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相模店

新支配人
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申します。
相模店にアルバイトとして入社してから20年

料理研究家 河瀬璃菜
（りな助）
氏スペシャルインタビュー

相模店、
厚木店を4回ほど異動して現場仕事を中心にやって参り

අਬ

ました。
時代の流れとともに変化はありますがこの歴史ある相模
健康センターの想いを引き継ぎお客様の気持ちを第一に臨んで
行きます。
ご希望・ご相談等、
ございましたらいつでもお声をお掛
け下さい。
今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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田向 新支配人
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OPENにあたり
東名厚木漫画センターGにインタビュー！

今までの漫画コーナーでは
18,000冊と温浴施設としては
かなり多い蔵書数であったにも
関わらず、思い切って56,000
冊に増やすことになった経緯を
教えてください。
温浴業界日本一を目指し、幅
広い年齢層の方々にご利用いた
だくため導入致しました。昔な
つかしの漫画がセンターには
揃ってますよ！！

仕掛け人 川口M

漫画は館内のどこ
で読むのがおすすめ
ですか？ 穴場があ
ればぜひ教えてくだ
さい。
宴会やイベント
がない時は地下の
宴会場でのんびり
ゴロゴロしながら
読むのがおすすめ
です。

川口MGの
おすすめ漫画は？
いろいろな漫画
を読みますが、世代
的にはやっぱり
「ドラゴンボール」
が一番です！！

東名厚木漫画センターは2月より準備ができたスペースから
順次オープンして参ります。漫画は2階・3階・4階に設置されます。
どこにどんな漫画があるのか探索してみてくださいね。
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草加店では男女ロウリュを毎日開催しております。
最近では草加のサウナを求めて新しいお客様が急増中！
今回はそのサウナーの皆様に人気の熱波師・佐々木のこだわりを紹介します。
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① サウナ室
温度・湿度チェック

19時
爆風ロウリュ開始

② アロマ水のアロマは
数種類から選びます
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今月のトピックス（中面〜）

このたび支配人に就任いたしました熊切と

2/
に就任！
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③ ベストなセッティング
にするため換気が重要
ポイント

この度湯乃泉の料理を監修していただいた河瀬璃菜氏のスペシャル
インタビュー！ XPERIAのＣＭにも出演されている人気料理研究家です。
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2月 OPEN !
蔵書数

圧倒的な冊数の中から
お好みの漫画を選んで
楽しんでくださいね！
左面のインタビューも
ぜひ読んでね！

５6，
０００冊！！

１位!

温浴施設としては、
断トツの 日本

今日もお客様を
整わせます ！
草加店には複数の熱波師が
おります。
各熱波師ならでは
の特性をお楽しみください！
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3 階をリニューアルした蔵書スペ
ースは見渡す限り漫画漫画！

懐かしの作品の他に、話題作・
新 作も取りそろえています！

選んだ漫画は休憩室でゆっくり
堪能
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スペシャルインタビュー
この度湯乃泉とのコラボメニューを監修していただいた
河瀬璃菜さんにお話を伺いました。
河瀬さんはレシピや商品開発、
ＴＶＣＭや番組などに
出演にて幅広くご活躍されています！

普段はあまりお魚を食べない！という
方にぜひ食べていただきたい一品！
色々な食材がある中で「鰻」を選ばれた理
由を教えて下さい。
鰻は栄養価が高く美容・健康効果が期待で
きる食材。新年が始まって少しお疲れ気味の
方や健康を意識している方に、お風呂の後、
しっかり疲労回復や栄養補給をしていただく
ための食材として最適だと思ったからです。

河瀬 璃菜（かわせ りな）

（ししゃもについて）
卵がたっぷりと詰まったジューシーなシシャ
モと特 製の明 太ディップはお 酒のつまみに
ピッタリ！
アイスランド産のシシャモは脂肪分が多く、
ソフトな食感でその違いに驚くこと間違いな
しですよ。
（フライについて）
普段はあまりお魚を食べない！という方にぜ
ひ食べていただきたい一品！
国産のアジやイワシを使ったこだわりのフラ
イは素材の美味しさを存分に感じられます。

料理研究家・フードコーディネーター
手軽なレシピの提案の他に地方の生産物
を活かした料理の開発にも力を入れてい
る。SONY XperiaのCMに出演。著書は
「発酵いらずのちぎりパン」など多数

それぞれ特製のネギ塩ダレ、さっぱり味の和
風タルタルを添えており、老若男女問わず美
味しく召し上がっていただけるはずです！
最後に河瀬さんの今後の活動についても
教えて下さい

草加健康センターが好きすぎる旨を、ツイッターに行くたびに呟いていたら、
コラボをさせていただくことになりました！
いつも草加健康センターにご来店くださ
り、ありがとうございます。
河瀬さんはコラボ以前から草加健康センター
にご来店頂いてたとのことですが
そのきっかけと、気に入っている所を教えて下
さい。
銭湯好きの夫に連れられて行ったのがきっ
かけです！
サウナの 熱さ、水 風呂のキンキンな冷た
さ、サウナにも外気浴をするところにもテレ
ビがあるところ、薬湯の心地よさ、無料垢すり
タオル、漫画の品揃えの豊富さ、休憩スペー

とにびっくりしました。手作り料理だから、ど
れもおいしい。お風呂屋さんでここまでしっか

今回使用している素材は私が全国色々な
産地に実際に赴いて見つけてきたもの。

貴重な国産鰻。

今後も日本の美味しいもの、美味しいもの

九州の養殖地にて大事に

を作る生産者さんを応援するべく、全国各地

育てられています。

の素晴しい食材を探し、商品やメニュー化、ブ

りと料理しているところは本当に珍しい。味
付けもはっきりしていて私の好みです。
あえて言うならば、餃子と自家製メンマと
自家製十割そばが好きです！

コラボメニューは今後鰻以外にも第2段・
第3段と続きます。そちらのメニューについて
もこだわりのポイントを教えて下さい！

ランディングやPRなどのお手伝いができれ
ばと思っています。
ありがとうございました！
ししゃもフライ・あじフライは2月より
メニュー開始です！

コラボメニュー開発のきっかけは何だった
のでしょうか？
草 加 健 康センターが 好きすぎる旨を、ツ
イッターに行くたびに呟いていたら、コラボを
させていただくことになりました！

ス、食事処の広さ、食事メニューの美味しさな

河瀬璃菜
＆湯乃泉

コラボメニュー

くせのない脂は国産ならでは。旨味のある
ふっくらとした鰻をとろりとした玉子と
いっしょに。

脂ののったししゃもに
濃厚な明太ディップがよく合います。

サクサクの食感にさっぱりとした
葱ソースが
ぴったり。

どお気に入りポイントを挙げるとキリがあり
ません。笑

健康センターのお気に入りのメニューを
教えて下さい！
湯乃泉の料理で一番を決めるのは難しい
です。厨房を案内してもらいましたが、本当
に既製品を使う事がほとんどないというこ

このツイートから
コラボは始まり
ました！

葱

明太

第1弾

うな玉丼

終了

しました

ししゃもフライ

ディップ

500円 +税

あじフライ

ソース

500円 +税

