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「洋風おせち」
♠限定１００個の
「天使のエビチリ」など21品

越谷市東越谷の地場野菜イタリアンレストラン
「カポナータ」は、越谷産野菜を使った「洋風お
せち」（４～５人前）を販売。予約を受け付けて
いる。限定 100 個の人気商品で今年で 12 年目。
今年のテーマは「ニューカレドニア産〝天使の海
老（えび）
〟を味わう！」。目玉商品はこのエビを
使った「エビチリソーススクランブルエッグ」だ。
今回販売する「洋風おせち」は三段重。全 21 品。
すべて、
同店のオーナーシェフの鈴木実さん（55）
手作りの自慢の料理ばかり。
鈴木さんは「間もなく、コロナ禍で２回目のお
正月を迎えますが、来年こそコロナを克服し、人
と集い楽しい会話ができることを期待しています」
と呼びかけている。
「洋風おせち」の価格は３万 2400 円（税込み）。
限定 100 個。商品は 12 月 31 日午前中に宅急便
にて代引きで届ける。11 月 「洋風おせち」注文時、
30 日までに予約すると、送
送料代引き手数料無料
料と代引き手数料が無料に
有効期限
2021年11月30日まで
なる。

問い合わせ
地場野菜イタリアンレストラン「カポナータ」
☎ 967・0077 越谷市東越谷６の 24 の３
営業時間 : 午前 11 時 30 分から午後３時
（ランチタイム）
午後６時から午後 10 時（ディナータイム）
定休日：毎週水曜日・火曜日の夜
※現在、テイクアウトとデリバリーのみの営業

読売新聞を購読すると
「広重の額絵」
希望者にお届けします
読売新聞を購読すると希
望者に毎月配布される、今
年の額絵シリーズは「日本
名勝紀行 広重 六十余州
名所図会」と題し、歌川広
重の「六十余州名所図会」
全 69 枚（目録を含めると
70 枚 ） の 中 か ら 24 枚 を
選び 12 回にわたりお届け
しています。
日本各地の名勝を描いた
歌川広重の「六十余州名所
図会」。広重が晩年に手掛
けたシリーズで、日本全国
六十余りすべての国をくまなく描いた全 69 図の大作で
す。縦長の画面に、斬新で臨場感あふれる構図を試み、
名所絵の新境地を開拓した傑作と評されています。この
「図会」に 12 のテーマを設け、各テーマに沿った絵を
２枚ずつ、計 24 枚を選びました。
第 12 集（12 月配布）作品は、
「江戸 浅草市」（嘉
永６年＝ 1853 年、大判錦絵 36.2 × 25.5㌢ 原安三
郎コレクション）と「出雲 大社 ほとほとの図」＝写
真＝（嘉永６年＝ 1853 年、 大判錦絵 36.3 × 25.5
㌢ 原安三郎コレクション）です。
申し込みは各ＹＣ（読売センター）まで。

床に置くだけで一瞬で
自動的に立ち上がり
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クリスマスが近づくにつれ、目にするのがドイ
ツの伝統的お菓子のシュトーレン。そんなシュト
ーレンを楽しむなら、三郷市栄１丁目の洋菓子店
「Bake Shop Kona（コナ）
」がお勧め。
今年で３回目の販売となるシュトーレンは、毎
年中に入れるフルーツを変えているという。バタ
ーをたっぷり使い、クッキーのよ
うなサクッとした食感の中に、レ
ーズンやイチジク、クランベリ
ー、アーモンド、オレンジ風味の
洋酒で漬け込んだドライフルー
ツがたっぷりと練り込まれ、食べ
るごとに口の中にさまざまな風
味が広がるのが特徴。
販売開始は 12 月１日から、価
格は１個 3,000 円を予定している。
店長の小中原真央さん（29）
は「体にいいものを
使い、日常の癒やし 問い合わせ
に な る お 菓 子 を つ Bake Shop Kona ☎ 050・1478・2213
く っ て い る の で ぜ 三郷市栄 1 丁目８の６
ひ 食 べ て も ら い た 営業時間 : 火・水、金・土曜日午前 11 時から午後５時
（売り切れ次第終了）
い」と話している。

非常用持ち出し袋 キホンの非常袋セット

テント ＆トイレ セット

❶ワンタッチルームテント ❷非常用簡易トイレ

「シュトーレン」
♣ドイツ伝統の
フルーツの味が広がる
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八潮・三郷地区

新商品

組み立て簡単、非常用簡易トイレ
震災時など、災害時の備えに！

防災多機能
充電ラジオライト

耐荷重量約120kg
目隠し用のポンチョ付き
換気用小窓、天窓付き

災害時などに役立つ！
持ち運びやすいラジオライト

水がなくても使える
セット内容

洗えるあったか 2WAY 寝袋
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リュック自体が軽く
て30点も入ってる
とは思えないくらい
背 負 いやすかった
です！さらに反射材
付きで夜でも安心！

立体三層マスク50 枚組

レジャーや災害時・
車中泊にも便利です！

56cm

190cm

小さく折り畳んで
持ち運びもラクラク！
●サイズ（約）
：120×120×190cm（収納時/56×56×4cm）
●重量（約）
：2.0kg●材質：ポリエステル、
スチール

120cm

防災士が選んだ
オリジナル防災用品33点セットDX

使用
イメージ

ワンタッチル ームテント

非 常 用 簡 易トイレ

2 種類の不織布とフィルターの
三層構造でしっかりガード。

トイレ本体、便 座、凝固剤5個、
汚物袋５袋、ポンチョ１枚

0
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●サイズ（約）
：幅30×奥行31×高さ32cm、収納時：幅34.5×奥行34.5×高さ9ｃｍ
●重量（約）
：825g●耐荷重量：約120kg●材質：便座：ポリプロピレン、本体：紙、
脚キャップ・汚物袋・簡易ポンチョ：ポリエチレン、凝固剤：高分子ポリマー●セット内
容：本体×1、便座×1、汚物袋×5枚、凝固剤×5個、簡易ポンチョ×1●日本製

cm

凝 固 剤 で 水 分 を 固 めま
すので、使用後の水 分モ
レの心配がありません

8,800円
（税込9,680円）

●お申し込みお問い合わせは

企画番号 5414

㈱東武よみうり新聞社

☎048−987−0611
お近くの読売新聞販売店より代引きでお届けいたします

9,980円

（税込10,978円）

受付

午前10時〜午後５時（日・祝を除く）

※予定数を超えるご注文があった場合、お届け時間が遅れる場合がございます

