
蔦屋書店熊本三年坂 POP UP SHOP オープン
『フライング タイガー コペンハーゲン』

1.28（tue）~3.8 （sun）10:00～25:00

パーティで注目を集
めそうなプロペラ付
きの帽子。ごきげん
なレインボーカラー
で気分も上がります

かばんの中にサッ
と入るコンパクト
なアンブレラ。開
けば、きれいな
ドット柄がまるで
春の花みたい♪

会場／蔦屋書店熊本三年坂 1Fイベントスペース

バケットリスト 600円

キャップ（プロペラ）　
600円

試験管セット 500円

3 in 1ケーブル 800円

折り畳み傘 600円

Toy

Textiles

Media

シリコン製のアニマルたちが楽しく
ボクシング。ワンちゃん、猫ちゃん、
お馬さんの３種類、こうみえてボー
ルペンです★

明るくって楽しい、便利で心強いオリジナルの充電
ケーブル。ケーブルの長さは約1.2ｍ、カラーパター
ンもあれこれ！ お気に入りを見つけください

ボクシングボールペン １本 250円

カラフルなキャンディ
が一つずつコロンと
出てきてキュート！
パーティで話題にな
りそう
キャンディマシン

400円

試験管４本とカラフルなビーカーの
セット。好奇心と行動力を育てる遊び、
サイエンスの楽しさへようこそ♪

やりたいことをすべて書き出すバケットリス
ト。カラフルなバケツには旅行・健康など
テーマが示されています。さあ、2020年の
やりたいことを実現させよう！

Office

※価格はすべて税抜

Food

チョコチップクッキー 300円

定番の人気商品！　ココナッツ風味の
サクサクチョコクッキー

Gadget

北欧
生まれの
雑貨
ストア

カリーノ下通　☎096-322-4141
住所／熊本市中央区安政町1-2　

蔦屋書店 熊本三年坂　☎096-206-9948
営業／10:00～25:00（一部店舗を除く）、無休（元日のみ休）

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

2020年1月25日号〈28Ｐ〉 休日在宅医は18ページに掲載 検索エスバイエル 熊本Tel.096（285）7007エス・バイ・エルの住まい 熊本

八反田の建売住宅 
・照明＆外構付き
・エアコン＆家具付き

・高気密＆高断熱の家
家事ラク動線＆
室内干しスペース

カフェ風の
カウンターキッチン

オール電化と
たっぷり収納 見学受付中

詳しくは
コチラ→子育てファミリー

に人気のエリア！＃子育て

＃共働き

すぐに
住めます
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�サケの南蛮漬け

1人分

189
キロカロリー

塩分1.5ｇ

作り方
1.生ザケは骨と皮をとり除いてひと口大に切
り、(Ａ)をふる。
2.長ネギは５cm長さの細切りにする。
3.セロリはスジをとり除いて５cm長さの細切
りにする。
4.ジャンボピーマンはそれぞれ細切りにする。
5.赤唐辛子はヘタと種をとり除き、小口切りに
する。

6.鍋に(Ｂ)を入れてひと煮立ちさせ、⑤を加え
る。

7.①に薄く小麦粉をまぶしつける。
8.１７０℃の油で⑦を色よく揚げる。
9.バットに②③④⑧を並べて⑥をかけ、ときど
き返しながら３０分ほど漬ける。

10.器に⑨を盛り、スダチをかける。

生ザケ（切り身）･･････････４切れ
　塩･･･････････････小さじ1／3
　コショウ･････････････････少し
長ネギ･････････････････1／2本
セロリ･･････････････････1／2本
ジャンボピーマン（赤）･････２０ｇ
ジャンボピーマン（黄）･････２０ｇ
赤唐辛子･････････････････１本
　だし汁･･･････････ 3／4カップ
　酢･･････････････････大さじ２
　薄口しょうゆ･･･大さじ１と1／2
　砂糖････････････････小さじ２
　塩･･･････････････ ひとつまみ
小麦粉･･･････････････････適量
スダチ（果汁）････････････１個分
揚げ油･･･････････････････適量

材料 ＜4人分＞

A

B

スダチ風味で

Ⓒフジテレビジョン
制作：エフシージー総合研究所

08
おかずの
ヒント

調理時間

20分
※漬け時間
除く


