
ゲストルーム

営業時間 AM9：00～PM１８：00（月～土曜日）

（料金等のお問合せに関しては営業時間内にお願いいたします。）

～ 営業時間のお知らせ ～

※営業時間外・日曜日・祝日の緊急時は年中24時間対応します。

炎でつながるあなたとの絆
★ガス・ガス器具販売
★業務用ガス器具・ステンレス厨房設備
★ガス給湯器
★システムキッチン
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新暦 旧暦 行事名 行事内容

７月１７日 ６月１５日 六月ウマチー 稲の収穫に感謝する、稲大祭という行事

カレー革命軍 SINGH（ｼﾝ）

２０１８年12月に沖縄市美原にオープンしました
カレー革命軍ＳＩＮＧＨです。
インド人シェフの作る本格的なインドカレーは
本場・インドのスパイスを使い、ごはんにも合う
味わいに仕上げています。
中でも、おすすめの「バターチキンカレー」は
人気の看板メニュー♪ナン食べ放題も好評です！
カレーをご注文の方には、10種類のトッピングの中から、無料で
３つ選ぶことができ、自分好みのオリジナルカレーをお楽しみ
いただけます。（テイクアウトも可能です）
キッズスペースもありますので、お子様連れの方も
ぜひご利用下さい。
スタッフ一同皆様のご来店心よりおまちしております！

沖縄市美原1-22-20
※美里Ａ＆Ｗ向かい

℡ 098-989-4900
営業時間 AM11：30～AM0：00
定休日なし 駐車場完備

今月のゲスト

mailto:okigas@crux.ocn.ne.jp


当社では、液石法により定期的に保安点検を行っております。
（４年に一度の大事な点検）ガス漏れやガス器具に異常がないかを
点検致します。（無料）

点検時にお会いできなかったお客様も再度点検にお伺いしますので
ご連絡ください。 （事前にご連絡いただければ、土・日・祝日もお伺いします。）

★お電話でのご予約受付は夜間も対応しております

沖ガスお客様感謝祭の御礼

屋外用虫よけ
「ストロンテック」
これからの季節にも
大活躍間違いなし!!

￥5,980(税込)※カートリッジのみ￥1,200

洗面化粧台

オンディーヌ
￥60,000(税込)

※取付費別途

★
★

洗面化粧台

ファミーユ
￥95,000(税込)

※取付費別途

￥9、980（税込み）

ファンキーさん★バルーンアート

初恋クロマニヨンによる商品紹介 キッズコーナー

当社ショールームでは、
常時システムキッチン・
ガスコンロなどを展示し
ておりますので、お気軽
にお越し下さい。
お待ちしております。

流し台 ロイヤル

￥51,000(税込)

※取付費別途

6月１日・２日に開催しました「沖ガスお客様感謝祭」は今回で１０回目を迎え、
会場ではピエロのファンキーさんによるバルーンアートや、お笑い芸人初恋
クロマニヨンの家電商品の紹介や、ガス器具・システムキッチンの展示・販売、
リフォーム相談などおかげさまで二日間盛況に行うことができました。
ご協力いただきました皆様、またお忙しい中ご来場されたお客様へ心より
感謝申し上げます。 代表取締役 与那嶺 淳

ショールーム



（株）スタート・ライン
心と身体の機能回復センター

〒904-2141
沖縄市池原５丁目2-13

ボディケアセンターKASTUMI
デイサービス一歩
℡098-938-7330

http://sutartline-oki.jp

心と身体の健康回復センター

①ポリフェノール
活性化作用を無害化する作用がある。
ポリフェノールは水に溶けやすく、多量に摂取してもその効果は

２～３時間しか持続しないので、こまめに摂取しましょう。

身体がサビないように抗酸化食品のご紹介

前回お伝えした「活性酸素」は、細菌やウイルスを分解する一方で、過剰にできる身体の酸化を
すすめ細胞を傷つけ、動脈硬化や癌を誘発するとお話ししましたが、今回はその酸化を防ぐ
「抗酸化作用」のある食品をお伝えします。

抗酸化作用の高い栄養素

人の身体は酸化を抑える「抗酸化酵素」がつくられていますが、その量は加齢ともに減少しますので、
食品は抗酸化作用のある栄養素を摂る事が重要。

②ビタミンＡ、Ｃ、Ｅ
抗酸化ビタミンといわれ、紫外線やストレス、喫煙などによって
生じる過酸化脂質を抑制し、酸化によって傷ついた細胞の回復
を早める働きがあります。

動物性食品に含まれるレチノールと、緑黄色野菜に
含まれるβカロテンがあります。レチノールは摂取し過ぎ
ると肝臓に蓄積され、肝臓障害につながる心配があるの
で注意します。βカロテンは過剰な心配はありませんが、
腸での吸収がよくないので、油脂を一緒に摂取します。
緑黄色野菜は肉と一緒に調理することがおすすめ。

水に溶けやすく熱に弱い性質で、生食で可能な物は生で
食べたいのですが、空気に触れると酸化しやすいので、
果物や野菜は食べる直前に切るようにします。
加熱して食べる食品は短時間で調理し、煮汁まで食べる
ようにします。

種実から摂った植物油に豊富に含まれています。
（ひまわり油、コーン油等）
油は酸化しやすいので、古い油は使わないようにします。

７月沖縄イベント情報

★シーポート北谷カーニバル 7/13（土）・14（日）・・・ 北谷公園サンセットビーチ及び周辺

★エイサーナイト2019 6/16（日）～7/27（日）毎週末 ・・・ コザミュージックタウン音市場・他

★うんなまつり 7/27（土）・28（日） ・・・ 恩納村コミュニティー広場

★名護夏まつり 7/27（土）・28（日） ・・・ 名護漁港構内

ビタミンＡ

ビタミンC

ビタミンE

※天候等によって変更になる場合もあります。
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キ リ ト リ

住所 ：

氏名 ：

電話 ：

応募締切
２０１９年 ７月 ３１日
FAX ０９８－９３９－６０８７

今月ご紹介のお店でご利用できるお食事券
3,000円分を差し上げます!!応募方法は集金担当
者への手渡し・来店・FAX・郵送のいずれかの方法
でご応募下さい。
FAXで応募される方は、解答欄や住所が見え
づらい場合がありますのでご注意ください。

抽選で全問正解者10名様に
お食事券ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！

FAX番号098-939-6087

７月号ク イ ズ コ ー ナ ー
（答えを○で囲んで下さい）

５月号クイズ当選者発表

１、暑い沖縄で着用されているかりゆしウェアのかりゆしの意味とは？
イ、）めでたい ロ、）涼しい ハ、）南国

２、ゴーヤーで緑以外に実際にある色とは何色？
イ、）白 ロ、）黒 ハ、）紫

３、話すのが得意な道具とは次のうちどれ？
イ、）バケツ ロ、）スコップ ハ、）シャベル

４、安全装置の付いているコンロを○○センサー付コンロという？
イ、）ＩＴセンサー ロ、）SIセンサー ハ、）TMセンサー

✿ ５月号解答 ✿
ハ、）令和 イ、）かしわ餅
ロ、）ホットケーキ ロ）、ｼﾞｰﾏｰﾐ豆腐

定食 おかあさん
沖縄市住吉2-26-12
（農連市場）

営業時間
10：00～16：00
定休日 水・ 日曜日
しっかり煮込んだとろとろの
てびち定食をはじめその他の
定食メニューはどれもおすすめです。
お持ち帰りもできるのでぜひご来店下さい。
店内で揚げているサーターアンダギーも人気です♪

ロス カフェ
沖縄市園田3-6-10
☎098-931-9434
営業時間
18：00～翌2：00
定休日 火曜日
木のぬくもり溢れる外観と
おしゃれな店内ではお食事や
お酒・おつまみなどをメニュー豊富に取り揃えております。
ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾟﾗﾝ・飲み放題プランや平日お得な
ハッピーアワーも開催中♪
ご来店おまちしております！

珈琲美学 やま
沖縄市中央3-13-7 
（ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰ通り）

駐車場有
☎098-938-3995 

AM11：00～PM7：30

ランチタイム
AM11：00～PM３：00 

定休日：日曜日
ランチ１０種類ドリンク付き

沖縄市 金城 様
沖縄市 小川 様
北谷町 譜久村 様
北谷町 徳元 様

沖縄市 城間 様
沖縄市 我謝 様
沖縄市 長嶺 様

うるま市 西平 様
うるま市 島袋 様
うるま市 大城 様


