
すこやかコース

温めて、お皿に盛り付けるだけ! 　調理の手間はいりません!

みつせ鶏レンジでサクサクチキンカツ 170g
冷凍のまま電子レンジ（500W）で約1分50秒� アレルゲン 小麦・卵　  冷凍

ブリ煮付 80g
湯せんで約5分� アレルゲン 小麦　  冷凍

里芋煮っころがし 80g
湯せん約7分� アレルゲン 小麦　  冷凍

揚げもち（醤油味） 2個
解凍後、そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦　  冷凍

めかぶ三升漬 40g
解凍後、温かいご飯にかけてどうぞ� アレルゲン 小麦　  冷凍

欠食締切日  12/14土 1人用 1,610円（税込）

塩肉じゃが 80g
湯せんで約5分�  冷凍

赤魚生姜煮 80g
湯せんで約10分� アレルゲン 小麦　  冷凍

海老とチーズのグラタン 200g
ラップと蓋を外し、電子レンジ（500W）で約5分30秒� アレルゲン 小麦・卵・乳・えび　  冷凍

いかだんご 2個
冷凍のまま電子レンジ（500W）で約3〜 4分� アレルゲン 卵　  冷凍

マカロニのトマト風和え 60g
湯せんで約5分� アレルゲン 小麦　  冷凍

欠食締切日  12/17火 1人用 1,323円（税込）

レンジで簡単国産鶏唐揚げ 100g
冷凍のまま電子レンジ（500W）で約3分�アレルゲン 小麦　  冷凍

氷温造りさばの梅煮 100g
冷凍のまま湯せんで約7分� アレルゲン 小麦　  冷凍

国産具材の豚まん（国産小麦使用） 1個
冷凍のままラップをして約3分30秒� アレルゲン 小麦・乳　  冷凍

無塩せきロースハムスライス 40g
お好みの野菜と一緒にサラダに加えてどうぞ�  冷蔵

東北そだち国産きぬ（2個分け） 1p
そのままでどうぞ�  冷蔵

欠食締切日  12/26木 1人用 1,481円（税込）

国産鶏グリルもも肉黒酢ソース 90g

冷凍のまま湯せんで約10分� アレルゲン 小麦・卵　  冷凍

レンジで簡単さんまの干物 1枚

冷凍のまま電子レンジ（500W）で約3分30秒�  冷凍

ごぼう入りふんわり肉詰めいなり煮 1個

湯せんで約8分� アレルゲン 小麦　  冷凍

惣菜亭厚焼き卵 100g

電子レンジ（500W）で約1分� アレルゲン 小麦・卵　  冷蔵

欠食締切日  12/19木 1人用 1,193円（税込）

お手軽調理豚バラかぐら南蛮みそ焼き 80g

冷凍のまま湯せんで約3分�  冷凍

手包みオムライス 250g

電子レンジ（500W）で約6分� アレルゲン 卵・乳　  冷凍

国産具材の茶碗蒸し 160g

湯せんで約5分� アレルゲン 小麦・卵　  冷蔵

さつま芋の甘煮 60g

湯せんで約5分�  冷凍

欠食締切日  12/28土 1人用 1,455円（税込）

酢豚 80g

冷凍のまま湯せんで約10分� アレルゲン 小麦　  冷凍

ねぎとろ 50g

解凍後、わさびしょう油をつけてどうぞ�  冷凍

煮込おでん 330g

湯せんで約5分� アレルゲン 小麦・卵　  冷蔵

しゃくし菜オリーブオイル和え 60g

そのままでどうぞ�  常温

欠食締切日  12/21土 1人用 1,487円（税込）
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温めて、お皿に盛り付けるだけ! 　調理の手間はいりません!

39※表示価格は全て税込です。※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。※画像はイメージです。

鶏肉と野菜の煮物（惣菜） 100g
湯せんで約5分� アレルゲン 小麦・卵　  冷蔵

鱈のホワイトソース煮（惣菜） 80g
湯せんで約5分� アレルゲン 小麦・乳　  冷蔵

五品目野菜の肉焼売 3個
冷凍のまま電子レンジ（500W）で約2分�アレルゲン 小麦　  冷凍

かにと三つ葉のやわらか蒸し 2個
冷凍のまま電子レンジ（500W）で約50秒�アレルゲン 小麦・卵・かに　  冷凍

食材小粒納豆（2入） 1p
添付のタレとお好みで辛子を混ぜてどうぞ�  冷蔵

欠食締切日  1/7火 1人用 1,306円（税込）

豚肉の生姜焼きミニ丼の具 80g
冷凍のまま湯せんで約10分� アレルゲン 小麦　  冷凍

ビンチョウ鮪中落ち風 50g
解凍後、わさびしょう油をつけてどうぞ�  冷凍

ひたし豆 120g
そのままでどうぞ�  冷蔵

田舎なめ茸 60g
そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦　  常温

焼きドーナツ（豆乳） 1個
解凍後、そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦・卵・乳　  冷凍

欠食締切日  1/16木 1人用 1,403円（税込）

お手軽チキン（柚子こしょう味） 80g
湯せんで約8分� アレルゲン 小麦　  冷凍

氷温造りあじの南蛮漬 130g
解凍後、そのままでどうぞ�  冷凍

レンジでビーフコロッケ 1個
冷凍のまま電子レンジ（500W）で約1分20秒� アレルゲン 小麦　  冷凍

筍と菜の花のしんじょう 1袋
冷凍のまま湯せんで約10分� アレルゲン 小麦・えび　  冷凍

赤しそ胡瓜 80g
そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦　  常温

欠食締切日  1/11土 1人用 1,536円（税込）

手造りハンバーグ和風ソース 110g

冷凍のまま湯せんで約15分� アレルゲン 小麦・卵　  冷凍

カラスカレイ小切れ西京焼 80g

湯せんで約10分�  冷凍

いかのうま煮 90g

そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦　  常温

Theうまみコーンスープ 1個

商品を耐熱容器に入れ、熱湯を注いでどうぞ� アレルゲン 乳　  常温

欠食締切日  1/9木 1人用 1,246円（税込）

応援します! さびない体づくり

黒豆に多く含まれているアントシアニンは強力な抗
酸化物質で、血液をサラサラにした
り、内臓脂肪の吸収を抑える効果
があるといわれています。ア
ントシアニンは水溶性で、
調理することで煮汁に溶け
だしてしまいます。黒豆の
栄養を効率よく摂取するた
めには煮汁もしっかりと頂く
ようにするといいでしょう。
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