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鉢花、多肉植物、観葉植物、資材、鉢 など
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最2/28㊐でま 鉢花・洋らん・生花・山野草・用土・園芸資材

[営業時間]9:00～16:00　[年中無休]
千歳市日の出1丁目1-32　TEL.22-0432

有限会社
グリーンテリア緑千
花と資材のお店

■コチョウランなど植え替えいたします。詳しくはお電話にて。  
■特価品など、一部除外品がございます。  ■いずれも「店頭渡し」とさせていただきます。

　こんにちは、川上真生です。今回はこのマ
ンガの裏話です。「ほのぼの」というより「ド
タバタ」な毎日ですが、私らしい表現が出来
たらと思います。

創作裏話

恵庭市在住。1男 1女、
2 児のママ。2010 年に

小 説「青い世界」で日本文学館
出版大賞特別賞受賞。2011 年か
らマンガ執筆を始め、2018 年度
「第 3回北のまんが大賞」で特別
賞に入選。現在は、電子書籍の本
屋さんDopub（ドゥパブ）で「UNI
（ユニ）一輪車」を連載中。
http://dopub.jp/
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美容にも健康にもいい、栄養たっぷりの「手羽元」。柔らかいお肉が多く付いている
のが特徴で、骨付きなので煮込むといいダシが出て、旨みがたっぷりで美味しいと
言われています。いや、美味しいんです（笑）。鶏肉の中でも手羽の部分は特にコラ
ーゲンが豊富で肌のハリツヤを助けてくれたりと、乾燥しやすい冬にピッタリな食
材です。今回は梅干しを使いさっぱり食べることが出来るレシピにしました。酸っぱ
すぎず程よい酸味でたくさん食べれちゃいます！　酸っぱいのが苦手な方は、少し
酢の量を減らしても大丈夫。自分好みの味に調節してみてください。

手羽元と
大根の梅煮

［材料　手羽元8本分］
手羽元……………… 8本
大根……………… 200g
梅…………………… 2個
油…………… 大さじ1杯

調味料
水…………………100ml
酢………………… 50ml
酒………………… 50ml
しょうゆ………… 50ml
さとう……… 大さじ3杯

置てし出に温常は元羽手 ①
き、大根は一口大の乱切り
にします。

手、し熱を油にンパイラフ ②
羽元を入れて焼き色がつ
くまで焼きます。

、根大、らたい付が色き焼 ③
梅、調味料を全て加えて落
しフタをして、中火で煮汁
が1/3程になるまで煮たら
完成です。

［作り方］

千歳市在住。栄養士、栄養教
諭、健康管理士一般指導員の
ほか、美容薬学検定やパンコ
ンシェルジュ2級などを取得。
レシピの開発や提供、コラム執
筆など多岐にわたり活動中。

●エーライツ事務所に所属し食
べ顔インスタグラマーとしてグル
メリポートや簡単レシピをアップ
しています。

大友 加奈

＠kana.tabemasuInstagram
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恵庭市黄金南7丁目18-9

TEL.
（0123）

●ランチタイム/10:30～15:00（LO.14:30）
●ディナータイム/17：00～21：30（LO.21：00）

25-5959

「友だち追加」で
お得な情報をGet!!

LINE公式アカウントの

携帯、スマホでこちらの
二次元コードからお進みください。

15：00～16：30の間はお電話が繋がらない場合がございます
ので予めご了承ください。
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新作登場!!

カキフライ定食
カキフライ、ごはん、とん汁付き

カキフライ・
　ヒレカツ定食
カキフライ、ヒレカツ、ごはん、とん汁付き

カキフライ・
　　エビ定食
カキフライ、エビフライ、ごはん、とん汁付き

カキとじ丼

品
単

●カツ丼（松・竹・梅）
●ソースカツ丼（松・竹・梅）
　〈松〉 80gロース2枚 各850円
　〈竹〉 120gロース 各650円
　〈梅〉 80gロース 各490円

●メンチカツカレー 750円
●エビフライカレー 750円
●ジャンボチキンカツカレー
  850円
●ヒレカツカレー 750円
●チキンカツカレー 650円
●カレーライス 400円

●オードブル（Ｍ） 1,590円

2,390円●オードブル（Ｌ）

●ジャンボロースカツ
（80gロース2枚）　　 　　 　   　780円
●ジャンボチキンカツ　　　750円
●エビ・ロースカツ
（エビフライ2本、80gロース）　　  640円
●エビ・ヒレカツ
（エビフライ2本、ヒレ2枚）　　　640円
●ヒレカツ（ヒレ3枚）　　　　　640円
●メンチカツ（メンチ2枚）　　　590円
●からあげ（5個）　　　　　　  550円
●ロースカツ（120g）　　　　  490円
●チキンカツ　　　　　　 470円

オ ードブ ル うど ん

●ヒレカツ（1個）

丼 物 弁 当 お 弁 当

カレ ー 弁 当 お 惣 菜
●カツカレー（松・竹・梅）
　〈松〉 80gロース2枚 950円
　〈竹〉 120gロース 790円
　〈梅〉 80gロース 650円

ロース120g、エビフライ5本、ヒレ2枚、メンチ2枚、ポテト2枚、唐揚げ4個

ロース80g、エビフライ3本、ヒレ1枚、メンチ1枚、ポテト1枚、唐揚げ2個

●ジャンボロースカツ弁当
　（80gロース2枚）　　　　  980円
●ヒレカツ弁当（ヒレ3枚）   840円
●エビヒレカツ弁当
　（エビフライ2本、ヒレ2枚）　  840円
●エビロースカツ弁当
　（エビフライ2本、80gロース）　840円
●メンチカツ弁当
　（メンチカツ2枚）　　　　  790円
●ロースカツ弁当
　（120gロース）　　　　　 690円
●ジャンボチキンカツ弁当 950円
●からあげ弁当
　（からあげ5個）　　　　　750円
●チキンカツ弁当　　　670円

●ヒレカツ丼（ヒレ3枚） 790円
●エビとじ丼 750円
●ジャンボチキンカツ丼 850円
●エビヒレ丼
（エビフライ1本・ヒレ2枚） 850円
●エビソース丼 690円
●からあげ丼 590円
●チキンカツ丼 490円
●たまご丼 450円

わかめうどんわかめうどん 220円220円
きつねうどんきつねうどん 250円250円
山菜うどん山菜うどん 250円250円

●とん汁 180円180円 ●エビフライ（1本）150円150円
●からあげ 200円200円

●メンチ（1個） 200円200円
●かつとじ（120gロース）490円490円 180円180円

全品
ご飯大盛り

（税抜）
＋120円

全品
ご飯大盛り

（税抜）
＋120円

テイクアウトメニュー 税抜価格
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880円
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大ぶりカキフライ大ぶりカキフライ

有効期限：2021年2月28日

テイクアウト限定テイクアウト限定

20%20%20%20%
＼ 期間中、何度でも使える ／

本クーポンご提示のお客様に限り

恵庭店
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「ちゃんとクーポン」

キリトリ

※他券との併用はできません。 ※店内ご飲食とテイクアウトの両
方をまとめたお会計の際、本券割引きの都合上大変お手数をお
かけいたしますが、お会計を2回に分けさせていただきます。予め
ご了承くださいませ。 ※本券のご提示が条件でございます。お忘
れ、紛失の無いようお願いいたします。
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