
9月のお休みは1日（木）、19日（月）、23日（金）、24日（土）です。

毎月
18日はごはんの日
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99 11

円

赤（2人用）

黄（4人用）

緑（6人用）

青（2人用）

白（2人用）

桃（2人用）

基 本 コ ース基 本 コ ース

お 魚 コ ースお 魚 コ ース

いろどりコースいろどりコース

あじわいコースあじわいコース

コ ー ス 本体価格

円

税込価格

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

19,333
31,481
43,130

19,148

20,907

19,426

20,880

34,000

46,580

20,680

22,580

20,980

Instagram Twitter

Aコープマーク品の商品紹介や、販売店舗の
ご案内、JAふれあい食材のおススメ商品や、
季節に合わせたとりまとめ企画のお知らせな
ど日々の生活に役立つ魅力的なコンテンツを
配信していきます！
たくさんのフォロー☆いいね♡お待ちしてい
ます！

JA全農とちぎ
生活情報発信室

公式SNSのご案内

お買い物の時も
便利!!

アドバイス表のレシピが
スマホやタブレットで
ご覧いただけます。

要チェック!!
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食材宅配商品一覧表

JAふれあい食材では資源の有効利用の為に
「牛乳パック」の回収を行っています。

18日はごはんの日です。
（18日がAコースの場合は前日宅配が対象となります。）

季節のメニュー 特別メニュー ごはんの日 新商品

9月
牛乳パックの日  今月は7日と8日です。

2 
（金）

3 
（土）

銀だら切身 からしマヨ昆布 いかのピリ辛炒め 野菜春巻

5 
（月）

6 
（火）

鰹たたき 真鱈昆布〆
お刺身用 国産みそ田楽 天然ぶり切身 きのこグラタン

7 
（水）

8 
（木）

銀ひらす梅みそ漬 国産
冷凍汁物ミックス 尚仁沢名水絹豆腐 脂がのった赤魚切身 ふわっとひとくち

揚げかま

9 
（金）

10 
（土）

きはだまぐろ腹身
ステーキ用

国産鶏使用
チキンナゲット

なまうどん（栃木県産
小麦粉使用）つゆ付

あさひ納豆
国産極小粒 温泉たまご

12 
（月）

13 
（火）

熟成紅鮭切身 いかを干して造った
いか塩辛

カレイの
和風あんかけセット ごぼうサラダ

14 
（水）

15 
（木）

ねぎ餃子 三陸産中華風
茎わかめサラダ 冷凍さんま ハッシュポテト 無塩せき

バラベーコンスライス

16 
（金）

17 
（土）

ねぎとろ 冷凍あさり
（北海道産）

天ぷらセット
（えび・いか）

栃の木
まいたけ ちくわ

19 
（月）

20 
（火）

礼文島産
真ほっけ開き 濃い玉子とうふ からすがれい

みりん漬
粗挽きいわしの
つみれ汁（タレ付）

21 
（水）

22 
（木）

栃木県産豚
肩ローススライス

調理
エビ玉ビーフン お刺身わかめ 長崎県五島沖産

真あじの天日干し
無着色辛子
めんたいこ（切子）

26 
（月）

27 
（火）

氷温造り
塩さばフィーレ 海鮮いももち 北の大豆絹（充填） 静岡県伊豆産ひじき

炊き込みご飯の素
子持ちししゃも
醤油漬け

28 
（水）

29 
（木）

北海道産塩マス
切身 べったら漬ハーフ 国産小粒納豆 天然南まぐろ

切り落とし
北海道えりも発
お刺身たこ

30 
（金）

礼文島産
真ほっけ開き 濃い玉子とうふ からすがれい

みりん漬
粗挽きいわしの
つみれ汁（タレ付）

2 
（金）

3 
（土）

銀だら切身 豆ひじき ちくわ 麻婆なすの素
（栃木県産豚肉使用） かに玉風スープ

5 
（月）

6 
（火）

ピチットさば
フィーレ

ささみの
サクサク揚げ カクテキ 十和田バラ焼き

（豚肉使用） きのこグラタン

7 
（水）

8 
（木）

国産若鶏モモ肉 中華くらげ 脂がのった
赤魚切身 いかだんご 尚仁沢名水

絹豆腐

9 
（金）

10 
（土）

栃木県産豚肉
切り落とし（カタ）

長崎一番
大判漁師揚げ

あさひ納豆
国産極小粒

なまうどん（栃木県産
小麦粉使用）つゆ付 国産山菜なめこ

12 
（月）

13 
（火）

熟成紅鮭切身 ごぼう入りふんわり
肉詰めいなり煮

栃木県産豚ロース
生姜焼き用 塩蔵海藻サラダ

14 
（水）

15 
（木）

栃木県産豚
小間肉（モモ）

静岡県産
釜揚げしらす 冷凍さんま まいたけ入り

大粒焼売

16 
（金）

17 
（土）

みつせ鶏
親子丼セット

冷凍あさり
（北海道産）

わら焼き戻りかつお
タタキ（タレ付）

天ぷらセット
（えび・いか）

19 
（月）

20 
（火）

礼文島産
真ほっけ開き

国産具材の
茶碗蒸し

野菜餃子（栃木県産
小麦・豚肉使用）

調理
カレービーフン

21 
（水）

22 
（木）

長崎
ちゃんぽん

栃木県産豚
肩ローススライス バナメイエビ 小田原籠清

豆かま（紅）
長崎県五島沖産
真あじの天日干し

無着色辛子
めんたいこ（切子）

26 
（月）

27 
（火）

栃木県産豚バラ
うす切り

スパゲティサラダ
コーン入り

メバチまぐろ
切り落とし いかそうめん 北の大豆絹

（充填）

28 
（水）

29 
（木）

栃木県産豚肉
切り落とし（カタ）

子持ち
からふとししゃも 国産小粒納豆 さわらだし

西京漬
まぐろ油漬・
フレーク

30 
（金）

礼文島産
真ほっけ開き

国産具材の
茶碗蒸し

野菜餃子（栃木県産
小麦・豚肉使用）

調理
カレービーフン

Aコース Bコース 基 本 コ ー ス

Aコース Bコース お 魚 コ ー ス

お休み

お休み

九州九州
フェアフェア

Instagram Twitter

Aコープマーク品の商品紹介や、販売店舗の
ご案内、JAふれあい食材のおススメ商品や、
季節に合わせたとりまとめ企画のお知らせな
ど日々の生活に役立つ魅力的なコンテンツを
配信していきます！
たくさんのフォロー☆いいね♡お待ちしてい
ます！

JA全農とちぎ
生活情報発信室

公式SNSのご案内

お買い物の時も
便利!!

アドバイス表のレシピが
スマホやタブレットで
ご覧いただけます。

要チェック!!

お彼岸
メニュー
お彼岸
メニュー

お彼岸
メニュー
お彼岸
メニュー

お彼岸
メニュー
お彼岸
メニュー

お彼岸
メニュー
お彼岸
メニュー

お彼岸
メニュー
お彼岸
メニュー
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JAふれあい食材では資源の有効利用の為に
「牛乳パック」の回収を行っています。

18日はごはんの日です。
（18日がAコースの場合は前日宅配が対象となります。）

季節のメニュー 特別メニュー ごはんの日 新商品

牛乳パックの日  今月は7日と8日です。
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食材宅配商品一覧表9月

2 
（金）

3 
（土）

栃木県産豚ヒレ肉の
コク旨醤油だれ漬け 石巻めんたいこ茶漬け 佃煮三華

5 
（月）

6 
（火）

とちぎゆめポーク使用
あぶり焼きチャーシュー 瀬戸内産真鯛（天然） 大粒冷凍あさり（北海道産）

7 
（水）

8 
（木）

菜彩鶏モモ肉（岩手県産） 氷温造りさばの昆布白醤油干し

9 
（金）

10 
（土）

とちぎゆめポーク切り落とし（カタ） むきえびのチリソース

12 
（月）

13 
（火）

びんちょうたたき（塩味） 北海たこスライス 小籠包（栃木県産豚肉使用）

14 
（水）

15 
（木）

とちぎゆめポークモモスライス 銀座伴助　赤魚開き干し

16 
（金）

17 
（土）

天ぷらセット（あじわい） 栃の木　まいたけ 国産牛とごぼうの醤油めし

19 
（月）

20 
（火）

越の鶏肩小肉の甘旨ソテー 能登産一本釣いか開き

21 
（水）

22 
（木）

横浜大飯店監修　八宝菜の素
（栃木県産豚肉使用） かれい灰干

26 
（月）

27 
（火）

とちぎ霧降高原牛切り落し（カタ）銀さわら白味噌漬

28 
（水）

29 
（木）

とちぎゆめポークバラスライス ねぎとろ

30 
（金）

越の鶏肩小肉の甘旨ソテー 能登産一本釣いか開き

2 
（金）

3 
（土）

麻婆なすの素
（栃木県産豚肉使用） なす 野菜春巻 骨ぬきさば

フィーレ
北海道産
ミックスビーンズ かつおフレーク エーコープ早ゆでマカロニ

5 
（月）

6 
（火）

国産豚バラ肉の
焼肉丼用 カクテキ 春雨の

かき玉スープ
礼文島産
真ほっけ開き

さんまのすり身
（味付）

国産冷凍汁物
ミックス

7 
（水）

8 
（木）

国産若鶏
モモ肉 もやし まいたけ入り

大粒焼売
フライパンで簡単
天然ぶりの甘だれ漬

チーズ入
焼かまぼこ

尚仁沢名水
絹豆腐

9 
（金）

10 
（土）

栃木県産豚肉
切り落とし（カタ）

炭火焼
まぐろたたき

あさひ納豆
国産極小粒

なまうどん（栃木県産
小麦使用）つゆ付

豚肉の野菜巻き
（さつまいも＆人参）

12 
（月）

13 
（火）

栃木県産豚ロース
生姜焼き用

国産具材使用
ほうれん草＆
ベーコンミックス

熟成紅鮭切身 日光国産大豆
油あげ 豆ひじき

14 
（水）

15 
（木）

栃木県産
豚小間肉（モモ）

カットさつまいも
（甘酢炒め用）

スープで食べる
小籠包 冷凍さんま 大根おろし 国産具材の

茶碗蒸し

16 
（金）

17 
（土）

鶏肩小肉の
ヤンニョムチキン バナメイエビ チンゲン菜 五目ちらし

寿司の素
柚子塩
炙りかつお

国産野菜で作った
野菜かき揚げ

19 
（月）

20 
（火）

7種の野菜使用
肉餃子 かに玉風セット 北海道産真だら

切身（骨取） ホッキ貝サラダ 鮪の角煮
（生姜風味）

21 
（水）

22 
（木）

串なし
焼鳥セット

冷凍あさり
（北海道産） しめじ 国産白身魚の

カレー風味焼き
日向夏ドレッシングで
サラダうどん レタスサラダ

26 
（月）

27 
（火）

栃木県産豚バラ
うす切り

蒟蒻屋さんの
こんにゃく

無着色
辛子明太子

国産メカジキ
生姜みりん漬

北の大豆絹
（充填）

28 
（水）

29 
（木）

栃木県産豚肉
切り落とし（カタ）

完熟トマトと
チーズのハヤシ・ルー

野菜セット
（ハヤシライス用） 本さわら切身

フライパンで焼ける
いか昆布醤油干し 国産小粒納豆

30 
（金）

7種の野菜使用
肉餃子 かに玉風セット 北海道産真だら

切身（骨取） ホッキ貝サラダ 鮪の角煮
（生姜風味）

Aコース Bコース い ろ ど り コ ー ス

Aコース Bコース あ じ わ い コ ー ス

お休み

お休み

お彼岸
メニュー
お彼岸
メニュー

お彼岸
メニュー
お彼岸
メニュー

お彼岸
メニュー
お彼岸
メニュー

お彼岸
メニュー
お彼岸
メニュー
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食材宅配商品一覧表

JAグループ栃木は、「3食ごはんの日」運動に取り組んでいます。

今月のごはんの日商品お届け日は、
Ａコース：9月16日（金）
Ｂコース：9月17日（土）です

日本人にとっての『よい食』を、
みんなで考えよう。

コンセプト
JAグループがすすめる、
心と体を支える食の大切さ、
国産・地元産農畜産物の豊かさ、
それを生み出す農業の価値を伝え、
国産・地元産農畜産物と日本の農業の
ファンになっていただこうという運動です。

ひとりひとりによい食を。私は絶対、朝ごはんを食べる。
炊き立ての白いご飯とお味噌汁を。
母はその時々の旬の食材を選んでる。日本はいいよね。
我が家では、みんなそろっていただきますと言ってから食べる。
ぼくは給食を残したことがない。だっておいしいもん。
お祖父ちゃんはお寿司が大好き。あわせて日本酒もね。
ワタシはダイエットのために新鮮な野菜をもりもり食べる。
自分は最近どんな人がつくってるか気になる。安心も味のうち。
ママは、よくかんで食べなさいと言う。その方が体にいいんだって。

よい食とは、おいしい食のこと。
よい食とは、楽しい食であること。
よい食とは、家族の健康を支えるもの。
よい食とは、よい暮らしそのもの。

基本コース
親子丼

お魚コース
ねぎとろ丼

いろどりコース
五目ちらし寿司

あじわいコース
牛肉とごぼうの醤油めし

毎月18日は

のごはん 日

JAふれあい食材では、
毎月18日のごはんの日にあわせて
「ごはんがおいしく食べられる」
メニューを提案しています。

コンセプト
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アサヒクッキングスクール校長

吉野ひろみ
料理のコツ
  教えます
料理のコツ
  教えます

食育
第182回

今月の料理のポイント

材料　4人分

作り方

材料　4人分
夏野菜の
豆乳シチュー

9月の声を聞くと、さすがに朝晩は過ごしやすくなりました。
夜には、虫の音も聞こえてきます。とは言っても、まだまだ
夏野菜が豊富な季節です。今月は、夏野菜をたっぷり使った
お料理をご紹介しましょう。

なすの鶏味噌あんかけ

① なすは縦半分に切り、ヘタを処理し
右図のように包丁目を入れる。

② 鍋にAを合わせ、弱火でぽってりするまで練る。鶏ひ
き肉を加えて、更に鶏ひき肉に火が通るまで火にかけ
る。

③ ①のなすの水気をふきとり、中温の油で柔らかくなる
まで揚げる。

④ ③の揚げたなすを皿に盛り付け、②の鶏味噌を上にか
ける。粉山椒を少し振りかける。

なす・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個
揚げ油

○鶏味噌
  赤味噌・・・・・・・・・・・80g
A 砂糖・・・・・・・・・・・・・80g
  酒・・・・・・・・・・・・大さじ3
鶏ひき肉・・・・・・・・・・・・50g
粉山椒・・・・・・・・・・・・・・少々

 鶏もも正肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・250g
 塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・各少々
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
にんじん（中）・・・・・・・・・・・・・・・・1/3本
かぼちゃ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/6個
しめじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック
なす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
 ピーマン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
 サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2カップ
豆乳（調整タイプ）・・・・・・・・・・4カップ

A 白味噌・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
  みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々

○夏野菜の豆乳シチュー
豆乳は、簡単に入手できる調整豆乳を使います。
材料を蒸し煮にする際には火加減に注意しましょう。
○さやいんげんと鶏肉のカレー炒め

鶏肉の下味の塩は少し多めに。しっかり味をつけま
しょう。

○なすの鶏味噌あんかけ
なすは柔らかくなるまで中火でゆっくり揚げます。
練り味噌は、こがさないように弱火で練りましょう。
○とうもろこしご飯

とうもろこしの芯は、旨味が出るので、ご飯を炊く
際に必ず使いましょう。もち米を少し入れることで、
ご飯が冷めてもモチモチして美味しくいただけます。

　「終わり初物」という言葉。最近あまり
耳にしなくなりましたが、私は日本人らし
い食を通じた季節のとらえ方だと思います。
その年最初に収穫されたものは、珍しさも
あり、少し高値でも買って食べようと、人々
は楽しみにしていました。又、そろそろ収
穫も終わりという時に、その季節を名残り
惜しみながら、美味しさを大切に味わう。
来年又、この味と会えるのを楽しみに待っ
たものでした。四季のある日本だからこそ

の季節感と言えますが、これはひと昔前の
話しになりつつあるのでしょうか。最近で
は、農業技術の向上、流通の発達などで、
いろいろな野菜や果物を通年で美味しく食
べられるようになりました。いつが初物で、
いつが終わり初物か、よくわからなくなっ
ている食材が増えているのが現状です。今
月ご紹介したお料理を召し上がりながら、
季節が夏から秋へ移りゆくことを感じてい
ただけたら、ステキだと思います。

作り方

材料　4人分

さやいんげんと鶏肉のカレー炒め

① さやいんげんはスジを取って色よく茹で、4～5cmに
切っておく。にんにく、セロリは薄切りにする。

② 鶏肉は厚いところを開き、細切りにし、全体に軽く塩、
こしょうする。

③ Aを混ぜ合わせた粉を、②の鶏肉にまんべんなくまぶす。
④ 熱した中華鍋に油少々を入れ、にんにくを炒める。香

りが出たら、にんにくを取り出す。
⑤ ④に更に油を加え、③の鶏肉をほぐしながら炒める。
⑥ ⑤にさやいんげん、セロリを加えて炒め合わせ、塩、

こしょうを全体に振って味をつける。

さやいんげん・・・・・・150g
 鶏もも肉・・・・・・・・・・200g
 塩、こしょう・・・・・・・・少々
  小麦粉・・・・・・・・大さじ2
A 片栗粉・・・・・・・・大さじ2
  カレー粉・・・・・・大さじ1

にんにく・・・・・・・・・・・・・・1片
セロリ・・・・・・・・・・・・・・・50g
サラダ油・・大さじ1と1/2
塩 ・・・・・・・・・・・・小さじ2/3
こしょう・・・・・・・・・・・・・少々

作り方

材料　4人分

とうもろこしご飯

① とうもろこしは包丁で実をそぎ落す。芯の部分は長さ
を半分に切る。

② Aの米ともち米を洗ってザルに上げ、水気を切る。
③ 炊飯釡に②の米を平らに入れ、①のとうもろこしを散ら

す。Bを加え、とうもろこしの芯を入れ炊く。
④ 炊き上がったら芯を取り除き、全体を混ぜる。

A 米・・・・・・1と1/2カップ
  もち米・・・・・1/2カップ
  水・・・・・・2と1/3カップ
B 酒・・・・・・・・・・・・大さじ2
  塩・・・・・・・・・・・・小さじ1
とうもろこし・・・・・・・・・1本

作
り
方

① 鶏肉は一口大に切り、全体に軽く塩、
こしょうする。玉ねぎはくし形に、に
んじん、かぼちゃ、なすは乱切りに
する。ピーマンは一口大に切り、軽
く炒める。しめじは小房に分ける。

② 鍋にサラダ油を熱し、鶏肉を丁寧に
炒める。少し焼き色がついたら、玉
ねぎ、にんじん、かぼちゃ、なす、
しめじを加えザッと炒める。

③ ②に酒を加え、ふたをして弱めの中
火で10～15分位蒸し煮にする。

④ ③の野菜が柔らかくなったら、豆乳
を加え、煮立ったらAを溶き入れ4
～5分コトコト煮る。

⑤ 仕上げにバターを落とし、ピーマン
を加え、塩、こしょうで味を調える。

ヘタ5mm位
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今月の料理のポイント

材料　4人分

作り方

材料　4人分
夏野菜の
豆乳シチュー

9月の声を聞くと、さすがに朝晩は過ごしやすくなりました。
夜には、虫の音も聞こえてきます。とは言っても、まだまだ
夏野菜が豊富な季節です。今月は、夏野菜をたっぷり使った
お料理をご紹介しましょう。
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① なすは縦半分に切り、ヘタを処理し
右図のように包丁目を入れる。
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き肉を加えて、更に鶏ひき肉に火が通るまで火にかけ
る。

③ ①のなすの水気をふきとり、中温の油で柔らかくなる
まで揚げる。

④ ③の揚げたなすを皿に盛り付け、②の鶏味噌を上にか
ける。粉山椒を少し振りかける。

なす・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個
揚げ油

○鶏味噌
  赤味噌・・・・・・・・・・・80g
A 砂糖・・・・・・・・・・・・・80g
  酒・・・・・・・・・・・・大さじ3
鶏ひき肉・・・・・・・・・・・・50g
粉山椒・・・・・・・・・・・・・・少々
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かぼちゃ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/6個
しめじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック
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バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・各少々

○夏野菜の豆乳シチュー
豆乳は、簡単に入手できる調整豆乳を使います。
材料を蒸し煮にする際には火加減に注意しましょう。
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鶏肉の下味の塩は少し多めに。しっかり味をつけま
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　「終わり初物」という言葉。最近あまり
耳にしなくなりましたが、私は日本人らし
い食を通じた季節のとらえ方だと思います。
その年最初に収穫されたものは、珍しさも
あり、少し高値でも買って食べようと、人々
は楽しみにしていました。又、そろそろ収
穫も終わりという時に、その季節を名残り
惜しみながら、美味しさを大切に味わう。
来年又、この味と会えるのを楽しみに待っ
たものでした。四季のある日本だからこそ

の季節感と言えますが、これはひと昔前の
話しになりつつあるのでしょうか。最近で
は、農業技術の向上、流通の発達などで、
いろいろな野菜や果物を通年で美味しく食
べられるようになりました。いつが初物で、
いつが終わり初物か、よくわからなくなっ
ている食材が増えているのが現状です。今
月ご紹介したお料理を召し上がりながら、
季節が夏から秋へ移りゆくことを感じてい
ただけたら、ステキだと思います。

作り方

材料　4人分

さやいんげんと鶏肉のカレー炒め

① さやいんげんはスジを取って色よく茹で、4～5cmに
切っておく。にんにく、セロリは薄切りにする。
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9月 材料（2人分）
国産若鶏モモ肉・・・・・・・・・・・・・・200g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
玉ねぎ（うす切り）・・・・・・・・・・・1/4個
人参（千切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3㎝
いんげん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4本

A{ 酢・しょうゆ・水・・・・・・各大さじ2
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 しょうが（千切り）・・・・・・・・・・・1片
 赤唐辛子（小口切り）・・・・・・・・1本

作り方
① 鶏肉は食べやすく切って、塩・こ

しょうで下味をつけ、片栗粉をま
ぶす。いんげんは筋があれば除
き、食べやすく切る。

② ボウルにAを入れて混ぜ合せ、玉
ねぎ、人参を入れ南蛮だれを作
る。

③ フライパンに多めの油を熱し、①
を入れて揚げ焼にして油を切り、
熱いうちに②に漬け込む。

鶏肉の南蛮漬け
国産若鶏モモ肉 を使って

7日水
8日木
お届け

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g289 3.0

9日金
10日土
お届け

材料（2人分）
栃木県産豚肉切り落とし（カタ）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g

A{ 酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
 片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

B{ 酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
 オイスターソース・・・・・・・大さじ1
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量

作り方
① 豚肉はAで下味を付ける。じゃが

いもは皮を剥いて5～6㎜厚さの
拍子木切りにし、サッと水にさら
し水気を切る。

② フライパンにごま油を熱し、豚肉
を入れて炒める。豚肉の色が変
わったらじゃがいもを加え、水大
さじ2（分量外）加えて蓋をし、途
中混ぜながら蒸し焼きにする。

③ 豚肉とじゃがいもに火が通った
ら、混ぜ合わせたBを加えて強火
で炒め合わせる。

④ 器に盛り付け、万能ねぎを散らす。 豚肉とじゃがいものオイスター炒め
栃木県産豚肉切り落とし（カタ）を使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g411 2.4

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●豚肉とじゃがいもの
　オイスター炒め
●大判漁師揚げ
●納豆
2日目
●冷し山菜なめこ
　うどん

2人用 4人用 6人用

栃木県産豚肉切り落とし（カタ） チルド 200g 300g 400g 216 0.1

長崎一番大判漁師揚げ チルド 2枚 
×1パック

2枚 
×2パック

2枚 
×2パック 200 2.3

あさひ納豆国産極小粒 チルド 2個 
×1パック

2個 
×2パック

2個 
×3パック 187 1.1

なまうどん（栃木県産小麦粉使用）つゆ付 チルド 2人用 4人用 6人用 227 5.7

国産山菜なめこ 常温 100g 
×1パック

100g 
×2パック

100g 
×3パック 23 1.3

ひとくち
MEMO

なまうどん（栃木県産小麦粉使用）つゆ付
栃木県産小麦粉「イワイノダイチ」を使用した、小麦の風味豊かな生うどんです。真空製法で生地
を引き締め、縦横四方向に延ばすことによってなめらかで弾力のある麺に仕上げました。

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●鶏肉の南蛮漬け
●くらげときゅうりの
　サラダ
2日目
●赤魚の煮付け
●いかだんご
●豆腐の汁物

2人用 4人用 6人用

国産若鶏モモ肉 チルド 200g 300g 400g 204 0.2

中華くらげ 冷凍 60g 80g 100g 127 4.2

脂がのった赤魚切身 冷凍 2切 
（180g）

4切 
（360g）

6切 
（540g） 211 0.2

いかだんご 冷凍 6個 
（150g）

12個 
（300g）

18個 
（450g） 179 0.8

尚仁沢名水絹豆腐 チルド 350g 
×1パック

350g 
×2パック

350g 
×2パック 66 0.0

ひとくち
MEMO

脂がのった赤魚切身
大型の脂がのった赤魚を使用しています。赤魚が持つ豊富な脂分と、本来赤魚が持つ淡泊さが
見事に絡み合って、どんな料理法に対しても魅力的な食材です。

レシピ

2日金～10日土
Aコース

Aコース

Aコース

Aコース

Bコース

Bコース

Bコース

Bコース
9日（金）

10日（土）

2日（金）

3日（土）

5日（月）

6日（火）

7日（水）

8日（木）

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,676

2,639

3,639
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 1,810

円）（税込 2,850

円）（税込 3,930

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,759

2,648

3,926
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 1,900

円）（税込 2,860

円）（税込 4,240

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,444

2,315

3,083
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 1,560

円）（税込 2,500

円）（税込 3,330

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,491

2,472

3,306
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 1,610

円）（税込 2,670

円）（税込 3,570

※新たな食品表示制度の施行に伴い、アドバイス表の栄養価と商品の一括表示が異なる場合がございます。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●さばの焼物
●ささみの
　サクサク揚げ
●カクテキ
2日目
●十和田バラ焼
●きのこグラタン

2人用 4人用 6人用

ピチットさばフィーレ 冷凍 1枚（130g～170g） 
×1パック

1枚（130g～170g） 
×2パック

1枚（130g～170g） 
×3パック 221 1.8

ささみのサクサク揚げ 冷凍 150g 200g 150g 
×2パック 232 0.7

カクテキ チルド 200g 200g 300g 75 2.8

十和田バラ焼き（豚肉使用） 冷凍 180g 270g 360g 208 2.0

きのこグラタン 冷凍 2個 
（200g）

4個 
（400g）

6個 
（600g） 115 0.6

ひとくち
MEMO

きのこグラタン
国産の生の舞茸、エリンギを使用し風味と食感を大切に作りました。きのこの風味が濃厚なホワイ
トソースの味を引き立てています。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●銀だらの
　ホイル焼き
●ひじきと
　ちくわの煮物
2日目
●麻婆なす
●かに玉風スープ

2人用 4人用 6人用

銀だら切身 冷凍 2切 
（140g）

4切 
（280g）

6切 
（420g） 232 0.2

豆ひじき 冷凍 100g 150g 200g 61 0.2

ちくわ チルド 2本 
×1パック

2本 
×2パック

2本 
×3パック 137 2.3

麻婆なすの素（栃木県産豚肉使用） 冷凍 180g 270g 360g 180 1.8

かに玉風スープ 冷凍 160g 240g 320g 134 3.8

ひとくち
MEMO

豆ひじき
長崎県産の太く煮崩れしにくい芽ひじきと、国産のふっくらとした大粒の大豆を使用しております。
解凍後、煮物、炒め物、和え物、サラダにお使いいただけます。
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材料（2人分）
国産若鶏モモ肉・・・・・・・・・・・・・・200g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
玉ねぎ（うす切り）・・・・・・・・・・・1/4個
人参（千切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3㎝
いんげん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4本

A{ 酢・しょうゆ・水・・・・・・各大さじ2
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 しょうが（千切り）・・・・・・・・・・・1片
 赤唐辛子（小口切り）・・・・・・・・1本

作り方
① 鶏肉は食べやすく切って、塩・こ

しょうで下味をつけ、片栗粉をま
ぶす。いんげんは筋があれば除
き、食べやすく切る。

② ボウルにAを入れて混ぜ合せ、玉
ねぎ、人参を入れ南蛮だれを作
る。

③ フライパンに多めの油を熱し、①
を入れて揚げ焼にして油を切り、
熱いうちに②に漬け込む。

鶏肉の南蛮漬け
国産若鶏モモ肉 を使って

7日水
8日木
お届け

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g289 3.0

9日金
10日土
お届け

材料（2人分）
栃木県産豚肉切り落とし（カタ）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g

A{ 酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
 片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

B{ 酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
 オイスターソース・・・・・・・大さじ1
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量

作り方
① 豚肉はAで下味を付ける。じゃが

いもは皮を剥いて5～6㎜厚さの
拍子木切りにし、サッと水にさら
し水気を切る。

② フライパンにごま油を熱し、豚肉
を入れて炒める。豚肉の色が変
わったらじゃがいもを加え、水大
さじ2（分量外）加えて蓋をし、途
中混ぜながら蒸し焼きにする。

③ 豚肉とじゃがいもに火が通った
ら、混ぜ合わせたBを加えて強火
で炒め合わせる。

④ 器に盛り付け、万能ねぎを散らす。 豚肉とじゃがいものオイスター炒め
栃木県産豚肉切り落とし（カタ）を使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g411 2.4
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9月 材料（2人分）
熟成紅鮭切身・・・・・・・・・・・1切（70g）

A{ 卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
 酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ふたつまみ
ご飯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400g
酢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
みょうが（小口切り）・・・・・・・・・・・・2本
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
大葉（千切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① 鮭は解凍して水気を拭き取り、グ

リルでこんがりと焼き、骨と皮を
除いてほぐす。みょうがと大葉は
それぞれ水にさらし、ざるに上げ
て水気を拭く。

② 小鍋又はフライパンにAを入れ
て混ぜ合せ、弱めの中火にかけ、
菜箸で混ぜながら炒り卵を作る。

③ ボウルにご飯、鮭、②、酢、みょう
がを入れて混ぜ合せ、塩を加えて
味を調える。最後に大葉と白ごま
を加えてさっくりと混ぜる。 鮭のさっぱり混ぜごはん

熟成紅鮭切身 を使って

12日月
13日火
お届け

14日水
15日木
お届け

材料（2人分）
冷凍さんま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2尾（260g）

A{ しょうゆ・酒・みりん・・・・・・・・・各小さじ2
 しょうが（すりおろす）・・・・・・小さじ1/2
 にんにく（すりおろす）・・・・・小さじ1/2
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

B{ しょうが（粗みじん切り）・・・・・・・・・・・1片
 長ねぎ（みじん切り）・・・・・・・・・・・・1/3本
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1と1/2
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 酢・ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・各大さじ1/2
 白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
 しょうが（すりおろす）・・・・・・小さじ1/2
白髪ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お好みで

作り方
① さんまは解凍して頭と内臓を除いて3

～4等分にし、水で洗って水気を拭き取
る。

② ビニール袋にAを入れて混ぜ合せ、①
を入れて10分程度漬け込む。

③ ②の汁気を軽く切り、片栗粉をまぶす。
フライパンに多めの油を熱し、さんまを
入れて揚げ焼にして油を切る。

④ ボウルにBを入れて混ぜ合せ、③を熱
いうちに加えて全体を和える。器に盛り
付けお好みで白髪ねぎをのせる。

さんまの竜田焼き香味だれ
冷凍さんまを使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g488 1.1

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g532 2.9

12日月～20日火

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●肉と野菜の炒め物
●しらすおろし

2日目
●さんまの竜田焼き
　香味だれ
●まいたけ焼売

2人用 4人用 6人用

栃木県産豚小間肉（モモ）チルド 200g 300g 400g 183 0.1

静岡県産釜揚げしらす 冷凍 40g 60g 80g 99 2.8

冷凍さんま 冷凍 2尾 
（260g）

4尾 
（520g）

3尾（390g） 
×2パック 310 0.3

まいたけ入り大粒焼売 冷凍 4個 
（136g）

8個 
（272g）

12個 
（408g） 191 1.5

ひとくち
MEMO

冷凍さんま
北海道沖で漁獲されたさんまです。塩焼き、煮魚等料理素材としてご利用ください。

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●鮭のさっぱり
　混ぜごはん
●ごぼう入りふんわり
　肉詰めいなり煮
2日目
●豚肉の生姜焼き
●海藻サラダ

2人用 4人用 6人用

熟成紅鮭切身 冷凍 2切 
（140g）

4切 
（280g）

6切 
（420g） 136 1.7

ごぼう入りふんわり肉詰めいなり煮 冷凍
2個

（140g）
×1パック

2個
（140g）
×2パック

2個
（140g）
×3パック

151 1.0

栃木県産豚ロース生姜焼き用 冷凍 200g 300g 400g 291 0.1

塩蔵海藻サラダ チルド 40g 80g 100g 13 1.0ｇ
（水戻し後）

ひとくち
MEMO

ごぼう入りふんわり肉詰めいなり煮
国産のごぼうを入れたふんわりジューシーな肉詰めいなりです。煮付けてありますので、湯せんで
温めるだけの簡単調理で手作りの味をお楽しみいただけます。

レシピ

Aコース

Aコース

Aコース

Aコース

Bコース

Bコース

Bコース

Bコース
19日（月）お休み	

20日（火）

12日（月）

13日（火）

14日（水）

15日（木）

16日（金）

17日（土）

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,602

2,648

3,713
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 1,730

円）（税込 2,860

円）（税込 4,010

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,611

2,574

3,704
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 1,740

円）（税込 2,780

円）（税込 4,000

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,963

3,333

4,611
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 2,120

円）（税込 3,600

円）（税込 4,980

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,704

3,241

4,528
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 1,840

円）（税込 3,500

円）（税込 4,890

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●ほっけの焼物
●茶碗蒸し

2日目
●野菜餃子
●カレービーフン

2人用 4人用 6人用

礼文島産真ほっけ開き 冷凍
1枚

（250g）
×1パック

1枚
（250g）
×2パック

1枚
（250g）
×3パック

128 1.7

国産具材の茶碗蒸し チルド 160g 
×2パック

160g 
×4パック

160g 
×6パック 43 0.8

野菜餃子（栃木県産小麦・豚肉使用） 冷凍 12個 
（240g）

24個 
（480g）

36個 
（720g） 173 0.9

調理カレービーフン 冷凍 180g 
×1パック

180g 
×2パック

180g 
×2パック 174 1.5

ひとくち
MEMO

野菜餃子（栃木県産小麦・豚肉使用）
食感豊かなざく切りキャベツをたっぷり使用した野菜餃子です。しっかりとした味付けで、ジュー
シーなキャベツの食感豊かな餃子です。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●親子丼
●あさりの汁物
2日目
●戻りかつおタタキ
●天ぷら

2人用 4人用 6人用

みつせ鶏親子丼セット 冷凍 240g 
×1パック

240g 
×2パック

240g 
×3パック 125 2.1

冷凍あさり（北海道産） 冷凍 150g 200g 250g 30 2.2

わら焼き戻りかつおタタキ（タレ付） 冷凍 100g
タレ20ml

180g
タレ40ml

230g
タレ40ml 115 2.0

天ぷらセット（えび・いか） 冷凍 2人用 4人用 6人用 78 0.4

ひとくち
MEMO

みつせ鶏親子丼セット
みつせ鶏の歯ごたえあるもも肉とむね肉を細切れにし、特製のタレとセットにしました。卵と
玉ねぎ、三つ葉、ごはんがあればご家庭で簡単においしい親子丼をお楽しみいただけます。 ごはんの日ごはんの日

お彼岸
　メニュー
お彼岸
　メニュー
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材料（2人分）
熟成紅鮭切身・・・・・・・・・・・1切（70g）

A{ 卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
 酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ふたつまみ
ご飯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400g
酢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
みょうが（小口切り）・・・・・・・・・・・・2本
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
大葉（千切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① 鮭は解凍して水気を拭き取り、グ

リルでこんがりと焼き、骨と皮を
除いてほぐす。みょうがと大葉は
それぞれ水にさらし、ざるに上げ
て水気を拭く。

② 小鍋又はフライパンにAを入れ
て混ぜ合せ、弱めの中火にかけ、
菜箸で混ぜながら炒り卵を作る。

③ ボウルにご飯、鮭、②、酢、みょう
がを入れて混ぜ合せ、塩を加えて
味を調える。最後に大葉と白ごま
を加えてさっくりと混ぜる。 鮭のさっぱり混ぜごはん

熟成紅鮭切身 を使って

12日月
13日火
お届け

14日水
15日木
お届け

材料（2人分）
冷凍さんま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2尾（260g）

A{ しょうゆ・酒・みりん・・・・・・・・・各小さじ2
 しょうが（すりおろす）・・・・・・小さじ1/2
 にんにく（すりおろす）・・・・・小さじ1/2
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

B{ しょうが（粗みじん切り）・・・・・・・・・・・1片
 長ねぎ（みじん切り）・・・・・・・・・・・・1/3本
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1と1/2
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 酢・ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・各大さじ1/2
 白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
 しょうが（すりおろす）・・・・・・小さじ1/2
白髪ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・お好みで

作り方
① さんまは解凍して頭と内臓を除いて3

～4等分にし、水で洗って水気を拭き取
る。

② ビニール袋にAを入れて混ぜ合せ、①
を入れて10分程度漬け込む。

③ ②の汁気を軽く切り、片栗粉をまぶす。
フライパンに多めの油を熱し、さんまを
入れて揚げ焼にして油を切る。

④ ボウルにBを入れて混ぜ合せ、③を熱
いうちに加えて全体を和える。器に盛り
付けお好みで白髪ねぎをのせる。

さんまの竜田焼き香味だれ
冷凍さんまを使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g488 1.1

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g532 2.9
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9月 材料（2人分）
栃木県産豚バラうす切り・・・・・200g
さつまいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中1本

A{ しょうゆ・酒・水・・・・・・各大さじ2
 みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量

作り方
① 豚肉は解凍して食べやすく切る。
② さつまいもは小さめの乱切りにし

て水にさらし、水気を切って耐熱
容器に入れてふんわりとラップを
し、電 子レンジ（500W）で3分
30秒加熱する。

③ フライパンに①、②を入れて炒め
る。豚肉の色が変わったら混ぜ合
わせたAを加えて蓋をし、時々上
下を返しながら弱めの中火で蒸
し焼きにする。

④ 仕上げにバターを加えて全体を
絡め、器に盛り付け万能ねぎを散
らす。

豚バラとさつま芋の甘辛煮
栃木県産豚バラうす切りを使って

26日月
27日火
お届け

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g658 2.8

材料（2人分）

豚肉とれんこんのおかか炒め
栃木県産豚肉切り落とし（カタ）を使って

28日水
29日木
お届け

栃木県産豚肉切り落とし（カタ）・・200g

A{酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
 しょうが（すりおろす）・・・小さじ1
れんこん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1節
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

B{バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
 しょうゆ・みりん・・各大さじ1と1/2

C{かつお節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1袋
 黒こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① 豚肉はAで下味をつける。
② れんこんは薄めの輪切り（大きい

場合は半月切り）にし、酢水（分量
外）に5～10分さらし、水気を拭
き取る。

③ フライパンに油を熱し、れんこん
を入れて炒める。れんこんに火が
通ったら①を加えて炒め、肉の色
が変わったらBを加えて炒め合
わせる。

④ 全体に味が絡んだら火を止め、
Cを加えて混ぜ合わせ、器に盛り
付ける。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g436 2.2

21日水～30日金

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●ほっけの焼物
●茶碗蒸し

2日目
●野菜餃子
●カレービーフン

2人用 4人用 6人用

礼文島産真ほっけ開き 冷凍
1枚 

（250g） 
×1パック

1枚 
（250g） 
×2パック

1枚 
（250g） 
×3パック

128 1.7

国産具材の茶碗蒸し チルド 160g 
×2パック

160g 
×4パック

160g 
×6パック 43 0.8

野菜餃子（栃木県産小麦・豚肉使用） 冷凍 12個 
（240g）

24個 
（480g）

36個 
（720g） 173 0.9　

調理カレービーフン 冷凍 180g 
×1パック

180g 
×2パック

180g 
×2パック 174 1.5

ひとくち
MEMO

国産具材の茶碗蒸し
具材はすべて国産にこだわった、国産具材６種類の具材入りで、食べ応えある彩と味わい豊かな
茶碗蒸しです。保存料・着色料不使用です。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●豚肉とれんこんの
　おかか炒め
●ししゃもの焼物
2日目
●さわらだし
　西京漬焼き
●ツナサラダ

2人用 4人用 6人用

栃木県産豚肉切り落とし（カタ） チルド 200g 300g 400g 216 0.1

子持ちからふとししゃも 冷凍 120g 180g 240g 163 1.7

国産小粒納豆 チルド 2個 
×1パック

2個 
×2パック

2個 
×3パック 220 1.5

さわらだし西京漬 冷凍 2切（140g） 
×1パック

2切（140g） 
×2パック

2切（140g） 
×3パック 181 0.8

まぐろ油漬・フレーク 常温 70g 
×1パック

70g 
×1パック

70g 
×2パック 341 0.7

ひとくち
MEMO

さわらだし西京漬
米麹のまったりとした甘味の西京味噌と、コク深く芳醇な香りの麹味噌、国産原料にこだわった鰹、利
尻昆布、乾燥しいたけの合わせ出汁など、素材の相乗効果で旨味をいかした味噌漬に仕上げました。

レシピ

Aコース

Aコース

Aコース

Aコース

Bコース

Bコース

Bコース

30日（金）

21日（水）

22日（木）

26日（月）

27日（火）

28日（水）

29日（木）

2人用

4人用

6人用

円

円

円

2,491

3,972

5,343
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 2,690

円）（税込 4,290

円）（税込 5,770

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,898

3,065

3,722
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 2,050

円）（税込 3,310

円）（税込 4,020

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,694

2,574

3,556
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 1,830

円）（税込 2,780

円）（税込 3,840

2人用

4人用

6人用

円

円

円

1,704

3,241

4,528
本体価格

本体価格

円）

本体価格

（税込 1,840

円）（税込 3,500

円）（税込 4,890

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●豚バラとさつま
　芋の甘辛煮
●スパゲティサラダ

2日目
●刺身盛り合わせ
●豆腐の味噌汁

2人用 4人用 6人用

栃木県産豚バラうす切り 冷凍 200g 300g 400g 395 0.1

スパゲティサラダコーン入り チルド 150g 
×1パック

150g 
×2パック

150g 
×2パック 214 1.0

メバチまぐろ切り落とし 冷凍 120g 180g 240g 100 0.8

いかそうめん 冷凍 40g 
×1枚

40g 
×2枚

40g 
×3枚 85 0.5

北の大豆絹（充填） チルド 120g 
×3パック

120g 
×6パック

120g 
×6パック 64 0.0

ひとくち
MEMO

スパゲティサラダコーン入り
デュラム小麦100％のコシのあるスパゲティにコーン、千切りの人参を合わせた見た目にも華やか
なサラダです。

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●長崎ちゃんぽん
2日目
●あじの焼物
●めんたいこ

2人用 4人用 6人用

長崎ちゃんぽん チルド 2人用 4人用 6人用 361 7.0

栃木県産豚肩ローススライス チルド 200g 300g 400g 253 0.1

バナメイエビ 冷凍 120g 220g 220g 82 0.3

小田原籠清豆かま（紅）チルド 120g
×1パック

120g
×1パック

120g
×2パック 87 1.8

長崎県五島沖産真あじの天日干し 冷凍 2枚（250g）
×1パック

2枚（250g）
×2パック

2枚（250g）
×3パック 137 0.7

無着色辛子めんたいこ（切子） 冷凍 70g 100g 120g 107 4.4

ひとくち
MEMO

小田原籠清豆かま（紅）
グチすり身を主原料にタラをブレンドし、でん粉を使わずに仕上げた小田原かまぼこです。

九州
フェア
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材料（2人分）
栃木県産豚バラうす切り・・・・・200g
さつまいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中1本

A{ しょうゆ・酒・水・・・・・・各大さじ2
 みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量

作り方
① 豚肉は解凍して食べやすく切る。
② さつまいもは小さめの乱切りにし

て水にさらし、水気を切って耐熱
容器に入れてふんわりとラップを
し、電 子レンジ（500W）で3分
30秒加熱する。

③ フライパンに①、②を入れて炒め
る。豚肉の色が変わったら混ぜ合
わせたAを加えて蓋をし、時々上
下を返しながら弱めの中火で蒸
し焼きにする。

④ 仕上げにバターを加えて全体を
絡め、器に盛り付け万能ねぎを散
らす。

豚バラとさつま芋の甘辛煮
栃木県産豚バラうす切りを使って

26日月
27日火
お届け

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g658 2.8

材料（2人分）

豚肉とれんこんのおかか炒め
栃木県産豚肉切り落とし（カタ）を使って

28日水
29日木
お届け

栃木県産豚肉切り落とし（カタ）・・200g

A{酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
 しょうが（すりおろす）・・・小さじ1
れんこん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1節
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

B{バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
 しょうゆ・みりん・・各大さじ1と1/2

C{かつお節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1袋
 黒こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① 豚肉はAで下味をつける。
② れんこんは薄めの輪切り（大きい

場合は半月切り）にし、酢水（分量
外）に5～10分さらし、水気を拭
き取る。

③ フライパンに油を熱し、れんこん
を入れて炒める。れんこんに火が
通ったら①を加えて炒め、肉の色
が変わったらBを加えて炒め合
わせる。

④ 全体に味が絡んだら火を止め、
Cを加えて混ぜ合わせ、器に盛り
付ける。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g436 2.2
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9月

9日金
10日土
お届け

温玉納豆うどん
なまうどん（栃木県産小麦粉使用）つゆ付・
あさひ納豆国産極小粒・温泉たまご を使って

材料（2人分）
なまうどん

（栃木県産小麦粉使用）つゆ付・・2人用
あさひ納豆国産極小粒・・・・・・・・・2個
めんつゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
温泉たまご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① うどんは茹でて水にさらして水

気を切る。
② ボウルに納豆、めんつゆ、ごま油

を入れて混ぜ合せる。
③ ②のボウルに①を加え、手早く和

える。
④ 器に盛り付け温泉たまごをのせ、

万能ねぎと白ごまを散らす。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g689 3.9

材料（2人分）

ぶりの洋風照り焼き
天然ぶり切身 を使って

5日月
6日火
お届け

天然ぶり切身・・・・・・・・・・2切（160g）
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・適量

A{ 水・しょうゆ・・・・・・・・・・各大さじ2
 酒・みりん・砂糖・・・・・・各大さじ1
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g

作り方
① ぶりは解凍して酒・塩を振り、20

分程度おいて水気を拭き取る。
② フライパンにオリーブオイルを入

れて熱し①に小麦粉をまぶして
入れ、両面に焼き色をつけて焼き
上げる。

③ ②の余分な油を拭き取り、混ぜ合
わせたAを加えて全体を絡め、仕
上げにバターを加えて再度全体
を絡める。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g387 3.2

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●銀ひらす梅みそ漬焼き
●けんちん汁

2日目
●赤魚の煮付け
●ひとくち揚げかま

2人用

銀ひらす梅みそ漬 冷凍 2切 
（160g） 160 0.7

国産冷凍汁物ミックス 冷凍 150g 40 0.0

尚仁沢名水絹豆腐 チルド 350g 66 0.0

脂がのった赤魚切身 冷凍 2切 
（180g） 211 0.2

ふわっとひとくち揚げかま チルド 8個 230 1.6

ひとくち
MEMO

銀ひらす梅みそ漬
梅肉、シソ、梅酢を乾燥させて粉末状にしたものを西京味噌に加えています。梅の風味が後味に
香る味噌漬けです。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●きはだまぐろの

　　ガーリックソテー
●チキンナゲット

2日目
●温玉納豆うどん

2人用

きはだまぐろ腹身ステーキ用 冷凍 2切
（200g） 106 0.1

国産鶏使用 チキンナゲット 冷凍 8個 
（150g） 223 1.4

なまうどん（栃木県産小麦粉使用）つゆ付 チルド 2人用 227 5.7

あさひ納豆国産極小粒 チルド 2個 
×1パック 187 1.1

温泉たまご チルド 2個 
×1パック 138 0.8

ひとくち
MEMO

きはだまぐろ腹身ステーキ用
まぐろの腹身をステーキ用に食べやすくカットしました。臭みがなく柔らかな食感で、お弁当にもお
すすめです。

レシピ

レシピ

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●銀だら煮付
●からしマヨおにぎり

2日目
●いかのピリ辛炒め
●野菜春巻

2人用

銀だら切身 冷凍 2切 
（140g） 232 0.2

からしマヨ昆布 チルド 70g 294 6.6

いかのピリ辛炒め 冷凍 170g 142 1.5

野菜春巻 冷凍 4個 
（160g） 135 0.5

ひとくち
MEMO

いかのピリ辛炒め
やわらいかいイカにピリッと辛いコチュジャンと甘辛味噌の韓国風タレを合わせました。白ねぎ、
ニラなどの野菜を一緒に炒めてご飯がよくすすむ一品が出来上がります。

2日金～10日土

2人用

円1,528
本体価格

円）（税込 1,650

2人用

円1,704
本体価格

円）（税込 1,840

2人用

円1,546
本体価格

円）（税込 1,670

2人用

円1,435
本体価格

円）（税込 1,550

Aコース

2日 
（金）
Bコース

3日 
（土)

Aコース

5日 
（月）
Bコース

6日 
（火)

Aコース

7日 
（水）
Bコース

8日 
（木)

Aコース

9日 
（金）
Bコース

10日 
（土)

※新たな食品表示制度の施行に伴い、アドバイス表の栄養価と商品の一括表示が異なる場合がございます。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●刺身盛り合わせ
●みそ田楽

2日目
●ぶりの洋風照り焼き
●グラタン

2人用

鰹たたき 冷凍 140g 119 0.2

真鱈昆布〆お刺身用 冷凍 60g 55 2.1

国産みそ田楽 常温 4本 
×1パック 36 0.6

天然ぶり切身 冷凍 2切 
（160g） 257 0.1

きのこグラタン 冷凍 2個 
（200g） 115 0.6

ひとくち
MEMO

きのこグラタン
国産の生の舞茸、エリンギを使用し風味と食感を大切に作りました。きのこの風味が濃厚なホワイ
トソースの味を引き立てています。

レシピ

季節のメニュー
特別メニューごはんの日

レシピ紹介商品レシピお
魚
コ
ー
ス
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9日金
10日土
お届け

温玉納豆うどん
なまうどん（栃木県産小麦粉使用）つゆ付・
あさひ納豆国産極小粒・温泉たまご を使って

材料（2人分）
なまうどん

（栃木県産小麦粉使用）つゆ付・・2人用
あさひ納豆国産極小粒・・・・・・・・・2個
めんつゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
温泉たまご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2個
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① うどんは茹でて水にさらして水

気を切る。
② ボウルに納豆、めんつゆ、ごま油

を入れて混ぜ合せる。
③ ②のボウルに①を加え、手早く和

える。
④ 器に盛り付け温泉たまごをのせ、

万能ねぎと白ごまを散らす。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g689 3.9

材料（2人分）

ぶりの洋風照り焼き
天然ぶり切身 を使って

5日月
6日火
お届け

天然ぶり切身・・・・・・・・・・2切（160g）
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・適量

A{ 水・しょうゆ・・・・・・・・・・各大さじ2
 酒・みりん・砂糖・・・・・・各大さじ1
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g

作り方
① ぶりは解凍して酒・塩を振り、20

分程度おいて水気を拭き取る。
② フライパンにオリーブオイルを入

れて熱し①に小麦粉をまぶして
入れ、両面に焼き色をつけて焼き
上げる。

③ ②の余分な油を拭き取り、混ぜ合
わせたAを加えて全体を絡め、仕
上げにバターを加えて再度全体
を絡める。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g387 3.2
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9月 材料（2人分）

さんまのチーズロール焼
冷凍さんまを使って

14日水
15日木
お届け

14日水
15日木
お届け

ベーコンときのこのガーリックピラフ
無塩せきバラベーコンスライスを使って

冷凍さんま・・・・・・・・・・・・2尾（260g）
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
にんにく（すりおろす）・・・・・・小さじ2
プロセスチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・50g
大葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4枚
パン粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・大さじ1
つまようじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8本

作り方
① さんまは解凍して三枚におろし、

水気を拭き取る。長さを半分に
切って塩・こしょう、酒を振り、に
んにくを塗る。

② 大葉は半分に切り、チーズは8等
分にする。

③ さんまに②をのせ、端から巻いて
最後はつまようじで留める。

④ オーブントースターの天板に③を
のせ、パン粉とオリーブオイルを
かけ、さんまに火が通るまで焼
く。

材料（2人分）
無塩せきバラベーコンスライス（3㎝）・・85g
しめじ（ほぐす）・・・・・・・・・・1/2パック
にんにく（うす切り）・・・・・・・・・・・・・2片
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・適量
ごはん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400g
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・・4本
塩・黒こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① フライパンにオリーブオイルとに

んにくを入れて弱火にかけ、きつ
ね色になるまでゆっくりと炒め、
にんにくのみを取り出し、キッチ
ンペーパーで油を切る。

② ①のフライパンにベーコンを入
れて中火で炒め、油が出てきたら
しめじを加えて更に炒める。ごは
んと万能ねぎを加えて全体を炒
め合わせ、塩・黒こしょうをで味を
調える。

③ 器に盛り付け、炒めたにんにくを
散らす。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g557 1.1

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g501 1.1

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●ねぎとろ丼
●あさりの汁物
2日目
●天ぷら盛り合わせ

2人用

ねぎとろ 冷凍 100g 170 0.7

冷凍あさり（北海道産） 冷凍 150g 30 2.2

天ぷらセット（えび・いか） 冷凍 2人用 78 0.4

栃の木　まいたけ チルド 100g 15 0.0

ちくわ チルド 2本 
×1パック 137 2.3

ひとくち
MEMO

天ぷらセット（えび・いか）
ご家庭で手軽に作れるよう天ぷら用の具材をセットにしました。まいたけと竹輪も合わせ
て、天ぷらの盛り合わせをどうぞ。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●鮭の焼物
●いか塩辛

2日目
●カレイの

　　和風あんかけセット
●ごぼうサラダ

2人用

熟成紅鮭切身 冷凍 2切 
（140g） 136 1.7

いかを干して造ったいか塩辛 チルド 100g 142 2.5

カレイの和風あんかけセット 冷凍 140g 213 2.0

ごぼうサラダ チルド 140g 189 1.4

ひとくち
MEMO

いかを干して造ったいか塩辛
いかを干して旨味を凝縮。手作り感のある厚切り仕上げです。濃厚な腑の旨さをご堪能ください。

ごはんの日ごはんの日

12日月～20日火

2人用

円1,639
本体価格

円）（税込 1,770

2人用

円2,065
本体価格

円）（税込 2,230

2人用

円1,861
本体価格

円）（税込 2,010

2人用

円1,574
本体価格

円）（税込 1,700

Aコース

12日 
（月）
Bコース

13日 
（火)

Aコース

14日 
（水）
Bコース

15日 
（木)

Aコース

16日 
（金）
Bコース

17日 
（土)

Aコース
お休み
19日 
（月）
Bコース

20日 
（火)

※新たな食品表示制度の施行に伴い、アドバイス表の栄養価と商品の一括表示が異なる場合がございます。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●ほっけの焼物
●玉子とうふ

2日目
●からすがれい

　　みりん漬焼き
●いわしのつみれ汁

2人用

礼文島産真ほっけ開き 冷凍
1枚 

（250g） 
×1パック

128 1.7

濃い玉子とうふ チルド 2個 
（200g） 40 1.0

からすがれいみりん漬 冷凍 2切 
（160g） 151 1.1

粗挽きいわしのつみれ汁（タレ付） 冷凍 6個 
（120g） 100 2.5

ひとくち
MEMO

粗挽きいわしのつみれ汁（タレ付）
国産いわしの落とし身と生姜で作った粗挽きのいわしつみれとダシの効いた醤油ベースのタレを
添付しました。お好みで大根や人参、ささがきごぼう等と一緒に煮込んでお召し上がりください。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●焼き餃子
●中華風茎わかめサラダ
2日目
●さんまのチーズロール焼
●ハッシュポテト
●ベーコンときのこの

　　ガーリックピラフ

2人用

ねぎ餃子 冷凍 12個
（216g） 228 1.1

三陸産中華風茎わかめサラダ 冷凍 60g 104 8.3

冷凍さんま 冷凍 2尾 
（260g） 310 0.3

ハッシュポテト 冷凍 4個 
（160g） 152 0.6

無塩せきバラベーコンスライス チルド 85g 315 1.9

ひとくち
MEMO

ハッシュポテト
北海道産のじゃがいもをカットし、玉ねぎを加えてあっさり塩味に仕上げました。外はカリッと、中
はホクホク。北海道のポテトの美味しさが詰まっています。

レシピ

レシピ

お彼岸
　メニュー
お彼岸
　メニュー

季節のメニュー
特別メニューごはんの日

レシピ紹介商品レシピお
魚
コ
ー
ス
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材料（2人分）

さんまのチーズロール焼
冷凍さんまを使って

14日水
15日木
お届け

14日水
15日木
お届け

ベーコンときのこのガーリックピラフ
無塩せきバラベーコンスライスを使って

冷凍さんま・・・・・・・・・・・・2尾（260g）
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
にんにく（すりおろす）・・・・・・小さじ2
プロセスチーズ・・・・・・・・・・・・・・・・50g
大葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4枚
パン粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・大さじ1
つまようじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8本

作り方
① さんまは解凍して三枚におろし、

水気を拭き取る。長さを半分に
切って塩・こしょう、酒を振り、に
んにくを塗る。

② 大葉は半分に切り、チーズは8等
分にする。

③ さんまに②をのせ、端から巻いて
最後はつまようじで留める。

④ オーブントースターの天板に③を
のせ、パン粉とオリーブオイルを
かけ、さんまに火が通るまで焼
く。

材料（2人分）
無塩せきバラベーコンスライス（3㎝）・・85g
しめじ（ほぐす）・・・・・・・・・・1/2パック
にんにく（うす切り）・・・・・・・・・・・・・2片
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・適量
ごはん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400g
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・・4本
塩・黒こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① フライパンにオリーブオイルとに

んにくを入れて弱火にかけ、きつ
ね色になるまでゆっくりと炒め、
にんにくのみを取り出し、キッチ
ンペーパーで油を切る。

② ①のフライパンにベーコンを入
れて中火で炒め、油が出てきたら
しめじを加えて更に炒める。ごは
んと万能ねぎを加えて全体を炒
め合わせ、塩・黒こしょうをで味を
調える。

③ 器に盛り付け、炒めたにんにくを
散らす。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g557 1.1

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g501 1.1
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9月 材料（2人分）

豚肉となすのオイスターソース炒め
栃木県産豚肩ローススライスを使って

21日水
22日木
お届け

26日月
27日火
お届け

塩さばのごまポン酢炒め
氷温造り塩さばフィーレを使って

栃木県産豚肩ローススライス 200g

A{ 酒・しょうゆ・・・・・・・・・・各小さじ2
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
にんにく（うす切り）・・・・・・・・・・・・・1片
なす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3本
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
オイスターソース・・・・・・・・・・・大さじ2
大葉（千切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5枚
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① 豚肉は食べやすく切ってAで下

味をつける。なすは縦に6等分に
し、長さを半分にする。

② フライパンに油を熱し、なすを入
れて炒める。途中油が少なくなっ
たら足しながら炒め、しんなりと
してきたら一旦取り出す。

③ フライパンに油を足し、豚肉、にん
にくを入れて炒め、肉の色が変わっ
たらなすを戻し入れ、オイスター
ソースを加えて炒め合わせる。

④ 器に盛り付け大葉をのせ、白ごま
を散らす。

材料（2人分）
氷温造り塩さばフィーレ・・2枚（200g）
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
しょうが（すりおろす）・・・・・・小さじ1
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

A{ ポン酢しょうゆ・・・・・・・・・・大さじ2
 みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 砂糖・白ごま・・・・・・・・・各小さじ2
 ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

作り方
① さばは解凍して水気を拭き取り、

食べやすく切って酒、しょうがで
下味をつける。

② フライパンに油を熱し、①に片栗
粉をまぶして入れ、両面に焼き色
をつけて焼き上げる。

③ ②の余分な油を拭き取り、混ぜ合
わせたAを加えて全体を絡め、器
に盛り付ける。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g364 3.1

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g422 2.2

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●豚肉となすの

　　オイスターソース炒め
●エビ玉ビーフン
●わかめの汁物
2日目
●あじの焼物
●めんたいこ

2人用

栃木県産豚肩ローススライス チルド 200g 253 0.1

調理エビ玉ビーフン 冷凍 180g 161 1.5

お刺身わかめ 冷凍 100g 18 0.3

長崎県五島沖産真あじの天日干し 冷凍 2枚
（250g） 137 0.7

無着色辛子めんたいこ（切子） 冷凍 70g 107 4.4

ひとくち
MEMO

お刺身わかめ
旬の3.4月に収穫した最高級わかめを、お刺身用として冷凍パックにしました。特殊製法で塩抜き
不要、解凍するだけで新鮮なシャキシャキ食感がお楽しみいただけます。

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●塩さばのごまポン酢炒め
●海鮮いももち
●冷奴

2日目
●ひじきの炊き込みご飯
●ししゃもの醤油漬け焼き

2人用

氷温造り塩さばフィーレ 冷凍 2枚 
（200g） 301 1.0

海鮮いももち 冷凍 6個
（172g） 186 1.2

北の大豆絹（充填） チルド 120g 
×3パック 64 0.0

静岡県伊豆産ひじき炊き込みご飯の素 常温 2合用 71 7.6

子持ちししゃも醤油漬け 冷凍 120g 226 2.0

ひとくち
MEMO

海鮮いももち
3種の海鮮具材（えび、いか、ほたて）にチーズ等を加えた具材をじゃがいもやすり身等を使った
もっちりした皮で包みました。

レシピ

21日水～30日金

2人用

円1,972
本体価格

円）（税込 2,130

2人用

円1,917
本体価格

円）（税込 2,070

2人用

円1,907
本体価格

円）（税込 2,060

2人用

円1,574
本体価格

円）（税込 1,700

Aコース

21日 
（水）
Bコース

22日 
（木)

Aコース

26日 
（月）
Bコース

27日 
（火)

Aコース

28日 
（水）
Bコース

29日 
（木)

Aコース

30日 
（金)

※新たな食品表示制度の施行に伴い、アドバイス表の栄養価と商品の一括表示が異なる場合がございます。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●ほっけの焼物
●玉子とうふ

2日目
●からすがれい

　　みりん漬焼き
●いわしのつみれ汁

2人用

礼文島産真ほっけ開き 冷凍
1枚 

（250g） 
×1パック

128 1.7

濃い玉子とうふ チルド 2個 
（200g） 40 1.0

からすがれいみりん漬 冷凍 2切 
（160g） 151 1.1

粗挽きいわしのつみれ汁（タレ付） 冷凍 6個 
（120g） 100 2.5

ひとくち
MEMO

濃い玉子とうふ
国産卵を100％使用しています。新潟五泉の天然水を使い、玉子とうふの原材料として調味に
枕崎産のかつお節、利尻産昆布を使用しています。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●塩マスの焼物
●べったら漬
●納豆

2日目
●刺身盛り合わせ

2人用

北海道産塩マス切身 冷凍 2切
（140g） 94 2.1

べったら漬ハーフ チルド 200g 55 2.5

国産小粒納豆 チルド 2個 
×1パック 220 1.5

天然南まぐろ切り落とし 冷凍 120g 86 0.8

北海道えりも発お刺身たこ 冷凍 60g 60 1.7

ひとくち
MEMO

北海道えりも発お刺身たこ
北海道えりも岬周辺でとれた柳たこを刺身用にスライスし、日高産のきざみ昆布を敷き詰めまし
た。ほんのりとした昆布の香りが風味豊かな味わいになっています。

季節のメニュー
特別メニューごはんの日

レシピ紹介商品レシピお
魚
コ
ー
ス
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材料（2人分）

豚肉となすのオイスターソース炒め
栃木県産豚肩ローススライスを使って

21日水
22日木
お届け

26日月
27日火
お届け

塩さばのごまポン酢炒め
氷温造り塩さばフィーレを使って

栃木県産豚肩ローススライス 200g

A{ 酒・しょうゆ・・・・・・・・・・各小さじ2
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
にんにく（うす切り）・・・・・・・・・・・・・1片
なす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3本
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
オイスターソース・・・・・・・・・・・大さじ2
大葉（千切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5枚
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① 豚肉は食べやすく切ってAで下

味をつける。なすは縦に6等分に
し、長さを半分にする。

② フライパンに油を熱し、なすを入
れて炒める。途中油が少なくなっ
たら足しながら炒め、しんなりと
してきたら一旦取り出す。

③ フライパンに油を足し、豚肉、にん
にくを入れて炒め、肉の色が変わっ
たらなすを戻し入れ、オイスター
ソースを加えて炒め合わせる。

④ 器に盛り付け大葉をのせ、白ごま
を散らす。

材料（2人分）
氷温造り塩さばフィーレ・・2枚（200g）
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
しょうが（すりおろす）・・・・・・小さじ1
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

A{ ポン酢しょうゆ・・・・・・・・・・大さじ2
 みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 砂糖・白ごま・・・・・・・・・各小さじ2
 ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

作り方
① さばは解凍して水気を拭き取り、

食べやすく切って酒、しょうがで
下味をつける。

② フライパンに油を熱し、①に片栗
粉をまぶして入れ、両面に焼き色
をつけて焼き上げる。

③ ②の余分な油を拭き取り、混ぜ合
わせたAを加えて全体を絡め、器
に盛り付ける。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g364 3.1

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g422 2.2
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季節のメニュー
特別メニューごはんの日

レシピ紹介商品レシピ
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9月

材料（2人分）
骨ぬきさばフィーレ 2枚（200g）
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・少々
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各10g
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

作り方
① さばは解凍して水気を拭き取り、皮目に斜めの切り込みを入れる。

塩・こしょうを振って小麦粉を薄くまぶす。
② フライパンに油とバターを入れて熱し、①の皮目を下にして並べ

入れる。
③ 両面こんがり焼き色をつけて火を通し、器に盛り付ける。
④ フライパンをキッチンペーパーでサッと拭き取り、バターを入れて

火にかける。
⑤ バターが溶けたら火を止め、レモン汁を加

えて手早く混ぜ、③の上にかける。

鶏肉のシャキシャキもやしだれ
国産若鶏モモ肉・もやしを使って

7日水
8日木
お届け

2日金
3日土
お届けサバのレモンバター焼き

骨ぬきさばフィーレを使って

2日金
3日土
お届け

材料（2人分）
北海道産ミックスビーンズ 100g
かつおフレーク・・・・・・・・・・・・70g
エーコープ早ゆでマカロニ 50g A{ 酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

 塩・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/3
 オリーブオイル・・・・・大さじ1
 乾燥バジル・・・・・・・・・小さじ1
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
黒こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

作り方
① ミックスビーンズは熱湯でサッと茹でてザルにあげ、水気を切る。
② マカロニは熱湯で4分間茹でてザルにあげ、水気を切る。
③ ボウルにAを入れてよく混ぜ合わせ、①、

②、かつおフレークを入れて和え、器に盛り
付けて仕上げに黒こしょうを振る。

ミックスビーンズと
かつおフレークのパスタサラダ

北海道産ミックスビーンズ・かつおフレーク・
エーコープ早ゆでマカロニを使って

材料（2人分）
国産若鶏モモ肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
もやし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250g

A{ 鶏ガラスープの素・
 オイスターソース・ごま油・・・各大さじ1
 砂糖・酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各小さじ2
 にんにく（すりおろす）・・・・・・・・小さじ1
 しょうが（すりおろす）・・・・・・・・・小さじ1
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① 鶏肉はひと口大に切ってビニール袋に

入れる。塩・こしょうを振り入れてよく揉
み込み、片栗粉を加えてしっかりまぶす。

② フライパンに油を入れて熱し、①を入れ
て両面焼き色をつけて火を通し、器に
盛り付ける。

③ 鍋に熱湯を沸かし、もやしを入れて10
秒たったらザルにあげ、キッチンペー
パーで水気を拭き取り、Aと共にボウ
ルに入れて和える。

④ ②の上に③をのせ、白ごまを振る。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g442 3.5

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g352 1.4

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g467 1.0

Aコース

2日 
（金）
Bコース

3日 
（土)

Aコース

5日 
（月）
Bコース

6日 
（火)

Aコース

7日 
（水）
Bコース

8日 
（木)

2日金～8日木

2人用

円1,454
本体価格

円）（税込 1,570

2人用

円2,130
本体価格

円）（税込 2,300

2人用

円2,102
本体価格

円）（税込 2,270

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●豚バラ焼肉丼
●カクテキ
●春雨スープ

2日目
●ほっけの焼き物
●さんますり身と

　　野菜の汁物

2人用

国産豚バラ肉の焼肉丼用 冷凍 200g 347 1.5

カクテキ チルド 200g 75 2.8

春雨のかき玉スープ 冷凍 150g 146 4.5

礼文島産真ほっけ開き 冷凍 1枚 
（250g） 128 1.7

さんまのすり身（味付） 冷凍 120g 257 2.4

国産冷凍汁物ミックス 冷凍 150g 40 0.0

ひとくち
MEMO

カクテキ
甘く漬け込んだ大根を使用し、リンゴを多く使っ
たキムチ調味液を配合することで、今までにない
甘くて食べ易い大根キムチが完成しました。

春雨のかき玉スープ
春雨や生姜などの具材をごま油やすりごまを
たっぷり加えた塩味のタレと一緒にし、国産の
鶏挽肉とあわせました。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●鶏肉のシャキシャキ

　　もやしだれ
●まいたけ入り

　　大粒焼売

2日目
●ぶりの甘だれ漬焼き
●チーズかまぼこ
●冷奴

2人用

国産若鶏モモ肉 チルド 200g 204 0.2

もやし チルド 250g 14 0.0

まいたけ入り大粒焼売 冷凍 4個 
（136g） 191 1.5

フライパンで簡単天然ぶりの甘だれ漬 冷凍 2切 
（160g） 254 0.2

チーズ入焼かまぼこ チルド 6個 104 2.9

尚仁沢名水絹豆腐 チルド 350g 66 0.0

ひとくち
MEMO

フライパンで簡単天然ぶりの甘だれ漬
鹿児島産の天然ぶりを甘めの特製タレにじっくり漬
け込みました。時間がたってもしっとりとした食感が残
り、ぶり特有のパサつき感を少なく仕上げています。

チーズ入焼かまぼこ
風味豊かなダイスチーズを練り込み、蒸し焼き
製法で香ばしく焼き上げたかわいらしい花型
の蒲鉾です。

レシピ

レシピ

※新たな食品表示制度の施行に伴い、アドバイス表の栄養価と商品の一括表示が異なる場合がございます。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●麻婆なす
●野菜春巻

2日目
●サバの

　　レモンバター焼き
●ミックスビーンズと

　　かつおフレークの
　　パスタサラダ

2人用

麻婆なすの素（栃木県産豚肉使用） 冷凍 180g 180 1.8

なす チルド 3本 22 0.0

野菜春巻 冷凍 4個
（160g） 135 0.5

骨ぬきさばフィーレ 冷凍 2枚 
（200g） 268 0.7

北海道産ミックスビーンズ 冷凍 300g 158 0.3

かつおフレーク 常温 70g 347 0.7

エーコープ早ゆでマカロニ 常温 200g 362 0.0

ひとくち
MEMO

北海道産ミックスビーンズ
北海道の大豆、金時豆、枝豆を使用したミックスビー
ンズです。風味の良さと鮮やかな色合いが特徴です。

かつおフレーク
鹿児島県枕崎で水揚げされた新鮮なかつおをフレークに
しました。新鮮なかつおと良質なサラダ油、食塩を使用し、
風味を損なわぬよう油分を控えめにパックしました。

レシピ

レシピ

レシピ

レシピ
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材料（2人分）
骨ぬきさばフィーレ 2枚（200g）
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・少々
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各10g
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

作り方
① さばは解凍して水気を拭き取り、皮目に斜めの切り込みを入れる。

塩・こしょうを振って小麦粉を薄くまぶす。
② フライパンに油とバターを入れて熱し、①の皮目を下にして並べ

入れる。
③ 両面こんがり焼き色をつけて火を通し、器に盛り付ける。
④ フライパンをキッチンペーパーでサッと拭き取り、バターを入れて

火にかける。
⑤ バターが溶けたら火を止め、レモン汁を加

えて手早く混ぜ、③の上にかける。

鶏肉のシャキシャキもやしだれ
国産若鶏モモ肉・もやしを使って

7日水
8日木
お届け

2日金
3日土
お届けサバのレモンバター焼き

骨ぬきさばフィーレを使って

2日金
3日土
お届け

材料（2人分）
北海道産ミックスビーンズ 100g
かつおフレーク・・・・・・・・・・・・70g
エーコープ早ゆでマカロニ 50g A{ 酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

 塩・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/3
 オリーブオイル・・・・・大さじ1
 乾燥バジル・・・・・・・・・小さじ1
 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
黒こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

作り方
① ミックスビーンズは熱湯でサッと茹でてザルにあげ、水気を切る。
② マカロニは熱湯で4分間茹でてザルにあげ、水気を切る。
③ ボウルにAを入れてよく混ぜ合わせ、①、

②、かつおフレークを入れて和え、器に盛り
付けて仕上げに黒こしょうを振る。

ミックスビーンズと
かつおフレークのパスタサラダ

北海道産ミックスビーンズ・かつおフレーク・
エーコープ早ゆでマカロニを使って

材料（2人分）
国産若鶏モモ肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
もやし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250g

A{ 鶏ガラスープの素・
 オイスターソース・ごま油・・・各大さじ1
 砂糖・酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各小さじ2
 にんにく（すりおろす）・・・・・・・・小さじ1
 しょうが（すりおろす）・・・・・・・・・小さじ1
白ごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① 鶏肉はひと口大に切ってビニール袋に

入れる。塩・こしょうを振り入れてよく揉
み込み、片栗粉を加えてしっかりまぶす。

② フライパンに油を入れて熱し、①を入れ
て両面焼き色をつけて火を通し、器に
盛り付ける。

③ 鍋に熱湯を沸かし、もやしを入れて10
秒たったらザルにあげ、キッチンペー
パーで水気を拭き取り、Aと共にボウ
ルに入れて和える。

④ ②の上に③をのせ、白ごまを振る。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g442 3.5

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g352 1.4

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g467 1.0
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9月

材料（2人分）
豚肉の野菜巻き（さつまいも＆人参）
 ・・・・・・・・・・・・6個（180g）
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・適量
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2

A{ しょうゆ・みりん・酒
 ・・・・・・・・・・・・・・各大さじ1
 砂糖・・・・・・・・・・・・小さじ1
万能ねぎ（小口切り）・適量

作り方
① 肉巻きは解凍し、薄く片栗粉をまぶす。
② フライパンに油を熱し、①の巻き終わりを下にして並べ

入れる。
③ 転がしながら全体に焼き色をつけ、合わせたAを回し入

れる。
④ 照りが出るまで煮絡め、器に盛り付

けて万能ねぎを散らす。

さつまいもと豚肉の甘酢炒め
栃木県産豚小間肉（モモ）・カットさつまいも（甘酢炒め用）を使って

14日水
15日木
お届け

12日月
13日火
お届け野菜の肉巻き照り焼き

豚肉の野菜巻き（さつまいも＆人参）を使って

9日金
10日土
お届け

材料（2人分）
栃木県産豚ロース生姜焼き用
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・少々
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・適量
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
オリーブオイル・・・・大さじ1

A{ ケチャップ・・・・・・大さじ3
 白ワイン・・・・・・・大さじ1
 粒マスタード・・・小さじ2
 しょうゆ・・・・・・・・小さじ1
 しょうが（すりおろす）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

作り方
① 豚肉は解凍して塩・こしょうをし、小麦粉を薄くまぶす。
② フライパンにバターとオリーブオイルを入れて熱し、①

を並べ入れる。
③ 両面をこんがりと焼き、合わせたA

を加えて全体に絡めて器に盛り付け
る。

豚肉の洋風生姜焼き
栃木県産豚ロース生姜焼き用 を使って

材料（2人分）
栃木県産豚小間肉（モモ）・・・・・・・・・・180g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
カットさつまいも（甘酢炒め用）・・・・・150g
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2

A{ みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1と1/2
 酢・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各大さじ1
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① さつまいもは耐熱皿にのせ、濡らした

ペーパータオルをのせてふんわりと
ラップをしてレンジ（600W）で2分30
秒間加熱する。

② 豚肉は塩・こしょうを振って片栗粉を薄
くまぶす。

③ フライパンに油を熱し、②を入れて炒め
る。

④ 肉の色が変わってきたら①を加えて炒
め、合わせたAを加えて煮絡める。

⑤ 器に盛り付けて万能ねぎを散らす。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g395 2.6

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g278 1.4

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g423 2.0

い
ろ
ど
り
コ
ー
ス

季節のメニュー
特別メニューごはんの日

レシピ紹介商品レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●豚肉と卵の二色丼
●まぐろ刺身
●納豆

2日目
●ざるうどん
●野菜の肉巻き照り焼き

2人用
栃木県産豚肉切り落とし

（カタ） チルド 180g 216 0.1

炭火焼まぐろたたき 冷凍 100g 106 0.1

あさひ納豆国産極小粒 チルド 2個 187 1.1

なまうどん
（栃木県産小麦使用）つゆ付 チルド 2人用 227 5.7

豚肉の野菜巻き
（さつまいも＆人参） 冷凍 6個 

（180g） 198 0.1

ひとくち
MEMO

炭火焼まぐろたたき
鮮度の良いキハダマグロを加工処理して炭火
で素早く焼き上げました。

豚肉の野菜巻き（さつまいも＆人参）
国産豚ロース肉に国産のさつまいもと人参の
細切りを一つ一つ手作業で巻きました。お好み
の味付けをしてお召し上がりください。

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●さつまいもと豚肉の

　　甘酢炒め
●スープで食べる小籠包

2日目
●さんまの塩焼

　　大根おろし添え
●茶碗蒸し

2人用

栃木県産豚小間肉（モモ） チルド 180g 183 0.1

カットさつまいも（甘酢炒め用） チルド 150g 132 0.0

スープで食べる小籠包 冷凍 145g 114 4.2

冷凍さんま 冷凍 2尾
（260g） 310 0.3

大根おろし チルド 120g 29 0.2

国産具材の茶碗蒸し チルド 2個 
（320g） 43 0.8

ひとくち
MEMO

スープで食べる小籠包
スープの具材に小籠包を入れます。旨みがたっぷりで
たスープを小籠包の皮が吸い込み、本来小籠包が持
つスープの旨みと合わさってより美味しくなります。

国産具材の茶碗蒸し
具材はすべて国産にこだわった、国産具材６種
類の具材入りで、食べ応えある彩と味わい豊か
な茶碗蒸しです。保存料・着色料不使用。

レシピ

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●豚肉の洋風生姜焼き
●ほうれん草と

　　ベーコンのソテー

2日目
●焼き鮭
●油あげと豆ひじきの

　　煮物

2人用
栃木県産豚ロース

生姜焼き用 冷凍 200g 291 0.1

国産具材使用ほうれん草＆
ベーコンミックス 冷凍 160g 49 0.4

熟成紅鮭切身 冷凍 2切 
（140g） 136 1.7

日光国産大豆油あげ チルド 2枚 
×1パック 260 0.0

豆ひじき 冷凍 100g 61 0.2

ひとくち
MEMO

豆ひじき
長崎県産の太く煮崩れしにくい芽ひじきと国産のふっくらとした大粒の大豆を使用しております。

レシピ

9日金～15日木

Aコース

9日 
（金）
Bコース

10日 
（土)

Aコース

12日 
（月）
Bコース

13日 
（火)

Aコース

14日 
（水）
Bコース

15日 
（木)

2人用

円1,944
本体価格

円）（税込 2,100

2人用

円1,722
本体価格

円）（税込 1,860

2人用

円1,694
本体価格

円）（税込 1,830
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材料（2人分）
豚肉の野菜巻き（さつまいも＆人参）
 ・・・・・・・・・・・・6個（180g）
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・適量
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2

A{ しょうゆ・みりん・酒
 ・・・・・・・・・・・・・・各大さじ1
 砂糖・・・・・・・・・・・・小さじ1
万能ねぎ（小口切り）・適量

作り方
① 肉巻きは解凍し、薄く片栗粉をまぶす。
② フライパンに油を熱し、①の巻き終わりを下にして並べ

入れる。
③ 転がしながら全体に焼き色をつけ、合わせたAを回し入

れる。
④ 照りが出るまで煮絡め、器に盛り付

けて万能ねぎを散らす。

さつまいもと豚肉の甘酢炒め
栃木県産豚小間肉（モモ）・カットさつまいも（甘酢炒め用）を使って

14日水
15日木
お届け

12日月
13日火
お届け野菜の肉巻き照り焼き

豚肉の野菜巻き（さつまいも＆人参）を使って

9日金
10日土
お届け

材料（2人分）
栃木県産豚ロース生姜焼き用
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・少々
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・適量
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
オリーブオイル・・・・大さじ1

A{ ケチャップ・・・・・・大さじ3
 白ワイン・・・・・・・大さじ1
 粒マスタード・・・小さじ2
 しょうゆ・・・・・・・・小さじ1
 しょうが（すりおろす）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

作り方
① 豚肉は解凍して塩・こしょうをし、小麦粉を薄くまぶす。
② フライパンにバターとオリーブオイルを入れて熱し、①

を並べ入れる。
③ 両面をこんがりと焼き、合わせたA

を加えて全体に絡めて器に盛り付け
る。

豚肉の洋風生姜焼き
栃木県産豚ロース生姜焼き用 を使って

材料（2人分）
栃木県産豚小間肉（モモ）・・・・・・・・・・180g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
カットさつまいも（甘酢炒め用）・・・・・150g
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2

A{ みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1と1/2
 酢・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各大さじ1
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① さつまいもは耐熱皿にのせ、濡らした

ペーパータオルをのせてふんわりと
ラップをしてレンジ（600W）で2分30
秒間加熱する。

② 豚肉は塩・こしょうを振って片栗粉を薄
くまぶす。

③ フライパンに油を熱し、②を入れて炒め
る。

④ 肉の色が変わってきたら①を加えて炒
め、合わせたAを加えて煮絡める。

⑤ 器に盛り付けて万能ねぎを散らす。

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g395 2.6

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g278 1.4

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g423 2.0
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9月 材料（2人分）
バナメイエビ・・・・・・・・・・・・・・・・・120g
チンゲン菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
にんにく（すりおろす）・・・・・・小さじ1
しょうが（すりおろす）・・・・・・小さじ1

A{ 鶏ガラスープの素・・・・・・小さじ1
 オイスターソース・・・・・・・小さじ1
 酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
糸唐辛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① エビは解凍して殻を剥き、背ワタ

を取って水気を拭き取る。
② チンゲン菜は3㎝幅に切る。
③ フライパンににんにく、しょうが、

ごま油を入れて熱し、香りが立っ
たら、①を入れて炒める。

④ エビの色が変わってきたら、②を
加えて炒める。

⑤ チンゲン菜がしんなりしてきた
ら、合わせたAを入れて味を馴染
ませ、器に盛り付けて糸唐辛子を
のせる。

エビとチンゲン菜の炒め物
バナメイエビ・チンゲン菜 を使って

16日金
17日土
お届け

21日水
22日木
お届け

材料（2人分）
冷凍あさり（北海道産）・・・・・・・150g
にんにく（薄切り）・・・・・・・・・・・・・・・1片
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
しめじ（ほぐす）・・・・・・・・・・・・・・・100g

A{ バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15g
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量

作り方
① あさりは軽く水洗いしてザルにあ

げ、水気を切る。
② フライパンに①とにんにく、酒を

入れて蓋をし、煮立つまで加熱す
る。

③ 煮立ったら、しめじとAを加えて
蓋をし、あさりの殻が開くまで加
熱する。

④ 全体を混ぜ合わせて火を止め、
器に盛り付けて万能ねぎを散ら
す。

あさりときのこのバター醤油蒸し
冷凍あさり（北海道産）・しめじを使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g129 1.2

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g120 2.6

い
ろ
ど
り
コ
ー
ス

季節のメニュー
特別メニューごはんの日

レシピ紹介商品レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●ヤンニョムチキン
●エビとチンゲン菜の

　　炒め物
2日目
●ちらし寿司
●柚子塩炙りかつお
●野菜かき揚げ

2人用

鶏肩小肉のヤンニョムチキン 冷凍 200g 170 1.4

バナメイエビ 冷凍 120g 82 0.3

チンゲン菜 チルド 1パック 9 0.1

五目ちらし寿司の素 常温 2合用 131 6.6

柚子塩炙りかつお 冷凍 170g 109 1.3

国産野菜で作った野菜かき揚げ 冷凍 2個 
（100g） 207 0.2

ひとくち
MEMO

鶏肩小肉のヤンニョムチキン
ヤンニョムとは、韓国料理の味付けに使う薬味
や調味料を混ぜて作る合わせ調味料のことで
す。旨辛味が後引く美味しさです。

五目ちらし寿司の素
国産の人参、こんにゃく、かんぴょう、レンコン、ごぼうの
入ったちらし寿司です。5種類の具材をバランスよく配合
し、具の持ち味を生かしたちらし寿司が炊き上がったごは
んに混ぜるだけで手軽にできあがります。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●焼鳥丼
●あさりときのこの

　　バター醤油蒸し

2日目
●白身魚の

　　カレー風味焼き
●サラダうどん

2人用

串なし焼鳥セット 冷凍 200g 106 1.5

冷凍あさり（北海道産） 冷凍 150g 30 2.2

しめじ チルド 100g 18 0.0

国産白身魚のカレー風味焼き 冷凍 2切 
（160g） 187 0.6

日向夏ドレッシングでサラダうどん 冷凍 2人用 152 1.5

レタスサラダ チルド 100g 12 0.0

ひとくち
MEMO

国産白身魚のカレー風味焼き
静岡県で水揚げされた鮮度の良いシイラにカ
レー粉を混ぜたパン粉をつけました。

日向夏ドレッシングでサラダうどん
もっちりとした食感が特徴の冷凍讃岐うどんと
宮崎県日向夏を使用した甘酸っぱいドレッシン
グをセットにしました。

レシピ

レシピ

レシピ

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●7種の野菜使用肉餃子
●かに玉

2日目
●たらの煮付
●ホッキ貝サラダ
●鮪の角煮

2人用

7種の野菜使用肉餃子 冷凍 12個 
（216g） 211 1.1

かに玉風セット 冷凍 190g 84 2.1

北海道産真だら切身（骨取） 冷凍 2切 
（140g） 77 0.3

ホッキ貝サラダ 冷凍 100g 170 2.3

鮪の角煮（生姜風味） 常温 80g 261 3.9

ひとくち
MEMO

かに玉風セット
卵を入れて作るかに玉風セットです。かに玉風の素
には、かにかまぼこと乾燥しいたけが入っておりま
す。卵を加えて焼くだけで簡単に出来上がります。

鮪の角煮（生姜風味）
原料にはめばちまぐろのみを使用しており、ふっ
くらと柔らかい食感となっております。すべてを
手作業で作ったこだわりの一品です。

ごはんの日ごはんの日

16日金～22日木

Aコース

16日 
（金）
Bコース

17日 
（土)

Aコース
お休み
19日 
（月）

Bコース

20日 
（火)

Aコース

21日 
（水）
Bコース

22日 
（木)

2人用

円2,102
本体価格

円）（税込 2,270

2人用

円1,972
本体価格

円）（税込 2,130

2人用

円1,880
本体価格

円）（税込 2,030

お
彼
岸

　
メ
ニ
ュ
ー

お
彼
岸

　
メ
ニ
ュ
ー
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材料（2人分）
バナメイエビ・・・・・・・・・・・・・・・・・120g
チンゲン菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
にんにく（すりおろす）・・・・・・小さじ1
しょうが（すりおろす）・・・・・・小さじ1

A{ 鶏ガラスープの素・・・・・・小さじ1
 オイスターソース・・・・・・・小さじ1
 酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
糸唐辛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① エビは解凍して殻を剥き、背ワタ

を取って水気を拭き取る。
② チンゲン菜は3㎝幅に切る。
③ フライパンににんにく、しょうが、

ごま油を入れて熱し、香りが立っ
たら、①を入れて炒める。

④ エビの色が変わってきたら、②を
加えて炒める。

⑤ チンゲン菜がしんなりしてきた
ら、合わせたAを入れて味を馴染
ませ、器に盛り付けて糸唐辛子を
のせる。

エビとチンゲン菜の炒め物
バナメイエビ・チンゲン菜 を使って

16日金
17日土
お届け

21日水
22日木
お届け

材料（2人分）
冷凍あさり（北海道産）・・・・・・・150g
にんにく（薄切り）・・・・・・・・・・・・・・・1片
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
しめじ（ほぐす）・・・・・・・・・・・・・・・100g

A{ バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15g
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ2
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量

作り方
① あさりは軽く水洗いしてザルにあ

げ、水気を切る。
② フライパンに①とにんにく、酒を

入れて蓋をし、煮立つまで加熱す
る。

③ 煮立ったら、しめじとAを加えて
蓋をし、あさりの殻が開くまで加
熱する。

④ 全体を混ぜ合わせて火を止め、
器に盛り付けて万能ねぎを散ら
す。

あさりときのこのバター醤油蒸し
冷凍あさり（北海道産）・しめじを使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g129 1.2

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g120 2.6
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9月 材料（2人分）
栃木県産豚バラうす切り・・・・・180g
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
蒟蒻屋さんのこんにゃく・・・・・・220g
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

A{ しょうゆ・みりん・・・・・・各大さじ1
 コチュジャン・・・・・小さじ1と1/2
白髪ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① 豚肉は解凍し、食べやすい大きさ

に切って小麦粉を薄くまぶす。
② こんにゃくは軽く水洗いして水気

を拭き取り、両面に格子状に隠し
包丁を入れてお好みの大きさに
切る。

③ フライパンに②を入れて、ジリジ
リと音がするまで乾煎りする。

④ ごま油を入れてこんにゃくに焦げ
目がつくまで炒めたら、①を加え
てさらに炒め、合わせたAを回し
入れて煮絡める。

⑤ 器に盛り付けて白髪ねぎをのせ
る。

豚バラこんにゃく
栃木県産豚バラうす切り・蒟蒻屋さんのこんにゃくを使って

26日月
27日火
お届け

28日水
29日木
お届け

材料（2人分）
本さわら切身・・・・・・・・・・2切（160g）
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

A{ マヨネーズ・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
 わさび・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
パン粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3

作り方
① さわらは解凍して水気を拭き取

り、酒と塩を振って5分程おく。
② 水気を拭き取った①をアルミホイ

ルの上に並べ、表面に合わせた
Aを塗ってその上にパン粉をま
ぶす。

③ トースターで10～15分、火が通
るまで加熱する。

さわらのわさびマヨパン粉焼き
本さわら切身 を使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g479 1.7

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g318 1.2

い
ろ
ど
り
コ
ー
ス

季節のメニュー
特別メニューごはんの日

レシピ紹介商品レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●豚バラこんにゃく
●明太子

2日目
●メカジキ

　　生姜みりん漬焼き
●冷奴

2人用
栃木県産豚バラ

うす切り 冷凍 180g 395 0.1

蒟蒻屋さんの
こんにゃく 常温 220g 5 0.0

無着色辛子明太子 冷凍 50g 126 5.6

国産メカジキ生姜みりん漬 冷凍 2切 
（160g） 159 0.7

北の大豆絹（充填） チルド 120g 
×3パック 64 0.0

ひとくち
MEMO

無着色辛子明太子
粒子感にこだわったマイルドな味わいの辛子
明太子です。

国産メカジキ生姜みりん漬
日本船が漁獲して静岡県に水揚げした国産の
鮮度の良い船凍原料を使用し、国産生姜をあ
わせた甘めのみりんダレ漬け込みました。

レシピ

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●豚肉で作る

　　ハヤシライス

2日目
●さわらの

　　わさびマヨパン粉焼き
●いかソテー
●納豆

2人用

栃木県産豚肉切り落とし（カタ） チルド 180g 216 0.1

完熟トマトとチーズのハヤシ・ルー 常温 110g 446 7.1

野菜セット（ハヤシライス用） チルド 1パック 37 0.0

本さわら切身 冷凍 2切 
（160g） 177 0.2

フライパンで焼けるいか昆布醤油干し 冷凍 200g 83 0.5

国産小粒納豆 チルド 2個 
×1パック 220 1.5

ひとくち
MEMO

完熟トマトとチーズのハヤシ・ルー
完熟トマト、ナチュラルチーズ、赤ワインとスパイ
スで仕上げたハヤシルーです。最後のひと口ま
で飽きのこない軽やかな後味も人気です。

フライパンで焼けるいか昆布醤油干し
主に宮城県産の鮮度が良く柔らかい原料を使用しています。
食べやすく調理しやすいように短冊状にカットしています。減
菌海水に漬け込み、乾燥させて旨味を凝縮させています。

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g おすすめの献立

1日目
●7種の野菜使用肉餃子
●かに玉

2日目
●たらの煮付
●ホッキ貝サラダ
●鮪の角煮

2人用

7種の野菜使用肉餃子 冷凍 12個 
（216g） 211 1.1

かに玉風セット 冷凍 190g 84 2.1

北海道産真だら切身（骨取） 冷凍 2切 
（140g） 77 0.3

ホッキ貝サラダ 冷凍 100g 170 2.3

鮪の角煮（生姜風味） 常温 80g 261 3.9

ひとくち
MEMO

かに玉風セット
卵を入れて作るかに玉風セットです。かに玉風の素
には、かにかまぼこと乾燥しいたけが入っておりま
す。卵を加えて焼くだけで簡単に出来上がります。

鮪の角煮（生姜風味）
原料にはめばちまぐろのみを使用しており、ふっ
くらと柔らかい食感となっております。すべてを
手作業で作ったこだわりの一品です。

26日月～30日金

Aコース

26日 
（月）
Bコース

27日 
（火)

Aコース

28日 
（水）
Bコース

29日 
（木)

Aコース

30日 
（金）

2人用

円1,880
本体価格

円）（税込 2,030

2人用

円1,648
本体価格

円）（税込 1,780

2人用

円2,259
本体価格

円）（税込 2,440
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材料（2人分）
栃木県産豚バラうす切り・・・・・180g
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
蒟蒻屋さんのこんにゃく・・・・・・220g
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

A{ しょうゆ・みりん・・・・・・各大さじ1
 コチュジャン・・・・・小さじ1と1/2
白髪ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① 豚肉は解凍し、食べやすい大きさ

に切って小麦粉を薄くまぶす。
② こんにゃくは軽く水洗いして水気

を拭き取り、両面に格子状に隠し
包丁を入れてお好みの大きさに
切る。

③ フライパンに②を入れて、ジリジ
リと音がするまで乾煎りする。

④ ごま油を入れてこんにゃくに焦げ
目がつくまで炒めたら、①を加え
てさらに炒め、合わせたAを回し
入れて煮絡める。

⑤ 器に盛り付けて白髪ねぎをのせ
る。

豚バラこんにゃく
栃木県産豚バラうす切り・蒟蒻屋さんのこんにゃくを使って

26日月
27日火
お届け

28日水
29日木
お届け

材料（2人分）
本さわら切身・・・・・・・・・・2切（160g）
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

A{ マヨネーズ・・・・・・・・・・・・・・大さじ3
 わさび・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
パン粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ3

作り方
① さわらは解凍して水気を拭き取

り、酒と塩を振って5分程おく。
② 水気を拭き取った①をアルミホイ

ルの上に並べ、表面に合わせた
Aを塗ってその上にパン粉をま
ぶす。

③ トースターで10～15分、火が通
るまで加熱する。

さわらのわさびマヨパン粉焼き
本さわら切身 を使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g479 1.7

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g318 1.2



季節のメニュー
特別メニューごはんの日

レシピ紹介商品レシピ

あ
じ
わ
い
コ
ー
ス

9月 材料（2人分）
菜彩鶏モモ肉（岩手県産）・・・・300g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

A{ ゆで玉子（みじん切り）・・・・・・1個
 大葉（みじん切り）・・・・・・・・・・・6枚
 マヨネーズ・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
 牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

作り方
① 鶏肉は皮目をフォークで数か所

刺し、塩・こしょうを振る。
② ボウルにAをすべて入れてよく

混ぜ合わせタルタルソースを作
る。

③ 魚焼きグリルに①の皮目を上に
して入れ、中火で10分程度焼く。
食べやすい大きさに切り分け、器
に盛り付け②を添える。

グリルチキンの和風タルタルソース
菜彩鶏モモ肉（岩手県産）を使って

7日水
8日木
お届け

9日金
10日土
お届け

材料（2～3人分）
とちぎゆめポーク切り落とし（カタ）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250g
しいたけ（薄切り）・・・・・・・・・・・・・・3個
まいたけ（ほぐす）・・・・・・・・・・1パック
にんにく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1片
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1と1/2

A{ しょうゆ・・・・・・・・・・大さじ1と1/2
 顆粒和風だし・・・・・・・・小さじ1/2
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量

作り方
① にんにくは縦半分に切り、へら等

を使ってぎゅっと押さえて潰す。
② フライパンに油と①入れて中火

で熱し、香りがしたら豚肉を入れ
て炒める。肉の色が変わってきた
ら、きのこ類を加えて炒め合わせ
る。

③ 全体に油が回ったら、Aで味付け
をする。仕上げにバターを入れて
溶かし、全体に絡めさせる。

④ 器に盛り付け万能ねぎを散らす。

きのこと豚肉のバターしょうゆ炒め
とちぎゆめポーク切り落とし（カタ）を使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g329 1.3

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g375 1.1

瀬戸内産真鯛（天然）
今回お届けする「真鯛」は、瀬戸内海で漁獲された天然物です。
瀬戸内海は内海ということで穏やかなイメージをお持ちの方も
多いと思いますが、鳴門海峡や来島海峡に代表される渦潮が発
生するような激しく複雑な潮流が多いのが特徴です。真鯛なら
ではの、繊細な旨みと身質のジューシーさをご家庭でお召し上
がりください。

5日月
6日火
お届け

●鮮度
鮮度が悪いと真鯛本来のピンク色が抜けてし
まいますが、この商品は、お刺身にも出来る
くらいの新鮮な原料を使用しているので、商
品にも薄いピンク色が残っています。
鮮度が良いと、真鯛本来の繊細な旨みや
ジューシーさが存分にお楽しみいただけます。

●加工のスピード
色も味も落とさないように迅速な加工を心が
けております。水揚げ後、生の原料をそのま
ま加工し凍結させた商品の為、調理するまで
解凍する工程が少なく、より鮮度の良い状態
でお届けすることができます。

★こだわり★★こだわり★

2日金～10日土

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

とちぎゆめポーク使用あぶり焼きチャーシュー 冷凍 200g 372 2.2
瀬戸内産真鯛（天然） 冷凍 1尾（250g） 129 0.1

大粒冷凍あさり（北海道産） 冷凍 200g 30 2.2

ひとくち
MEMO

とちぎゆめポーク使用あぶり焼きチャーシュー
とちぎゆめポークを使用しております。ごはんのお供としても、
お酒のおつまみとしてもお召し上がりいただける商品です。

大粒冷凍あさり（北海道産）
北海道産の鮮度の良い活あさりを一粒ずつ手
選別して仕上げました。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

とちぎゆめポーク切り落とし（カタ） チルド 250g 216 0.1

むきえびのチリソース 冷凍 400g 93 2.0

ひとくち
MEMO

とちぎゆめポーク切り落とし（カタ）
飼料にこだわった栃木県産の銘柄豚です。

むきえびのチリソース
天然えび（キャットタイガー）に、特製のチリソースを添付し
ました。辛口が苦手な方はケチャップ大さじ4杯を目安に加
えてください。

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

菜彩鶏モモ肉（岩手県産） チルド 300g 204 0.2

氷温造りさばの昆布白醤油干し 冷凍 2枚 317 1.0

ひとくち
MEMO

菜彩鶏モモ肉（岩手県産）
鶏肉独特の匂いを軽減させるために飼料にこ
だわって育てた銘柄鶏です。

氷温造りさばの昆布白醤油干し
鮮度の良いさばを氷温温度帯を利用し昆布白
醤油に漬けて干し上げました。

レシピ

Aコース
9日（金)
Bコース
10日（土)

Aコース
2日（金）
Bコース
3日（土)

Aコース
5日（月）
Bコース
6日（火)

Aコース
7日（水）
Bコース
8日（木)

2人用

円1,852
円）

本体価格

（税込 2,000

2人用

円2,102
円）

本体価格

（税込 2,270

2人用

円991
円）

本体価格

（税込 1,070

2人用

円1,537
円）

本体価格

（税込 1,660

※新たな食品表示制度の施行に伴い、アドバイス表の栄養価と商品の一括表示が異なる場合がございます。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

栃木県産豚ヒレ肉のコク旨醤油だれ漬け 冷凍 200g 126 1.5
石巻めんたいこ茶漬け 常温 2食 164 8.9

佃煮三華 チルド 90g（30g×3種） 380 4.0

ひとくち
MEMO

石巻めんたいこ茶漬け
丁寧に手漬けした無着色辛子明太子を遠赤外線の焙焼機
でふっくらと焼き上げ、大きめにカットしました。三陸産のわ
かめと海苔を加えた風味豊かで本格的なお茶漬けです。

佃煮三華
人気の佃煮を30gずつ詰め合わせしました。かしくるみ、か
つお海老、山椒ちりめんの3品入り。あつあつご飯に嬉しい
佃煮のセットです。

28



材料（2人分）
菜彩鶏モモ肉（岩手県産）・・・・300g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

A{ ゆで玉子（みじん切り）・・・・・・1個
 大葉（みじん切り）・・・・・・・・・・・6枚
 マヨネーズ・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
 牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

作り方
① 鶏肉は皮目をフォークで数か所

刺し、塩・こしょうを振る。
② ボウルにAをすべて入れてよく

混ぜ合わせタルタルソースを作
る。

③ 魚焼きグリルに①の皮目を上に
して入れ、中火で10分程度焼く。
食べやすい大きさに切り分け、器
に盛り付け②を添える。

グリルチキンの和風タルタルソース
菜彩鶏モモ肉（岩手県産）を使って

7日水
8日木
お届け

9日金
10日土
お届け

材料（2～3人分）
とちぎゆめポーク切り落とし（カタ）
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250g
しいたけ（薄切り）・・・・・・・・・・・・・・3個
まいたけ（ほぐす）・・・・・・・・・・1パック
にんにく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1片
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1と1/2

A{ しょうゆ・・・・・・・・・・大さじ1と1/2
 顆粒和風だし・・・・・・・・小さじ1/2
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量

作り方
① にんにくは縦半分に切り、へら等

を使ってぎゅっと押さえて潰す。
② フライパンに油と①入れて中火

で熱し、香りがしたら豚肉を入れ
て炒める。肉の色が変わってきた
ら、きのこ類を加えて炒め合わせ
る。

③ 全体に油が回ったら、Aで味付け
をする。仕上げにバターを入れて
溶かし、全体に絡めさせる。

④ 器に盛り付け万能ねぎを散らす。

きのこと豚肉のバターしょうゆ炒め
とちぎゆめポーク切り落とし（カタ）を使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g329 1.3

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g375 1.1

瀬戸内産真鯛（天然）
今回お届けする「真鯛」は、瀬戸内海で漁獲された天然物です。
瀬戸内海は内海ということで穏やかなイメージをお持ちの方も
多いと思いますが、鳴門海峡や来島海峡に代表される渦潮が発
生するような激しく複雑な潮流が多いのが特徴です。真鯛なら
ではの、繊細な旨みと身質のジューシーさをご家庭でお召し上
がりください。

5日月
6日火
お届け

●鮮度
鮮度が悪いと真鯛本来のピンク色が抜けてし
まいますが、この商品は、お刺身にも出来る
くらいの新鮮な原料を使用しているので、商
品にも薄いピンク色が残っています。
鮮度が良いと、真鯛本来の繊細な旨みや
ジューシーさが存分にお楽しみいただけます。

●加工のスピード
色も味も落とさないように迅速な加工を心が
けております。水揚げ後、生の原料をそのま
ま加工し凍結させた商品の為、調理するまで
解凍する工程が少なく、より鮮度の良い状態
でお届けすることができます。

★こだわり★★こだわり★
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9月

20日火
30日金
お届け

材料（2人分）
能登産一本釣いか開き 1枚（140g）
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

A{ しょうゆ・みりん・・・・・・各大さじ1
 コチュジャン・砂糖・・・各小さじ1
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量

作り方
① いかは解凍後、キッチンペーパー

等で水気をしっかりと拭き取り、
食べやすい大きさに切る。

② フライパンにごま油を熱し、①を
入れて強火で炒める。いかの色
が変わってきたら、合わせたAを
加え少し汁気が残る程度に煮詰
める。

③ 器に盛り付け、万能ねぎを散ら
す。

ピリ辛いか焼き
能登産一本釣いか開きを使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g118 1.9

かぼちゃの水分量に合わせてAで加
える牛乳の量は調整してください。

14日水
15日木
お届け

材料（2人分）
とちぎゆめポークモモスライス・・250g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
かぼちゃ（ひと口大）・・・・・・・・・1/6個

A{ 塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・少々
 牛乳・マヨネーズ・・・・・各大さじ1
プロセスチーズ（スティック状） 50g
小麦粉・卵（溶く）・パン粉・・・・・適量
揚げ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① か ぼ ちゃは 耐 熱 皿 に の せ て

ふんわりとラップをし、レンジ
（500W）で6分程度加熱する。熱
いうちに潰して、Aを加えて混ぜ
合わせる。 

② 豚肉は縦長に広げて、塩・こしょ
うをし、①を薄く塗って手前に
チーズをのせ、端から巻く。※残
りも同様に巻く。

③ 小麦粉→卵→パン粉の順に衣を
つけて、油でキツネ色になるまで
こんがりと揚げる。

豚肉のパンプキンチーズカツ
とちぎゆめポークモモスライスを使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g512 1.6

16日金
17日土
お届け

人気No.1 栃の木まいたけ
一般的な舞茸に比べ　　　　　　　　   
　 　 　  3～4 倍のアミノ酸！

独自開発した菌と良質な天然水が生んだ“奇跡の舞茸”

一般的な舞茸

一般的な舞茸に比べ　　　　
　　　およそ2倍の大きさ！

栃の木まいたけ

なんと、直径20cm! 舞茸のおいしさを決める
3種のアミノ酸が豊富！

＊一般的な舞茸はきのこ図鑑を参照。
　栃の木まいたけは栃木県産業技術センターにて分析

アスパラギン酸

グルタミン酸

アラニン

アスパラギン酸

グルタミン酸

アラニン

大きさ 栄養素

①洗わずそのまま食べられる！
栃の木まいたけは、完全無菌室のクリーン
ルームで栽培されているため洗わずに、そ
のまま食べられます。洗うと水を含みせっ
かくの香りと食感が弱まってしまいます。

②炒めすぎず、食感を大切に！
肉厚の栃の木まいたけですが、炒め時間は
60℃の火力で2～3分ほどが旨み成分、食
感ともに一番良いといわれています。また、
茶色い煮汁にもポリフェノールがたくさん
含まれています。

③捨てる部分はなし！まるごと食べられる！
栃の木まいたけは、食べられるところを切
り出してお届けしていますので、切り捨て
る部分はありません！株元からまるごと、
まいたけの美味しさを味わってください！

12日月～20日火

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

天ぷらセット（あじわい） 冷凍 2人用 77 0.4
栃の木　まいたけ チルド 1箱 15 0.0

国産牛とごぼうの醤油めし 冷凍 2合用（155g） 193 4.3

ひとくち
MEMO

天ぷらセット（あじわい）
鮮度の良いいか、キス、えびを各4枚ずつセッ
トにしました。天ぷら等でお楽しみください。

国産牛とごぼうの醤油めし
薄くスライスした牛肉と味の染み込んだごぼうと油揚げ
が入っただしの効いた醤油ベースの炊き込みご飯です。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

とちぎゆめポークモモスライス チルド 250g 128 0.1

銀座伴助　赤魚開き干し 冷凍 約380g 118 1.1

ひとくち
MEMO

とちぎゆめポークモモスライス
飼料にこだわった栃木県産の銘柄豚です。

銀座伴助　赤魚開き干し
秘伝のタレに漬け込み美味しい味に仕上げま
した。

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

越の鶏肩小肉の甘旨ソテー 冷凍 300g 142 1.8

能登産一本釣いか開き 冷凍 1枚（140g） 83 0.5

ひとくち
MEMO

越の鶏肩小肉の甘旨ソテー
新潟のブランド鶏越の鶏の肩小肉の部分を甘
辛醤油味の美味しいタレで仕込みました。

能登産一本釣いか開き
一本釣いかを便利でお使いやすいよう開きました。深層水仕立
てにしてあります。そのまま網焼きや天ぷら、炒め物などにお使
いください。煮物や酢の物、サラダ等にもお使いいただけます。

レシピ

Aコース
お休み
19日（月）
Bコース
20日（火)

Aコース
12日（月）
Bコース
13日（火)

Aコース
14日（水）
Bコース
15日（木)

Aコース
16日（金）
Bコース
17日（土)

2人用

円2,194
円）

本体価格

（税込 2,370

2人用

円1,491
円）

本体価格

（税込 1,610

2人用

円3,083
円）

本体価格

（税込 3,330

2人用

円1,352
円）

本体価格

（税込 1,460

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

びんちょうたたき（塩味） 冷凍 180g 89 3.6
北海たこスライス 冷凍 80g 71 2.3

小籠包（栃木県産豚肉使用） 冷凍 6個（240g） 167 1.0

ひとくち
MEMO

北海たこスライス
北海道で水揚げされた鮮度のよい水たこを急速凍結しま
した。スライスしていますのでそのままお刺身でお召し上が
りください。

小籠包（栃木県産豚肉使用）
栃木県産豚肉を使用した小籠包です。少し大きく
作っておりますので、とても食べ応えのある一品です。

ごはんの日ごはんの日
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20日火
30日金
お届け

材料（2人分）
能登産一本釣いか開き 1枚（140g）
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

A{ しょうゆ・みりん・・・・・・各大さじ1
 コチュジャン・砂糖・・・各小さじ1
万能ねぎ（小口切り）・・・・・・・・・・適量

作り方
① いかは解凍後、キッチンペーパー

等で水気をしっかりと拭き取り、
食べやすい大きさに切る。

② フライパンにごま油を熱し、①を
入れて強火で炒める。いかの色
が変わってきたら、合わせたAを
加え少し汁気が残る程度に煮詰
める。

③ 器に盛り付け、万能ねぎを散ら
す。

ピリ辛いか焼き
能登産一本釣いか開きを使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g118 1.9

かぼちゃの水分量に合わせてAで加
える牛乳の量は調整してください。

14日水
15日木
お届け

材料（2人分）
とちぎゆめポークモモスライス・・250g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
かぼちゃ（ひと口大）・・・・・・・・・1/6個

A{ 塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・少々
 牛乳・マヨネーズ・・・・・各大さじ1
プロセスチーズ（スティック状） 50g
小麦粉・卵（溶く）・パン粉・・・・・適量
揚げ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

作り方
① か ぼ ちゃは 耐 熱 皿 に の せ て

ふんわりとラップをし、レンジ
（500W）で6分程度加熱する。熱
いうちに潰して、Aを加えて混ぜ
合わせる。 

② 豚肉は縦長に広げて、塩・こしょ
うをし、①を薄く塗って手前に
チーズをのせ、端から巻く。※残
りも同様に巻く。

③ 小麦粉→卵→パン粉の順に衣を
つけて、油でキツネ色になるまで
こんがりと揚げる。

豚肉のパンプキンチーズカツ
とちぎゆめポークモモスライスを使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g512 1.6

16日金
17日土
お届け

人気No.1 栃の木まいたけ
一般的な舞茸に比べ　　　　　　　　   
　 　 　  3～4 倍のアミノ酸！

独自開発した菌と良質な天然水が生んだ“奇跡の舞茸”

一般的な舞茸

一般的な舞茸に比べ　　　　
　　　およそ2倍の大きさ！

栃の木まいたけ

なんと、直径20cm! 舞茸のおいしさを決める
3種のアミノ酸が豊富！

＊一般的な舞茸はきのこ図鑑を参照。
　栃の木まいたけは栃木県産業技術センターにて分析

アスパラギン酸

グルタミン酸

アラニン

アスパラギン酸

グルタミン酸

アラニン

大きさ 栄養素

①洗わずそのまま食べられる！
栃の木まいたけは、完全無菌室のクリーン
ルームで栽培されているため洗わずに、そ
のまま食べられます。洗うと水を含みせっ
かくの香りと食感が弱まってしまいます。

②炒めすぎず、食感を大切に！
肉厚の栃の木まいたけですが、炒め時間は
60℃の火力で2～3分ほどが旨み成分、食
感ともに一番良いといわれています。また、
茶色い煮汁にもポリフェノールがたくさん
含まれています。

③捨てる部分はなし！まるごと食べられる！
栃の木まいたけは、食べられるところを切
り出してお届けしていますので、切り捨て
る部分はありません！株元からまるごと、
まいたけの美味しさを味わってください！
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9月 材料（2人分）
とちぎ霧降高原牛切り落し（カタ）・・200g
ご飯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300g
にんにく（みじん切り）・・・・・・・・・・1片
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
冷凍コーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
A{ 焼肉のたれ・水・・・・・・・各大さじ1
 しょうゆ・コンソメ・・・・各小さじ1
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
黒こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
パセリ（みじん切り）・・・・・・・・・・・適量
作り方
① 牛肉は解凍し、食べやすく切る。
② フライパンに油とにんにくを入れ

て熱し、香りがしたら①を入れて
炒める。

③ 肉の色が変わったら、ご飯を加え
しばらく動かさず、焼き目をつけ
る。

④ 冷凍コーン、バター、塩・こしょう
を加え混ぜ、合わせておいたAで
味付けし、塩で味を調える。

⑤ 器に③を盛り付け黒こしょうを振
り、パセリを散らす。

牛肉たっぷりガーリックライス
とちぎ霧降高原牛切り落し（カタ）を使って

26日月
27日火
お届け

28日水
29日木
お届け

材料（2～3人分）
とちぎゆめポークバラスライス・・250g
エリンギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック
しめじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック
ねぎ（斜め薄切り）・・・・・・・・・・・1/2本
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

A{ 白すりごま・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2

作り方
① エリンギは縦の長さを半分にし、

繊維に沿って薄切りにする。しめ
じは石づきを切り、細かくほぐす。

② フライパンにごま油を熱し、きの
こ類を広げて入れ、ねぎを散ら
す。豚肉を1枚ずつ広げながら、
全体のにのせる。塩をふって酒を
回し入れ、ふたをして強火で3～
4分間蒸し焼きにする。

③ 器に盛り付け、合わせておいたA
を回しかける。

きのこと豚肉のフライパン蒸し
とちぎゆめポークバラスライスを使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g638 3.1

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g444 2.0

とちぎゆめポークの魅力とちぎゆめポーク使用あぶり焼きチャーシュー 5日月・6日火 お届け
とちぎゆめポーク切り落とし（カタ） 9日金・10日土 お届け
とちぎゆめポークモモスライス 14日水・15日木 お届け
とちぎゆめポークバラスライス 28日水・29日木 お届け

　とちぎゆめポークは、県内の指定された生産者が指定された配合
飼料を使って、清潔に管理された飼育環境のもと育てられた、きめ
細やかで脂のおいしさが感じられる豚肉です。飼料には麦類が通常
より多く配合されているため、肉にうま味成分のオレイン酸が一般
の豚より多く含まれ、豚肉本来の甘味が存分に感じられる肉質が特
徴です。疲労回復などに効果があるビタミンB1は牛肉の約10倍も
含まれています。

とちぎゆめポークの魅力

とちぎ

ゆめポーク

※写真はイメージです。

21日水～30日金
お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 

Kcal/100g
塩　分 
g/100g2人用

横浜大飯店監修 八宝菜の素（栃木県産豚肉使用） 冷凍 325g 100 1.8

かれい灰干 冷凍 2切（180g） 197 0.9

ひとくち
MEMO

横浜大飯店監修 八宝菜の素（栃木県産豚肉使用）
本格中国料理が気軽に楽しめるお店をコンセプトに1962年に創業された「横浜大
飯店」監修の八宝菜の素です。タレはチキンの旨みとオイスターソースのコク、ごま
油や生姜等で仕上げ、具材は豚肉、えび、イカ、ほたて、きくらげをセットしました。

かれい灰干
灰の持つ脱臭、脱水効果を活かした商品です。灰の吸水性により余
分な水分を取り除き、身の脂を残しつつさらに脱臭効果で魚独特の
臭みも取り除きました。魚の旨味がたっぷり凝縮された商品です。

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

とちぎゆめポークバラスライス チルド 250g 395 0.1

ねぎとろ 冷凍 150g 170 0.7

ひとくち
MEMO

とちぎゆめポークバラスライス
飼料にこだわった栃木県産の銘柄豚です。

ねぎとろ
新鮮なめばちまぐろに甘味のあるビンチョウをブレン
ドし、鮪より抽出した精製油を加えて作り上げました。

レシピ

Aコース
30日（金)

Aコース
21日（水）
Bコース
22日（木)

Aコース
26日（月）
Bコース
27日（火)

Aコース
28日（水）
Bコース
29日（木)

2人用

円1,435
円）

本体価格

（税込 1,550

2人用

円1,926
円）

本体価格

（税込 2,080

2人用

円1,463
円）

本体価格

（税込 1,580

2人用

円1,352
円）

本体価格

（税込 1,460

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

とちぎ霧降高原牛切り落し（カタ） 冷凍 200g 257 0.1

銀さわら白味噌漬 冷凍 2切（180g） 155 0.8

ひとくち
MEMO

とちぎ霧降高原牛切り落し（カタ）
柔らかな肉質とまろやかな牛肉の風味が堪能
できる栃木県産のブランド牛です。

銀さわら白味噌漬
鮮度の良い銀さわらを使用。上品で淡白な肉質に甘口
の味噌が良く合い、味噌の風味が食をそそる商品です。

レシピ

お届け商品 温度帯 分　量 カロリー 
Kcal/100g

塩　分 
g/100g2人用

越の鶏肩小肉の甘旨ソテー 冷凍 300g 142 1.8

能登産一本釣いか開き 冷凍 1枚（140g） 83 0.5

ひとくち
MEMO

越の鶏肩小肉の甘旨ソテー
新潟のブランド鶏越の鶏の肩小肉の部分を甘
辛醤油味の美味しいタレで仕込みました。

能登産一本釣いか開き
一本釣いかを便利でお使いやすいよう開きました。深層水仕立
てにしてあります。そのまま網焼きや天ぷら、炒め物などにお使
いください。煮物や酢の物、サラダ等にもお使いいただけます。

レシピ

P31P31
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材料（2人分）
とちぎ霧降高原牛切り落し（カタ）・・200g
ご飯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300g
にんにく（みじん切り）・・・・・・・・・・1片
油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
冷凍コーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
A{ 焼肉のたれ・水・・・・・・・各大さじ1
 しょうゆ・コンソメ・・・・各小さじ1
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
黒こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
パセリ（みじん切り）・・・・・・・・・・・適量
作り方
① 牛肉は解凍し、食べやすく切る。
② フライパンに油とにんにくを入れ

て熱し、香りがしたら①を入れて
炒める。

③ 肉の色が変わったら、ご飯を加え
しばらく動かさず、焼き目をつけ
る。

④ 冷凍コーン、バター、塩・こしょう
を加え混ぜ、合わせておいたAで
味付けし、塩で味を調える。

⑤ 器に③を盛り付け黒こしょうを振
り、パセリを散らす。

牛肉たっぷりガーリックライス
とちぎ霧降高原牛切り落し（カタ）を使って

26日月
27日火
お届け

28日水
29日木
お届け

材料（2～3人分）
とちぎゆめポークバラスライス・・250g
エリンギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック
しめじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック
ねぎ（斜め薄切り）・・・・・・・・・・・1/2本
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1

A{ 白すりごま・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
 しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
 酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1/2

作り方
① エリンギは縦の長さを半分にし、

繊維に沿って薄切りにする。しめ
じは石づきを切り、細かくほぐす。

② フライパンにごま油を熱し、きの
こ類を広げて入れ、ねぎを散ら
す。豚肉を1枚ずつ広げながら、
全体のにのせる。塩をふって酒を
回し入れ、ふたをして強火で3～
4分間蒸し焼きにする。

③ 器に盛り付け、合わせておいたA
を回しかける。

きのこと豚肉のフライパン蒸し
とちぎゆめポークバラスライスを使って

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g638 3.1

1人分あたり
カロリー 塩分

kcal g444 2.0

とちぎゆめポークの魅力とちぎゆめポーク使用あぶり焼きチャーシュー 5日月・6日火 お届け
とちぎゆめポーク切り落とし（カタ） 9日金・10日土 お届け
とちぎゆめポークモモスライス 14日水・15日木 お届け
とちぎゆめポークバラスライス 28日水・29日木 お届け

　とちぎゆめポークは、県内の指定された生産者が指定された配合
飼料を使って、清潔に管理された飼育環境のもと育てられた、きめ
細やかで脂のおいしさが感じられる豚肉です。飼料には麦類が通常
より多く配合されているため、肉にうま味成分のオレイン酸が一般
の豚より多く含まれ、豚肉本来の甘味が存分に感じられる肉質が特
徴です。疲労回復などに効果があるビタミンB1は牛肉の約10倍も
含まれています。

とちぎゆめポークの魅力

とちぎ

ゆめポーク

※写真はイメージです。
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おいしい「国産冷凍あさり」のお召し上がり方

※お召し上がりいただいた際に、砂が入って
いるように感じる場合がありますが、ほと
んどの場合は、貝の中で作られる石灰成
分（真珠のような物質）です。これを完
全に取り除くことはできませんので、ご了
承ください。

①調理前には軽く水洗いをお願いします。
　殻に付着している汚れやぬめりを落とすことで、
あさりの旨味が存分に味わえます。

②冷凍のまま、沸騰したお湯に入れてください。
　砂抜き・塩抜きは不要です。
　解凍したり、水から茹でてしまうと、殻
が開かない可能性がございますので、
ご注意ください。

ワンポイント

朝ごはん　 で朝の体のスイッチオン！！
みなさん朝ごはんをきちんと食べていますか？
「朝は寝ていたい」「食欲がない」「ダイエットのために朝ごはんは抜いている」
なんて方はいませんか。
実は朝ごはんはとっても重要なんです！
朝目が覚めた時、私達の脳や内臓は機能が低下しており、体温も低い状態です。
朝ごはんを食べることで、血糖値や体温があがり、脳や内臓の機能を高めて一日元気に活動する準備が整
います。
特に、ご飯などの「炭水化物」は脳の唯一のエネルギー源・ブドウ糖が多く含まれ、頭を動かすのに必要
不可欠ですので、よい一日のスタートをきるためにも、朝ごはんをしっかりと食べましょう。

　 朝はごはんがおすすめです

　JAふれあい食材でお馴染みの「大和しじみ」は
茨城県中部に位置する涸沼・涸沼川にて、昔ながら
の手掘り手選別の漁法で行われています。涸沼は満
潮時には海から涸沼川を通じて海水が逆流し、塩水
と海水が混ざり合う為、養分が豊富でしじみの生育
に非常に適した環境です。漁師さんが運んできたし
じみを冷蔵庫で１～２日ほど砂出しして休ませ、そ
の後一粒一粒「色・鮮度・匂い・大きさ・季節」の
５つの指標で、すべて手作業による手選別を行って
います。

ふれあい食材で
お馴染み!! 国産あさり＆しじみのご紹介

　「国産冷凍あさり」は、国内（主に北海道）より、
季節によって状態が一番良いと思われる産地より厳
選して買い付けしています。冷凍あさりは、塩屋の
こだわりの加熱、パック後に、75℃で5分間ハーフ
ボイルを行っています。これにより旨味を逃がさず、
よりフレッシュ感を残した仕上がりとなります。

米は粒状なので、粉状の小麦を使うパンや麺類に比べて消化吸収に時間がかかります。
血糖値をなだらかに上げ、腹持ちが良いのが特徴です。
そこでおすすめなのが「おにぎり朝ごはん」です。おにぎりのご飯で糖質をしっかり
と補い、おにぎりの具材には鮭やたらこ、ツナなどのたんぱく質を含むものを選びま
しょう。

さらに具沢山のお味噌汁を追加すると、栄養バランスの良い朝食のできあがりです😁😁

リ
ト
リ
キ

リ
ト
リ
キ

お客様から頂いた貴重なご意見は、今後のメニュー作成に

反映させて頂きますので是非アンケートのご協力をお願い致します。

9月
アンケートアンケート

応募方法：本アンケート用紙を切り離してふれあいさんにお渡しください。
応募期間：2022年10月13日（木）まで（当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。）
❶ 今月（9月）の食材はいかがでしたでしょうか。ご意見をお聞かせください。

●良かった商品
1.
2.
3.

〔理由〕
〔理由〕
〔理由〕

●良くなかった商品
1.
2.
3.

〔理由〕
〔理由〕
〔理由〕

❷ その他JAふれあい食材についてお気付きの点やご意見・ご質問がありましたらご記入ください。

ご協力ありがとうございました。 ご記入頂きました情報は、JAふれあい食材の商品改善、サービスの提供のご案内に利用する以外は、使用しません。
また、ご承諾いただいた範囲内において、アンケートの一部を誌面でご紹介させていただく場合があります。

住所　〒　　　－
　　　　　　　郡・市　　　　　町　　　　　

電話番号

（　　　）　　　－
氏名

コース（○をおつけください）
基本（ 赤・黄・緑 ）　　　魚
　　　いろどり　　　　　あじわい

食事をされる方（○をお付けください・複数回答可） JA名
10歳未満・10歳代・20歳代・30歳代・40歳代
50歳代・60歳代・70歳代・80歳代・90歳代以上

お申し込み、お問い合わせは　各食材センターへ

やっぱり国産がいいね!
日本を、もっと食べよう!

～JAふれあい食材は国産農畜産物を推進しています～

C栃木県

県南食材センター
（JAしもつけ・JAおやま）

栃木市（旧栃木市・旧大平町・旧藤岡町・旧都賀町・旧岩舟町）・
下野市（旧国分寺町・旧石橋町）・小山市・野木町・壬生町

☎0285-30-5660
　0800-800-4590

県南食材センター（安足）
（JA佐野・JA足利）

佐野市・足利市 ☎0283-27-1328
　0800-800-4591

はが野食材センター
（JAはが野）

真岡市・益子町・市貝町・茂木町・芳賀町 ☎0285-70-1266
　0800-800-4593

さくら食材センター
（JAなす南・JAしおのや）

なすの食材センター
（JAなすの）

矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・
那珂川町・那須烏山市

☎028-681-5040
　0800-800-4594

宇都宮食材センター
（JAうつのみや）

宇都宮市・上三川町・下野市（旧南河内町） ☎028-613-4122
　0800-800-4595

かみつが食材センター
（JAかみつが）

日光市・鹿沼市・栃木市（旧西方町） ☎0289-60-2911
　0800-800-4592

那須町・那須塩原市・大田原市 ☎0287-63-2524

公式SNSもチェック!!公式SNSもチェック!!

Instagram Twitter

アンケートにご協力頂いたお客様の中から抽選で

乱丁・落丁の場合はおとりかえいたします。

0120‐915‐201
受付時間　月曜～金曜　 8：40～17：00

土曜・日曜・祝日はご利用できません

ふ    れ  あい
各センターが不在の場合は
　JA全農 東日本生活事業所 栃木推進課 お客様相談窓口
　　　　　　　　　　　　　　　　　までご連絡ください。

JA全農 東日本生活事業所 栃木推進課 お客様相談窓口

プレゼントプレゼント
30名様に

にっぽん生まれ、
にっぽんそだち。果実グミ 国産

素材
1パック
（40ｇ）
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おいしい「国産冷凍あさり」のお召し上がり方

※お召し上がりいただいた際に、砂が入って
いるように感じる場合がありますが、ほと
んどの場合は、貝の中で作られる石灰成
分（真珠のような物質）です。これを完
全に取り除くことはできませんので、ご了
承ください。

①調理前には軽く水洗いをお願いします。
　殻に付着している汚れやぬめりを落とすことで、
あさりの旨味が存分に味わえます。

②冷凍のまま、沸騰したお湯に入れてください。
　砂抜き・塩抜きは不要です。
　解凍したり、水から茹でてしまうと、殻
が開かない可能性がございますので、
ご注意ください。

ワンポイント

朝ごはん　 で朝の体のスイッチオン！！
みなさん朝ごはんをきちんと食べていますか？
「朝は寝ていたい」「食欲がない」「ダイエットのために朝ごはんは抜いている」
なんて方はいませんか。
実は朝ごはんはとっても重要なんです！
朝目が覚めた時、私達の脳や内臓は機能が低下しており、体温も低い状態です。
朝ごはんを食べることで、血糖値や体温があがり、脳や内臓の機能を高めて一日元気に活動する準備が整
います。
特に、ご飯などの「炭水化物」は脳の唯一のエネルギー源・ブドウ糖が多く含まれ、頭を動かすのに必要
不可欠ですので、よい一日のスタートをきるためにも、朝ごはんをしっかりと食べましょう。

　 朝はごはんがおすすめです

　JAふれあい食材でお馴染みの「大和しじみ」は
茨城県中部に位置する涸沼・涸沼川にて、昔ながら
の手掘り手選別の漁法で行われています。涸沼は満
潮時には海から涸沼川を通じて海水が逆流し、塩水
と海水が混ざり合う為、養分が豊富でしじみの生育
に非常に適した環境です。漁師さんが運んできたし
じみを冷蔵庫で１～２日ほど砂出しして休ませ、そ
の後一粒一粒「色・鮮度・匂い・大きさ・季節」の
５つの指標で、すべて手作業による手選別を行って
います。

ふれあい食材で
お馴染み!! 国産あさり＆しじみのご紹介

　「国産冷凍あさり」は、国内（主に北海道）より、
季節によって状態が一番良いと思われる産地より厳
選して買い付けしています。冷凍あさりは、塩屋の
こだわりの加熱、パック後に、75℃で5分間ハーフ
ボイルを行っています。これにより旨味を逃がさず、
よりフレッシュ感を残した仕上がりとなります。

米は粒状なので、粉状の小麦を使うパンや麺類に比べて消化吸収に時間がかかります。
血糖値をなだらかに上げ、腹持ちが良いのが特徴です。
そこでおすすめなのが「おにぎり朝ごはん」です。おにぎりのご飯で糖質をしっかり
と補い、おにぎりの具材には鮭やたらこ、ツナなどのたんぱく質を含むものを選びま
しょう。

さらに具沢山のお味噌汁を追加すると、栄養バランスの良い朝食のできあがりです😁😁

リ
ト
リ
キ

リ
ト
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お客様から頂いた貴重なご意見は、今後のメニュー作成に

反映させて頂きますので是非アンケートのご協力をお願い致します。

9月
アンケートアンケート

応募方法：本アンケート用紙を切り離してふれあいさんにお渡しください。
応募期間：2022年10月13日（木）まで（当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。）
❶ 今月（9月）の食材はいかがでしたでしょうか。ご意見をお聞かせください。

●良かった商品
1.
2.
3.

〔理由〕
〔理由〕
〔理由〕

●良くなかった商品
1.
2.
3.

〔理由〕
〔理由〕
〔理由〕

❷ その他JAふれあい食材についてお気付きの点やご意見・ご質問がありましたらご記入ください。

ご協力ありがとうございました。 ご記入頂きました情報は、JAふれあい食材の商品改善、サービスの提供のご案内に利用する以外は、使用しません。
また、ご承諾いただいた範囲内において、アンケートの一部を誌面でご紹介させていただく場合があります。

住所　〒　　　－
　　　　　　　郡・市　　　　　町　　　　　

電話番号

（　　　）　　　－
氏名

コース（○をおつけください）
基本（ 赤・黄・緑 ）　　　魚
　　　いろどり　　　　　あじわい

食事をされる方（○をお付けください・複数回答可） JA名
10歳未満・10歳代・20歳代・30歳代・40歳代
50歳代・60歳代・70歳代・80歳代・90歳代以上

お申し込み、お問い合わせは　各食材センターへ

やっぱり国産がいいね!
日本を、もっと食べよう!

～JAふれあい食材は国産農畜産物を推進しています～

C栃木県

県南食材センター
（JAしもつけ・JAおやま）

栃木市（旧栃木市・旧大平町・旧藤岡町・旧都賀町・旧岩舟町）・
下野市（旧国分寺町・旧石橋町）・小山市・野木町・壬生町

☎0285-30-5660
　0800-800-4590

県南食材センター（安足）
（JA佐野・JA足利）

佐野市・足利市 ☎0283-27-1328
　0800-800-4591

はが野食材センター
（JAはが野）

真岡市・益子町・市貝町・茂木町・芳賀町 ☎0285-70-1266
　0800-800-4593

さくら食材センター
（JAなす南・JAしおのや）

なすの食材センター
（JAなすの）

矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・
那珂川町・那須烏山市

☎028-681-5040
　0800-800-4594

宇都宮食材センター
（JAうつのみや）

宇都宮市・上三川町・下野市（旧南河内町） ☎028-613-4122
　0800-800-4595

かみつが食材センター
（JAかみつが）

日光市・鹿沼市・栃木市（旧西方町） ☎0289-60-2911
　0800-800-4592

那須町・那須塩原市・大田原市 ☎0287-63-2524

公式SNSもチェック!!公式SNSもチェック!!

Instagram Twitter

アンケートにご協力頂いたお客様の中から抽選で

乱丁・落丁の場合はおとりかえいたします。

0120‐915‐201
受付時間　月曜～金曜　 8：40～17：00

土曜・日曜・祝日はご利用できません

ふ    れ  あい
各センターが不在の場合は
　JA全農 東日本生活事業所 栃木推進課 お客様相談窓口
　　　　　　　　　　　　　　　　　までご連絡ください。

JA全農 東日本生活事業所 栃木推進課 お客様相談窓口

プレゼントプレゼント
30名様に

にっぽん生まれ、
にっぽんそだち。果実グミ 国産

素材
1パック
（40ｇ）
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栃木県産生乳使用。
コクのあるまろやか
な牛乳です。
ふれあい牛乳は長年
ふれあい食材で親し
まれています。

＊毎週(月)(火)の宅配 ＊本会宅配カレンダーによる

おいしいとちぎのこだわりを
是非一度お試しください！

・ノンカフェイン
・砂糖無添加
やさしいミルク
コーヒーです。

生乳のおいしさを最大限
引き出す低温殺菌牛乳を
どうぞ！

生乳に含まれる酸素を追い出し
牛乳の風味を向上する製法
「ナチュラル テイスト製法」
でおいしく飲めます。
キャップ式の注ぎ口で便利に
お使いいただけます。

コップ1杯で1/2日分のカルシウム、
鉄、葉酸、ビタミンＤ・Ｂ12が摂れ
る乳飲料です。
低脂肪 脂肪分80％カット。
＊普通牛乳比(日本食品標準成分表2015)

すっきり飲める乳飲料で牛乳が苦手
な方にもおすすめです。
栃木県産生乳使用。成分に含まれる
乳糖はカルシウムの吸収を促進する
といわれています。

＊写真は全てイメージです＊メーカー製造等の都合で予告なくパッケージ等が変更となる場合もございます＊価格は全農希望小売価格です

本体 税込 (月) (水) (金) (火) (木) (土)

1 ふれあい牛乳 1000ml 230 248 本 本 本 本 本 本 1143

2 那須牛乳 200ml 102 110 本 本 本 本 本 本 1145

3 特選酪農家限定那須高原牛乳 1000ml 330 356 本 本 1203

4 とちおとめいちごミルク 1000ml 300 324 本 本 1204

5 千本松牧場牛乳(低温殺菌) 1000ml 300 324 本 本 本 本 本 本 1151

6 ホウライのミルクコーヒー 200ml 120 130 本 本 本 本 本 本 1205

7 明治おいしい牛乳 900ml 270 292 本 本 本 本 本 本 1144

8 高原のめぐみ 1000ml 178 192 本 本 本 本 本 本 1146

9 すっきりCa鉄低脂肪 1000ml 190 205 本 本 本 本 本 本 1153

10 プルーンFe1日分の鉄分のむヨーグルト 190ｍｌ 100 108 本 本 本 本 本 本 1133

11 生乳仕立てのむヨーグルト 180ｍｌ 140 151 本 本 1134

12 meiji R1ヨーグルト 112ｇ 140 151 本 本 本 本 本 本 1139

13 meiji R1ヨーグルト(低糖) 112ｇ 140 151 本 本 本 本 本 本 1137

14 meiji R1ヨーグルト(PA3) 112ｇ 140 151 本 本 本 本 本 本 1138

15 ナチュレ恵 400ｇ 170 184 コ コ コ コ コ コ 1162

16 生きて届けるビフィズス菌ヨーグルト 3P 193 208 コ コ コ コ コ コ 1161

17 ヨーグルト生乳100(無糖)450ｇ 450ｇ 370 400 コ コ 1136

18 ヨーグルト生乳95(加糖)450ｇ 450ｇ 370 400 コ コ 1201

19 ヨーグルト生乳100(無糖)3Ｐ(100ｇ) 100ｇ×3P 350 378 コ コ 1202

20 ヨーグルト生乳95(加糖)3Ｐ(100ｇ） 100ｇ×3P 350 378 コ コ 1135

21 すこやか卵(赤玉) 6コ入 160 173 コ コ コ コ コ コ 1121

22 すこやか卵(白玉) 6コ入 155 167 コ コ コ コ コ コ 1123

23 すこやか卵(白玉) 10コ入 230 248 コ コ コ コ コ コ 1122

24 国産小粒納豆「舌鼓」 40ｇ×2P 110 119 コ コ コ コ コ コ 1174

25 国産小粒納豆「舌鼓」(カップ) 30ｇ×3P 165 178 コ コ コ コ コ コ 1175

26 北海道大粒納豆 40ｇ×2P 134 145 コ コ コ コ コ コ 1173

27 特別栽培国産小粒納豆 40ｇ×3P 165 178 コ コ コ コ コ コ 1176

28 黒千石小粒なっとう(カップ) 30ｇ×2P 123 133 コ コ コ コ コ コ 1178

＊価格は全農小売価格です。ご記入いただいた情報は商品の宅配・決済等関連するサービスに使用いたします。　　　ＪＡふれあい食材2021.09

コード

お名前 お電話

ご住所/お届け先

●Aコース ●Bコース
№ 商　品　名 規　格

価格(円)

ご要望
に

お応え
して!!

4個 パック
おいしく健康、しかも便利！その4つの理由とは！？

③消泡剤・乳化にがり不使用
こちらのお豆腐には、
消泡剤・乳化にがりを
一切使用しておりません！

①欲しい分だけ取って使える！ 
小分けになっているから
余らせてしまう心配なし！
買い置きにも便利

④イソフラボンがたっぷり！
この商品にはイソフラボンが
80gあたり31mgも
入っています！

②原材料へのこだわり
甘み・旨みの強い北海道産大豆を
100%使用！！
雑味・不快味を抑える独自製法で
素材の良さを最大限に
引き出しました！

今日は
冷ややっこに、
明日は
お味噌汁に！

　国産の大粒大豆を４分割し、通常の約２倍サイズの大きなひきわり
にしました。大きく割っているから大豆の栄養分の流出が少なく、
さらに旨さ閉じ込め製法で大豆の旨さを閉じ込めてます。
　大豆の味がしっかりと感じられる、食べごたえがある、食感がよいと
大好評！食べればわかるその違いがファンを増やし続けています。
ごはんにはもちろん様々な料理にもピッタリです。
　こだわりの原料を使用して、宇都宮市に本社かまえる納豆一筋
『あづま食品』で納豆として加工された『国産大きなひきわり３P』を
皆様の食卓にお届けいたします。是非ご賞味ください。

3Ｐ

日配品で

1パック（4
0g×３）から

お届けいた
します。

日配品で

1パック（4
0g×３）から

お届けいた
します。

JAふれあい食材

ひきわり納豆
お豆腐の宅配
始めました!

ひきわり納豆
お豆腐の宅配
始めました!

36


	2209_01巻頭_12回W22
	2209_02基本W22
	2209_03お魚W22
	2209_04いろどりW22
	2209_05あじわいW22
	2209_06巻末W22

