
※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。 ※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。

らくちんセット 温めて、お皿に盛り付けるだけ!  調理の手間はいりません!

オススメ ★ちょい足し

24

51 火41 月
BコースAコース

91 土81 金
BコースAコース

71 木61 水
BコースAコース11

回目

33
回目

22
回目

鶏のチリソース 100g

湯せんで約7～ 10分� アレルゲン 卵� 冷凍

湯煎で簡単！天然ぶり照り煮 1切

冷凍のまま湯せんで約15分� アレルゲン 小麦� 冷凍

五品目野菜の肉焼売 3個

冷凍のまま電子レンジ（500W）で2分～ 2分30秒
� アレルゲン 小麦� 冷凍

切り昆布の煮物 120g

そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦� 冷蔵

欠食締切日 12/19土 �1人用 1,302円（税込）

国産具材の豚まん 1個
冷凍のまま電子レンジ（500W）で約3分30秒
� アレルゲン 小麦・乳� 冷凍

メヌケ塩麹焼 60g

湯せんで約10分� � 冷凍

切り干し大根のごま和え 70g

湯せんで約5分� アレルゲン 小麦� 冷凍

生姜ちぎり天 50g

解凍後、そのままでどうぞ� アレルゲン 卵・乳� 冷凍

さつま芋の甘露煮 70g

湯せんで約11分� 冷凍

欠食締切日 12/17木 � 1人用 1,551円（税込）

酢ぶた 80g

冷凍のまま湯せんで約10分� アレルゲン 小麦� 冷凍

メカジキ山椒煮 70g

湯せんで約10分� アレルゲン 小麦� 冷凍

国産里芋コロッケ 2個
冷凍のまま電子レンジ（500W）で約50秒
� アレルゲン 小麦・乳� 冷凍

加賀包み煮（卵抜き） 1個

電子レンジ（500W）で約2分� 冷凍

めかぶ三升漬 40g

解凍後、温かいご飯にのせてどうぞ�アレルゲン 小麦� 冷凍

欠食締切日 12/22火 �1人用 1,284円（税込）

3回目
国産里芋コロッケ

❶商品は冷凍のまま電子レンジで温める。
❷お好みのパンに切れ込みを入れ、せん切り
キャベツを敷いて①をサンドする。
❸お好みでソースやマヨネーズをかける。

作
り
方

ちょい
足し



※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。 ※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。

らくちんセット 温めて、お皿に盛り付けるだけ!  調理の手間はいりません!

オススメ ★ちょい足し
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141 木131 水
BコースAコース44

回目

鶏ごぼう 80g

湯せんで約7～ 10分� アレルゲン 小麦・乳� 冷凍

まぐろ漬け丼（胡麻醤油） 1袋

解凍後、温かいご飯にのせてどうぞ�アレルゲン 小麦� 冷凍

ごっつ厚いお好み焼き（いか玉） 1個

冷凍のまま電子レンジ（500W）で約8分
� アレルゲン 小麦・卵� 冷凍

くるみ甘露煮 40g

解凍後、そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦� 冷凍

欠食締切日 12/24木 �1人用 1,435円（税込）

161 土151 金
BコースAコース

191 火181 月
BコースAコース

55
回目

66
回目

鶏肉の甘辛揚げ 80g

湯せんで約7～ 10分� アレルゲン 小麦� 冷凍

レンジで焼き魚真ほっけ 1枚

冷凍のまま電子レンジ（500W）で約6分� � 冷凍

ふっくらだし巻玉子 1本入

そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦・卵� 冷蔵

おまめさん豆小鉢きんとき 1p

そのままでどうぞ� 常温

欠食締切日 12/29火 �1人用 1,360円（税込）

豚肉と白菜の洋風煮 80g

湯せんで約7～ 10分� アレルゲン 小麦・卵・乳� 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

かぼちゃのしんじょ（そぼろ和え） 1個

湯せんで約10分� アレルゲン 小麦・卵� 冷凍

いつものおみそ汁　里いも 1個

耐熱容器に商品を入れ、熱湯を注いでどうぞ� � 常温

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 12/24木 � 1人用 1,113円（税込）

4回目
ごっつ厚いお好み焼き（いか玉）
❶商品は冷凍のまま電子レンジで温める。
❷①にマヨネーズ、中濃ソース、かつお節、
青のりをかける。

ちょい
足し

作
り
方



※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。 ※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。

ご利用
ありがとう
  プレゼント

らくちんセット 温めて、お皿に盛り付けるだけ!  調理の手間はいりません!

長年のご愛顧に感謝し、
JAふれあい食材を
ご利用いただいている方

全員に粗品を
プレゼント！！

※お届け日の指定はできません。

令和３年1月4日（月）～
令和３年1月30日（土）にお届け

オススメ ★ちょい足し
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211 木201 水
BコースAコース77

回目

デミグラスソースハンバーグ 80g
湯せんで約7～ 10分
� アレルゲン 小麦・卵� 冷凍

海鮮ぶっかけ丼（ほたて） 100g

解凍後、温かいご飯にのせてどうぞ�アレルゲン 小麦� 冷凍

ひとくちチキン南蛮（タルタル入り） 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・乳� 冷凍

ちくわと野菜の煮物（惣菜） 80g

湯せんで約5分� アレルゲン 小麦・卵� 冷蔵

食材小粒納豆（2入） 1p

添付のタレと辛子を混ぜてどうぞ� アレルゲン 小麦� 冷蔵

欠食締切日 1/5火 � 1人用 1,281円（税込）

231 土221 金
BコースAコース88

回目

チキンナゲット 3個

冷凍のまま電子レンジ（500W）で約50秒
� アレルゲン 小麦・乳� 冷凍

氷温造りシルバー生姜醤油煮 90g

冷凍のまま湯せんで約7分� アレルゲン 小麦� 冷凍

キャベツの甘煮（ごぼうチキンロール入り） 100g

冷凍のまま湯せんで約8分� アレルゲン 小麦� 冷凍

味付とろろ（青のり入り） 60g

解凍後、そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦� 冷凍

欠食締切日 1/7木 � 1人用 1,090円（税込）

99
回目 261 火251 月

BコースAコース

豚肉の五目あんかけ 100g

湯せんで約7～ 10分� アレルゲン 小麦・卵� 冷凍

赤魚塩焼 60g

湯せんで約10分� � 冷凍

むかしのコロッケ 1個
冷凍のまま電子レンジ（500W）で約1分10秒
� アレルゲン 小麦・乳� 冷凍

まぐろ油漬・フレーク 70g

お好みの野菜と一緒にどうぞ� � 常温

国産野菜からし高菜 80g

そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦� 常温

欠食締切日 1/9土 � 1人用 1,295円（税込）

7回目
デミグラスソースハンバーグ
❶商品は湯せんする。
❷フライパンにサラダ油を敷いて、目玉焼き
を焼く。
❸皿に①を盛り付け、②をのせる。

作
り
方

ちょい
足し



※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。 ※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。

ご利用
ありがとう
  プレゼント

らくちんセット 温めて、お皿に盛り付けるだけ!  調理の手間はいりません!

長年のご愛顧に感謝し、
JAふれあい食材を
ご利用いただいている方

全員に粗品を
プレゼント！！

※お届け日の指定はできません。

令和３年1月4日（月）～
令和３年1月30日（土）にお届け

オススメ ★ちょい足し

27

1111
回目

1010
回目 301 土291 金

BコースAコース281 木271 水
BコースAコース

国産豚肉の玉葱ソース 80g

湯せんで約7～ 10分� アレルゲン 小麦・乳� 冷凍

ホキ香草焼 60g

湯せんで約10分� アレルゲン 小麦・乳� 冷凍

根菜とわらびの煮つけ風 60g

そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦� 常温

ポン・デ・ポテト（安納芋） 2個

冷凍のまま電子レンジ（500W）で約40秒
� アレルゲン 小麦・卵・乳� 冷凍

欠食締切日 1/16土 � 1人用 1,122円（税込）

鶏から揚げのおろし和え 80g

湯せんで7～ 10分� アレルゲン 小麦・乳� 冷凍

イートベジ　ひよこ豆のカレードリア 200g

冷凍のまま電子レンジ（500W）で約5分
� 冷凍

ひとくち肉焼売 3個

冷凍のまま電子レンジ（500W）で約1分30秒～ 2
分� アレルゲン 小麦・卵� 冷凍

スパゲティサラダコーン入り 150g

そのままでどうぞ� アレルゲン 小麦・卵� 冷蔵

欠食締切日 1/14木 � 1人用 1,267円（税込）

10回目
イートベジ ひよこ豆のカレードリア
❶商品を温める前にとろけるチーズとゆで卵
の輪切りをのせる。
❷①を電子レンジで温める。

ちょい
足し

作
り
方


