
上熊本店 TEL.096-356-4429
熊本市西区上熊本2-8-45
営／11：30～23：00（OS22：30）

西銀座通り店 TEL.096-327-2917
熊本市中央区新市街2-5 サンスクエアビル2F
18：00～翌4：00（OS翌3：30）、日祝は～翌0：00

銀杏通り店 TEL.096-325-2917
熊本市中央区新市街1-11 サンホワイトビル1F
17：00～翌4：00（OS翌3：30）、日祝は～翌0：00

光の森店 TEL.096-285-9229
熊本市北区武蔵ヶ丘8-7-22
営／11：30～23：00（OS22：30）

浜線店 TEL.096-284-1629
熊本市東区画図町大字下無田1149-1
営／11：30～23：00（OS22：30）

平成店 TEL.096-334-2911
熊本市南区平成2-3-8
営／11：30～23：00（OS22：30）

しあわせな時を
　 演出する和空間

キッズルーム付個室
（浜線店・平成店・光の森店）

家族でゆっくり
　個室で楽しむ焼肉

             60周年の感謝を込めて
合計60組に厳選の旅プレゼント!!

清香園各店にて実施中!!

当たる!!

浜線店 平成店 光の森店 上熊本店

西銀座通り店・銀杏通り店

宴会コース　※価格は税別

4,000円・5,000円・6,000円～

飲み放題（各コース）、+1,000円（90分）、+1,500円（120分）

上熊本店・平成店・光の森店・浜線店
3,500円・4,500円・5,500円～

TEL.096-359-3611
○企業名が見出しに表示されているものは
その企業からのPR情報です 
○紙面の無断転載を禁じます

■記事・広告のお問い合わせ（日・祝休）

〒860-8511熊本市中央区新市街7-20ヴィレラ辛島2階

■配布に関するお問い合わせ

（土日・祝休） 9:30～17:30（12:00～13:00除く）

TEL.096-359-3311

休日在宅医は29ページに掲載2019年6月1日号〈32Ｐ〉 TEL.096（285）7007検索エスバイエル 熊本エス・バイ・エルの住まい 熊本

モデルハウス見学会開催
八反田に誕生。家事が楽しくなる“ママ目線”の家

【新生活応援】　●照明・外構付き　●エアコン家具付き　●高気密・高断熱

詳細はＰ3！

東区八反田モデルハウス
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鶏ムネ肉とアサリの炒めもの
1人分

154
キロカロリー

塩分1.3ｇ

作り方
1.アサリはかぶる程度の薄い塩水につけて砂出しを
し、水洗いして水気をきる。
2.鶏ムネ肉はひと口大のそぎ切りにし、(Ａ)をふる。
3.スナップエンドウはヘタとスジをとり除き、縦２等
分に裂く。

4.ニンニクはみじん切りにする。
5.②に薄く片栗粉をまぶしつける。
6.フッ素樹脂加工のフライパンにサラダ油と④を熱
し、香りが出てきたら⑤を両面焼き、とり出す。
7.⑥のフライパンに①と酒を入れ、フタをして蒸し煮
にし、貝の口が開いたら③を加えて⑥をもどし入
れ、強火で炒めて（Ｂ）で調味する。

8.器に⑦を盛る。

アサリ（殻付き）･････････300ｇ
塩･･････････････････････少し
鶏ムネ肉 ･･･････････････１枚
　塩･････････････小さじ1／4
　コショウ･･･････････････少し
スナップエンドウ･････････８本
ニンニク･･････････････１かけ
片栗粉･････････････････適量
サラダ油･･･････大さじ１ 1／2
酒 ･･････････････････大さじ３
　魚醤（ナンプラー）小さじ1／2
　コショウ･･･････････････少し

材料 ＜4人分＞

A

B

蒸し汁も一緒に召し上がれ！

Ⓒフジテレビジョン
制作：エフシージー総合研究所

02
おかずの
ヒント調理時間

15分

TV番組表はweb公開
できません。
リビング新聞紙面を
ご覧下さい。


