねぎを散らす。



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!

198

208

7

月

火

8/3土

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産豚ロース
西京味噌漬 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

ピチットさば開き 1枚 2枚 2枚 冷凍
ピチットシートを使用してさばの
旨味を凝縮しました。解凍後、中
火のグリルで焼いてどうぞ

青森県産ベビー帆立
（生食用） 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

さっぱり生姜の
五目ちらしの素 新商品

2合用 3合用 3合用 常温 温かいご飯と混ぜてどうぞ

2人用 1,592円  3人用 2,466円  4人用 2,844円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ピチットさば開き 1枚 2枚 2枚 冷凍 解凍後、中火のグリルで焼いてど
うぞ

白エビのかき揚げ丼
セット（タレ付き） 2枚 3枚 4枚 冷凍 電子レンジで温めた商品をご飯にの

せ、添付のタレをかけてどうぞ

キャベツたっぷり
おさかなミニバーグ 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

北海道産サラダ昆布 100g 100g 100g 冷凍 レシピ参照

2人用 1,489円  3人用 2,152円  4人用 2,456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

夏野菜と炒める
豚肉の甘辛炒め 新商品

150g 200g 350g 冷凍 お好みの夏野菜と一緒に炒めてど
うぞ

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

国産豚肉あらびき
チャーハンの素 190g 285g 380g 冷凍

粗挽きにした豚挽肉を甘辛みそダレで味
付けしました。みじん切りにした椎茸、
長ねぎ、ご飯と一緒に炒めてどうぞ

2人用 1,498円  3人用 1,935円  4人用 2,639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。

国産豚ロース西京味噌漬

ホタテのお好み焼き

国産の豚ロースをメーカーオリジナルの西京味噌に
漬け込みました。
解凍後、フライパンで焼いてどうぞ。

①商品は解凍する。
②キャベツはせん切り、長いもはすり
おろし、小ねぎは小口切りにする。
③ボウルにA、キャベツ、長いもを入れ
て混ぜ合わせ、生地を作る。
④フライパンに半量のサラダ油を入れ
て熱し、③の半量をお玉ですくって
フライパンに落とし、①をのせて弱
火で片面を約5分ずつ焼く。残りの
サラダ油を熱し、もう1枚も同様に
焼く。
⑤④の表面に中濃ソース、マヨネーズ、
小ねぎ、かつお節、青のりの順にか
け、紅しょうがをお好みで添える。

青森県産ベビー帆立
（生食用）…100g

キャベツ……………… 150g
長いも…………………… 80g
小ねぎ…………………… 4本
紅しょうが…………お好みで
中濃ソース………… 大さじ4
マヨネーズ………… 大さじ2
かつお節………………… 10g
青のり……………… 小さじ2
サラダ油…………… 大さじ1
　　小麦粉…………… 100g
Ａ　卵…………………… 1個
　　水………………… 150㏄

材料� 【約528kcal／1人分】

基本

基本

夏野菜と鶏肉のサラダ

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319kcal／1人分】

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。

はつ昆布とピーマンのきんぴら
①サラダ昆布は解凍して
おく。ピーマンはせん
切りにする。
②フライパンにごま油を
熱し、ピーマンを加え
て炒める。食べやすく
切った商品と砂糖、み
りん、しょう油を加え
てさっと炒める。

いき

北海道産サラダ昆布
…100g

ピーマン………………… 2個
しょう油…………… 大さじ2
みりん……………… 大さじ1
砂糖……………… 大さじ1/2
ごま油……………… 大さじ1

材料� 【約183kcal／1人分】

【約220kcal／1人分】

①鶏肉はあらかじめ解凍し
てから皮を取り、塩、こ
しょうと酒を振って耐熱



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!

218

228

8

水

木

8/6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

ボウズギンポ切身
照焼き 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、フライパンで両面を焼い

てどうぞ

無添加焼きちくわ 1本 2本 2本 冷蔵 レシピ参照

真昆布のり黒酢仕立て 40g 60g 80g 冷凍
北海道産の真昆布を削り節にして三重
県産のひとえぐさと合わせて炊き上
げ、最後に黒酢で味を調えました

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,357円  3人用 1,987円  4人用 2,430円  

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

ぶり切身 2切 3切 4切 冷凍 ぶりの照焼きにしてどうぞ

ホッケ西京味噌漬 2切 3切 4切 冷凍 解凍後、弱火のグリルで焼いてど
うぞ

干しあみ 35g 35g 35g 冷蔵 レシピ参照

新潟産なめ茸 60g 100g 100g 常温
化学調味料、保存料を一切使用せ
ずに作ったなめ茸です。木綿豆腐
にかけても美味しく頂けます

食材豆腐（木綿） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,396円  3人用 1,933円  4人用 2,244円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚
ローススライス 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

野菜入り肉団子 150g 200g 300g 冷凍
国産鶏むね肉を原料とした肉団子
にれんこん、人参を加えました。
電子レンジで温めてどうぞ

ねぎ塩ホルモン 160g 320g 320g 冷蔵 お好みの野菜と一緒に炒めてどう
ぞ

お料理
サラダスティック 1p 1p 2p 冷蔵

無リンのすり身にこだわりまし
た。お好みの野菜と一緒にサラダ
にしてどうぞ

国産大豆納豆（小粒） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,452円  3人用 2,111円  4人用 2,682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。

豚肉とにらのごまにんにく炒め

納豆入り生春巻き

①豚肉は食べやすい大き
さに切り、塩、こしょう
を振る。にらはざく切
り、にんにくはみじん
切りにする。ちくわは
輪切りにする。
②フライパンにごま油を
熱し、にんにくを炒め、
香りが立ったら豚肉を
炒める。豚肉にある程

①納豆はたたき刻んで、Aで調味
する。
②きゅうりはせん切りにする。
③ライスペーパーは霧で吹いてし
ばらくおき、しんなりさせる。
④③に青じそを1枚並べて置き、
①、②をのせて巻く。残り3本
も同様に作る。
⑤Bを混ぜ合わせてタレを作る。
⑥器に盛り、⑤をつけてどうぞ。

度火が通ったらちくわ、にらの順に加えて炒め、
しょう油、みりん、白炒りごまを加えて炒め合わ
せる。

麓山高原豚
　ももスライス…150g

無添加焼きちくわ…1本
にら…………………… 100g
にんにく………………… 1片
しょう油…………… 大さじ1
みりん……………… 大さじ1
白炒りごま………… 大さじ1
ごま油……………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々

国産大豆納豆（小粒）…1p
きゅうり………………… 1本
ライスペーパー………… 4枚
青じそ…………………… 4枚
　　ラー油……… 小さじ1/2
Ａ　しょう油……… 大さじ1
　　酢、酒……… 各大さじ1/2
　　砂糖………… 小さじ1/2
　　しょう油……… 大さじ1
Ｂ　酢、酒……… 各大さじ1/2
　　砂糖………… 小さじ1/2

材料� 【約295kcal／1人分】

材料� 【約154kcal／1人分】

基本

基本

豚ロースグリル焼き

麓山高原豚
　ローススライス…150g
かぼちゃ………………… 80g
かぶ……………………… 2個
塩、こしょう…………各少々
サラダ油………… 大さじ1/2
　　玉ねぎ…………… 1/4個
　　りんご…………… 1/4個
　　にんにく………… 1/2片
Ａ　ケチャップ　　　……… 大さじ1と1/2
　　ウスターソース
　　　……………… 大さじ2
　　はちみつ…… 小さじ1/2

材料� 【約281kcal／1人分】 ①豚肉に塩、こしょうを振
る。
②かぼちゃは4等分の薄切
り、かぶは縦4等分に切
り、玉ねぎ、りんご、に
んにくはすりおろす。
③鍋にAを煮詰め、バーベ
キューソースを作る。
④フライパンにサラダ油を
薄く塗り、①とかぼちゃ、
かぶに火が通るまで焼く。
⑤④の豚肉を食べやすく
切って③をかけ、かぼちゃ
とかぶを添える。

はつ夏野菜と干しあみのかき揚げ
①玉ねぎは薄切り、人参
とピーマンは細切りに
する。
②ボウルにAを混ぜ合わ
せ、①と商品を加えて
さっと混ぜ合わせる。
③熱した揚げ油にスプー
ンですくった②を入れ
て揚げる。

いき

干しあみ…35g
玉ねぎ…………………… 1個
人参…………………… 1/2本
ピーマン………………… 2個
揚げ油……………………適量
　　小麦粉……………… 50g
Ａ　水………………… 50㏄
　　塩……………ひとつまみ

材料� 【約255kcal／1人分】

※お好みで塩やしょう油をかけてどうぞ



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

238

248

9

金

土

8/8木

お届け品 赤（2人用） 紺（3人用） 黄（4人用） 備　　　考

国産大豆使用
豆腐ハンバーグ 2個 3個 4個 冷凍

解凍後、フライパンでじっくりと
焼き、お好みのソースをかけてど
うぞ

赤魚半身 2枚 3枚 4枚 冷凍 レシピ参照

日向夏ドレッシングで
食べる鶏フリッター 160g 185g 240g 冷凍

鶏むね肉のフリッターと日向夏ドレッシングのセッ
トです。フリッターを電子レンジで加熱し、お好み
の野菜と合わせドレッシングをかけてどうぞ

国産大豆三角油揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵 レシピ参照

2人用 1,352円  3人用 1,766円  4人用 2,233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

鱈のカレーチーズ焼き 2枚 3枚 4枚 冷凍
北海道産の鱈をカレーチーズ味に
味付けしました。フライパンで焼
いてどうぞ

カステラ揚げ 1枚 2枚 2枚 冷蔵
お好みの野菜と一緒に煮物やフライ
パンで両面を焼き、食べやすい大き
さに切り、しょう油かけてどうぞ

食材小粒納豆（2入） 1p 2p 2p 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,323円  3人用 2,102円  4人用 2,420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

細切り豚肉の
オイル炒め 170g 255g 320g 冷凍

細切りにした豚もも肉にオリーブオイルをベースに
したタレをセットにしました。ピーマンやじゃがい
もなどお好みの野菜と一緒に炒めてどうぞ

はるさめの炒め物 1袋 2袋 2袋 冷凍 人気商品です！電子レンジで温め
てどうぞ

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

2人用 1,390円  3人用 2,003円  4人用 2,454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。

赤魚と夏野菜のピザ風チーズ焼き

なすと油揚げの七味焼き

赤魚の甘辛煮

ピーマンと豚肉のすっぱ炒め

①解凍した赤魚は水気を拭
き取り、3等分のそぎ切
りにする。玉ねぎとピー
マンは薄切りにする。
②フライパンにバターを
熱し、赤魚と玉ねぎを軽
く炒め、半分に分ける。

①なすは厚さ1㎝の斜め切りに
し、水に浸す。油揚げは6等分
に切り、長ねぎは小口切りにす
る。
②フライパンを熱し、油揚げを入
れて焼き色が付くまで両面を
焼き、取り出す。
③②のフライパンを拭いてサラ

①えのきは根元を落とし
てほぐす。生姜はせん
切りにする。解凍して
水気を拭き取った赤魚
は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

①ピーマンは種とヘタを取り、
5㎜幅のせん切りにする。
②じゃがいもは皮を剥いて、5
㎜幅のせん切りにして水に
さらし、下茹でをする。
③フライパンにサラダ油を熱
し、食べやすい大きさに切っ
た豚肉を炒める。ある程度

③耐熱容器に②を入れ、半量のピーマン、ケチャッ
プ、ピザ用チーズをかける。もう1個も同じように
作り、オーブントースターで20分程チーズが溶け
るまで焼く。

ダ油を熱し、なすを入れて両面を焼く。
④器になすと油揚げを盛って、長ねぎをのせ、お好みでしょ
う油と七味唐辛子をかける。

約8分煮る。途中何度かフライパンを振って、煮汁
を全体に絡め、器に盛る。小口切りにした小ねぎ
を散らす。

火が通ってきたらピーマン、②を加えてさっと炒め、
塩、こしょう、酢を加えて味を調える。

赤魚半身…2枚
玉ねぎ…………………… 1個
ピーマン………………… 1個
ピザ用チーズ…………… 60g
ケチャップ………… 大さじ4
バター…………………… 20g

国産大豆三角油揚げ
…1枚

なす……………………… 2本
長ねぎ………………… 1/3本
しょう油…………………適量
七味唐辛子………………適量
サラダ油…………… 小さじ2

材料� 【約385kcal／1人分】

材料� 【約156kcal／1人分】

基本

基本

いき

はつ

赤魚切身…2切
えのき…………………… 1袋
小ねぎ…………………… 4本
生姜……………………… 1片
　　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

麓山高原豚肩切落し
…150g

ピーマン………………… 2個
じゃがいも……………… 1個
塩………………… 小さじ1/2
こしょう…………………少々
酢…………………… 大さじ1
サラダ油………… 大さじ1/2

材料� 【約146kcal／1人分】

材料� 【約248kcal／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!

268

278

10

月

火

8/10土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

目鯛切身 2切 3切 4切 冷凍 レシピ参照

フライパンで！
真いかピリ辛醤油漬 230g 230g 460g 冷凍 解凍後、お好みの野菜と一緒に炒

めてどうぞ

3種のきのこと根野菜の
しんじょう（生姜あん）

130g
(2袋)

195g
（3袋）

260g
（4袋） 冷凍

3種のきのこと根野菜、彩りに枝
豆を加えたしっとり柔らかなしん
じょうです。湯せんしてどうぞ

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

2人用 1,391円  3人用 1,643円  4人用 2,550円  

基本 バランスコース

いきいき お魚コース

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

国産豚ばらスライス 160g 240g 320g 冷凍 レシピ参照

直火焼
国産鶏ハラミ（味付） 160g 240g 320g 冷凍 たっぷりの長ねぎと一緒に炒めて

どうぞ

のっけてなめこ 新商品 120g 120g 120g 常温 温かいご飯にのせてどうぞ

山菜釜めし
（まぜご飯の素）

2合用
（120g）

3合用
（160g）

4合用
（240g） 常温 炊きたてのご飯に混ぜてどうぞ

2人用 1,522円  3人用 2,047円  4人用 2,629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

麓山高原豚肩切落し 150g 200g 250g 冷蔵 レシピ参照

縞ホッケ切身
芳醇本粕漬 2切 3切 4切 冷凍

脂ののった縞ホッケをメーカーオリ
ジナルの本粕に漬け込みました。解
凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

肉じゃがゴロッケ 2個 3個 4個 冷凍 レシピ参照

彩りポテトマカロニ
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

直火焼カレールー 100g 170g 170g 常温 レシピ参照

2人用 1,547円  3人用 2,068円  4人用 2,504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。

夏野菜カレー

肉じゃがゴロッケ

①玉ねぎはみじん切り、
じゃがいもは1個につき
6等分、人参は小さめの
乱切り、なすは縦6等
分、かぼちゃは5㎜幅の
薄切り、ししとうは竹
串で穴をあける。
②鍋にサラダ油を半分入
れて熱し、豚肉と玉ねぎ
を加えて弱火で約5分炒
め、じゃがいもと人参
を加えて水を注ぎ、中火
で約10分煮込む。

ごろっとした北海道産の馬鈴薯と国産豚肉、玉ねぎ
をしょう油味に仕上げた肉じゃが風のコロッケです。
お子様から年配の方まで美味しく頂ける商品です。
冷凍のまま170℃～180℃の油で揚げてどうぞ。

③②にカレールーを加え、更に中火で約15分煮込
み、火を止める。
④フライパンに残りのサラダ油を加え、なすとかぼ
ちゃ、ししとうを入れて中火で約2分揚げ焼きに
する。
⑤器にご飯を盛り、③をかけ、④をのせる。

麓山高原豚肩切落し
…150g

直火焼カレールー…100g
玉ねぎ…………………… 1個
じゃがいも……………… 2個
人参…………………… 1/2本
なす……………………… 1本
かぼちゃ……………… 100g
ししとう………………… 6本
ご飯…………………… 2膳分
サラダ油…………… 大さじ2
水……………………… 500㏄

材料� 【約772kcal／1人分】

基本

基本

�【約360kcal／1人分】

豚肉のスタミナたれがけ

国産豚ばらスライス
…160g

長ねぎ………………… 1/2本
生姜……………………… 1片
　　しょう油……… 大さじ2
　　酢、ラー油…… 各小さじ2
Ａ　中濃ソース、ごま油　　　…………… 各小さじ1
　　にんにく（すりおろし）
　　　……………… 小さじ1
ごま油……………… 大さじ1
塩、こしょう…………各少々
片栗粉……………………適量
サラダ油…………………適量

材料� 【約484kcal／1人分】

はせん切りにする。耐熱容器に入れ、フライパンで
煙が出るまで熱したごま油をジュッとかけて混ぜる。
②Aの材料を混ぜる。
③解凍した豚肉は塩、こしょうを振り、片栗粉をまぶ
し、熱したフライパンにサラダ油をひき、カリっと
するまで焼く。
④③を食べやすい大きさに切り、①をのせ、②を適量
かける。

①長ねぎは縦半分に切って
斜め薄切りにする。生姜

はつ目鯛のチーズムニエル
①目鯛切身はあらかじめ
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
うをして小麦粉をまぶ
す。ピーマンはせん切
りにする。
③フライパンにバターを

いき

目鯛切身…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

材料� 【約245kcal／1人分】

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。



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!

288

298

11

水

木

8/17土

お届け品 青（2人用） 茶（3人用） 青緑（4人用） 備　　　考

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

三陸産真だら角切り
（無塩） 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

にしんごま衣ソテー 8切 12切 12切 冷凍 フライパンに多めの油をひき、揚
げ焼きにしてどうぞ

お料理
サラダスティック 1p 2p 2p 冷蔵

無リンのすり身にこだわりまし
た。お好みの野菜と一緒にサラダ
にしてどうぞ

2人用 1,348円  3人用 2,080円  4人用 2,436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

鶏肉の
甘口南蛮漬け 新商品

250g 300g 500g 冷凍 レシピ参照

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

エビイカミックス 100g 150g 200g 冷凍 レシピ参照

エリンギ 1p 1p 1p 冷蔵 レシピ参照

食材豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,297円  3人用 1,784円  4人用 2,431円  

お届け品 桃（2人用） 橙（3人用） グレー（4人用） 備　　　考

麓山高原豚挽肉 200g 250g 300g 冷凍 レシピ参照

国産鶏重ねカツ 2枚 3枚 4枚 冷凍 冷凍のまま170℃～ 180℃の油
で揚げてどうぞ

五目野菜炒め 200g 300g 400g 冷凍
キャベツを加えるだけで彩り豊かな野菜
炒めが簡単に作れます。商品を解凍後、
キャベツと一緒に炒めてどうぞ

まいたけ 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 1,456円  3人用 2,056円  4人用 2,498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。

鶏肉の甘口南蛮漬け

エリンギとシーフードの香味蒸し

①商品は解凍する。玉ね
ぎは薄切り、ピーマンは
輪切り、人参はせん切り
にする。
②耐熱容器に①の野菜を
入れてラップをし、電子
レンジ（500W）で約2分
加熱する。

①半解凍したエビイカミックス
は水気を拭く。エリンギは食
べやすい大きさに切り、生姜
は薄切りにする。
②にらは長さ3㎝に切り、ごま
油と塩で和える。
③湯（大さじ2）で鶏ガラスープ
の素を溶かし、酒を合わせる。
④耐熱容器に①を並べ、③をか

③フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉を揚げ焼きに
する。
④皿に③と②を盛り付け、添付のタレをかける。

けてラップをし、電子レンジ（500W）で約4分加熱す
る。熱いうちに②を合わせ、塩、こしょうで味を調える。

鶏肉の甘口南蛮漬け
…250g

玉ねぎ…………………… 1個
ピーマン………………… 1個
人参…………………… 1/3本
サラダ油…………… 大さじ2

エビイカミックス…100g
エリンギ…1P

にら…………………… 1/2把
生姜…………………… 1/2片
鶏ガラスープの素… 小さじ2
酒…………………… 大さじ2
塩、こしょう…………各少々
ごま油……………… 小さじ1

材料� 【約334kcal／1人分】

材料� 【約126kcal／1人分】

基本

基本

なすのミートグラタン

麓山高原豚挽肉…200g
まいたけ…1p

玉ねぎ………………… 1/2個
人参……………………… 50g
なす……………………… 2本
じゃがいも……………… 1個
ブロッコリー………… 1/2株
ピザ用チーズ…………… 60g
オリーブ油………… 大さじ1
　　ケチャップ…… 大さじ1
Ａ　ウスターソース…大さじ1
　　顆粒コンソメ… 小さじ1

材料� 【約418kcal／1人分】

めたら①を入れ、中火で色が変わるまで炒める。な
すとAを加え、弱火で2～3分炒め合わせる。
⑤耐熱皿に③と④を盛り、ピザ用チーズをのせ、トー
スターで3～4分焼く。

①豚挽肉はあらかじめ解凍
しておく。
②玉ねぎと人参はみじん切
り、なすとじゃがいもは
横5㎜幅、ブロッコリーは
小房に分ける。
③じゃがいもとブロッコ
リーは塩茹でにする。
④フライパンにオリーブ油
を入れて熱し、玉ねぎと
人参、食べやすい大きさ
にほぐしたまいたけを炒

はつじゃがいもとたらの洋風蒸し
①じゃがいもはラップ
で包み、電子レンジ
（500W）で4分ほど加
熱し、一口大に切る。
②解凍した真だらは水気
を拭き、塩、黒こしょう
を振り、小麦粉をまぶ
す。にんにくはつぶし、
長ねぎは斜め薄切りに
する。

いき

三陸産真だら
　角切り（無塩）…100g
じゃがいも……………… 2個
長ねぎ…………………… 1本
にんにく………………… 1片
酒…………………… 大さじ2
顆粒コンソメ……… 小さじ1
小麦粉……………… 大さじ1
塩、黒こしょう…………各少々
オリーブ油………… 大さじ1

材料� 【約242kcal／1人分】

③フライパンにオリーブ油を熱し、にんにくを炒め、
香りが立ったら真だらを入れ両面を焼く。長ねぎ、
じゃがいもを加えさっと炒め、酒を振り水（1/2
カップ）、コンソメを加え、蓋をして蒸し煮にする。
火が通ったら塩、黒こしょうで味を調える。



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!

308

318

12

金

土

8/20火

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

北海道産
一汐さんま 新商品

2尾 3尾 4尾 冷凍 レシピ参照

水餃子（しそ昆布たれ付） 100g 145g 200g 冷凍 商品を熱湯で茹で、添付のタレを
かけてどうぞ

ごまおにぎり昆布 70g 70g 70g 常温 温かいご飯に合わせてどうぞ

2人用 1,275円  3人用 1,672円  4人用 2,099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

氷温造り銀ひらす
幽庵漬 2切 3切 4切 冷凍

脂ののった銀ひらすを使用して甘口しょう油
ベースにゆず果汁で風味を豊かにしました。
解凍後、弱火のグリルで焼いてどうぞ

わさび昆布 60g 60g 80g 冷蔵
北海道産昆布100％使用のツーンと
したわさびの風味が効いた佃煮で
す。温かいご飯に合わせてどうぞ

食材豆腐（絹） 1丁 2丁 2丁 冷蔵 国産大豆使用

2人用 1,253円  3人用 1,818円  4人用 2,260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

国産若鶏親子丼セット 180g 270g 360g 冷凍 鶏卵と玉ねぎを加えて親子丼にし
てどうぞ

生姜ちぎり天 新商品 100g 200g 300g 冷凍
生姜を効かせた一口サイズのちぎ
り天です。解凍後、フライパンで
軽く焼いてどうぞ

鶏卵 6個 10個 10個 冷蔵 国産若鶏親子丼セットと一緒にご
使用ください

2人用 1,221円  3人用 1,741円  4人用 2,252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。

さんまの炊き込みご飯
①さんまは解凍して内臓を取り、よ
く洗って水気を拭き、半分に切る。
②米は研いで約30分水に浸す。
③生姜と人参はせん切りにする。
④①をグリルで両面を約3～4分ずつ
こんがりと焼く。
⑤炊飯器に水気を切った②と③、A
を加えて炊く。
⑥炊き上がった⑤に④をのせて蒸ら
し、小骨を取りながらほぐして混
ぜ合わせる。

⑦⑥を器に盛り、ざく切りにした三つ葉を散らす。

北海道産一汐さんま
…2尾

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

材料� 【約195kcal／1膳分】

基本

じゃがいもと豚バラ肉の煮物
①じゃがいもは皮付きの
まま下茹でし、熱いうち
に布巾等を使って皮を
剥く。
②玉ねぎはくし形に切る。
③豚肉は2～3㎝長さに切
り、熱湯でさっと茹で、
水気を切っておく。
④鍋にAを熱し、②を加え
て炒める。
⑤④に①と③、材料が浸る

くらいのだし汁、酒を加え、落とし蓋をしてじゃが
いもが柔らかくなるまで煮る。材料に火が通った
らBを加えて味を染み込ませる。
⑥⑤を皿に盛り、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

玉ねぎ…………………… 1個
じゃがいも…………… 400g
小ねぎ…………………… 1本
だし汁…………… 約2カップ
酒……………………… 50ml
Ａ　サラダ油…大さじ1と1/2　　ごま油… 大さじ1と1/2
　　みりん…………… 50ml
Ｂ　しょう油………… 50ml
　　砂糖…… 大さじ1と1/2

材料� 【約775kcal／1人分】

基本

豚肉と長芋のごま風味炒め

麓山高原豚
　ももスライス…150g
長芋…………………… 300g
すりごま…………… 大さじ1
ごま油……………… 小さじ1
めんつゆ…………… 小さじ2
こしょう…………………適量
塩………………… 小さじ1/2

材料� 【約288kcal／1人分】

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

①長芋は短冊切りにする。
②フライパンにごま油を入
れて食べやすく切った豚
肉を炒め、2/3程度火が
通ったら長芋を入れ、シャ
キシャキ感を残すために
さっと炒め合わせる。
③分量の塩、こしょうを入

はつオクラとあじほぐしの和え物
①解凍したあじはこんが
りと焼き、身をほぐし
ておく。
②オクラは塩を振って軽
くもみ、熱湯で茹で冷
水にとる。水気を拭き、
薄い輪切りにする。

いき

あじ開き…2枚
オクラ……………… 8～10本
塩…………………………少々
しょう油…………… 大さじ1

材料� 【約190kcal／1人分】

③②をボウルに入れてしょう油を振り、①をさっと
和え、器に盛る。


