
巻き芯についてのり巻き
の
巻き方
のり巻きは家庭料理の
代表的な一品です。
ちょっとした行事（節分
の恵方巻きなど）やアウ
トドアの楽しいお弁当
などで上手に巻けたの
り巻きを見れば、お母
さんの株も上がります。
巻き込む具材はそれぞ
れ家庭の味を生かし、
お好きな材料を組み合
わせてください。

細巻き
かんぴょうの煮物、きゅうり、まぐろ（ね
ぎとろ含む）など。

太巻き
かんぴょうの煮物、うなぎの蒲焼き、
しいたけのうま煮、厚焼き卵、でんぶ、
茹でほうれんそう（みつばでも可）など。

太巻き
❶のりは1枚をそのまま使います。
❷すしごはんの置き方
細巻きと同じように巻き終わりののりを残して
ごはんを置きます。具をいろいろ巻くので、具
がずれないように芯を置く中心のごはんを少し
土手状に高くします（写真⑫）。

❸芯（具）の置き方
切ったときの彩りを考えてまとめておきます。
水分の多い具は軽く水気を絞ってから使います
（写真⑬）。

❹巻き方
簀（す）とともに二つ折りをしながら、芯がずれ
たりしないように、指で芯を中心に押さえ込む
ようにして二つ折りにします。巻きすを引きな
がら折るようにして、巻き終わりののりが下に
なるようにします。細巻きと同じように、のりが
つくまでそのまま置きます（写真⑭～⑰）。

細巻き
❶のりの切り方（細巻き用）
のりは正方形ではありませんので、長い方を二
つ折りにして切り離します（写真③、④）。

❷すしごはんの置き方
のりに寿司ごはんを広げ置きます。ごはんの間
から下ののりが少し見える位に軽く置きます（ご
はんが多すぎるとのり巻きがパンクする原因と
なります）。
必ず巻き終わりののりを1.5㎝位残してごはん
を広げます（写真⑤、⑥）。

❸芯の置き方
広げたごはんの真ん中に置きます（写真⑦）。

❹巻き方
巻きすとともに、二つ折りの感じで巻きます。
巻き終わりののりが下になるように巻きすを外
し、この状態でまな板などに5～6分おきます
（こうするとのりがしっかり付き、切りやすくな
ります）（写真⑧～⑪）。

のり巻きの切り方
細巻き（かんぴょう）の場合
・包丁をぬれふきんでぬらします。
・1本を2つに切ります。
・切った2本を揃え、さらに2つに切ります
　（1本が4本になります）（写真⑱～⑳）。
・1本切ったら、必ずぬれふきんでぬらします。

細巻き（きゅうり、鉄火（まぐろ））の場合
・1本を2つに切ります。
・切った2本を揃え、さらに3つに切ります
　（1本が6本になります）（写真㉑～㉔）。

太巻き
・1本を中心から2つに切ります。
・それぞれをお好みの幅に切ります （1本を6～
8切位にします）（写真㉕、㉖）。
・1回切ったら、必ずぬれふきんで包丁をぬらし
ながら切ります。

巻き簀（す）の使い方
巻き簀（す）は竹の皮が付いている面が表です。表を上に広げ、編ん
である糸の結
び目を向こう
側にしておき
ます（写真①、
②）。

11※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。

あじわい
コース

いつもの食卓に
プラスαの贅沢を。

流水で解凍後、スー
プ、塩焼き、唐揚げ、
サラダ、茶碗蒸など
にしてお召し上がり
下さい。

牛100％ハンバーグ
（200g）

北海南ばん蛯（100g）

厳選したさんまを特
選塩こうじに漬け込
み、まろやかな風味に
仕上げました。解凍
後、グリルで焼いてお
召し上がり下さい。

麓山高原豚ローストンテキ
（300g）

さんま塩糀漬（2尾）A
コース 2/19 水
B

コース 2/20 木
締切 2/4火

1,998円（税込）

A
コース 2/12 水
B

コース 2/13 木
締切 1/28火
1,386円（税込）

A
コース 2/26 水
B

コース 2/27 木
締切 2/8土

1,542円（税込）

A
コース 2/5 水
B

コース 2/6 木
締切 1/23木
2,787円（税込）

A
コース 2/28 金
B

コース 2/29 土
締切 2/13木
1,257円（税込）

A
コース 2/3 月
B

コース 2/4 火
締切 1/21火
1,917円（税込）

国産若鶏のもも肉を、風味・味の濃
厚な甘露醤油をベースに味付けしま
した。解凍後、フライパンに少量の
油をひき焼くか、余分な水気を切っ
て片栗粉をまぶし、170℃の油で約
3分揚げてお召し上がり下さい。

鮮度、脂のりのよい大型の
銀ひらすを、京都老舗の
西京味噌をベースにした西
京味噌ダレに漬け込みまし
た。解凍後、グリルで焼い
てお召し上がり下さい。

脂ののった赤魚
です。解凍後、
グリルで焼いて
お召し上がり下
さい。

柔らかな身質で軽
い食感が特徴で
す。煮魚やムニエ
ルにしてお召し上
がり下さい。

福島県産和牛肩ロース肉すき焼用
（180g）

国産若鶏もも肉甘露醤油漬け
（200g）

越後熟成豚ロースステーキ
（梨すりおろし入り、塩こしょう味）（230g）

銀ひらす西京漬（2切）

干物  赤魚開き（1枚）

カラスカレイ切身（2切）

2
回目

1
回目

8
回目

7
回目

3
回目

 冷凍

 冷凍  アレルゲン  小麦  冷凍  アレルゲン  小麦

 冷凍  アレルゲン  小麦・卵・乳

 冷蔵

 冷凍 冷凍

A
コース 2/14 金
B

コース 2/15 土
締切 1/30木
1,543円（税込）

ほたて、ホッキ貝、
ツブ貝を刺身用の
セットにしました。
解凍後、そのままお
刺身としてお召し上
がり下さい。

スパイシーチョリソー
（150g）

貝のお刺身セット（3種）

4
回目

 冷蔵

 冷凍

 冷凍 冷凍

蒸しあげたかに身と茹でたか
に身をたっぷりと使用し、独
自の製法でとろける食感とか
に本来の旨みと深い味わいを
引き出しました。解凍後、ご
飯の上に盛り付けてお召し上
がり下さい。

脂がのった鯖を低
温でじっくりとス
モークしました。
解凍後、お好みの
大きさに切ってお
召し上がり下さい。

かにのとろ丼（80g）

鯖の冷燻（1枚）

5
回目

 冷凍  アレルゲン  小麦

 冷凍アレルゲン  えび   冷凍

A
コース 2/17 月
B

コース 2/18 火
締切 2/1土

1,394円（税込）

牛肩ロースは脂肪が入りやす
く、程よい食感と濃厚な味わ
いが特徴です。すき焼きにし
てお楽しみください。

発色剤、保存料、化学調
味料、7大アレルゲンを
使用しないピリッと辛い
あらびきタイプのソー
セージです。ボイルして
お召し上がり下さい。

福島県産和牛ももスライス（180g）

 冷蔵

もも肉は脂肪
が少なく、あっさり食
べられる赤身の肉質で
す。牛丼や炒め物にど
うぞ。

豚ロース肉に梨と塩こしょうで
軽く味付けをしました。焼いて
そのままでもおいしく召し上が
れますが、お好みのたれをかけ
て頂いてもおいしくお召し上が
り頂けます。

国産牛肉100%で作った生ハ
ンバーグだねです。解凍後、
お好みの大きさや形に成形
し、油をひいたフライパンで
じっくりと焼いてお召し上が
り下さい。

麓山高原豚をトンテキ用
に厚切りにしました。解
凍後、フライパンで焼い
て添付のタレと絡めてお
召し上がり下さい。

6
回目


