スーパー銭湯「葵湯」のお得な
情報をお届けします！
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こんにちは！
大西数樹（かずき）です。
葵湯オープンに合わせて、大阪から
から岡崎に移り住み、早半年が経ちまし
た。人のやさしい三河にもすっかりなじ
んで、毎日楽しく働いています。
普段はお客様の前に出るよりも、裏方
の仕事が中心です。
朝は､ 開店の３時間くらい前
から掃除や、お湯はり、水質の
チェック、機械の点検など、いろ
いろな仕事があるんですよ。
お客様にゆったりお風呂に入
っていただいて、また来よう！と
思ってもらえるよう頑張っていま
す。 どうぞ、よろしゅう〜！

葵湯名物！常滑焼きの﹁壺湯﹂

おすすめ！湯の楽しみ方

穏やかな人柄と、ゆったりとした関西弁で、 恋人募集中！
スタッフみんなに慕われている、当店 副支配人!

こんなに大きな壺︑どうやって造ったの？

カメや壺な ど大き な ものを 造 るのが得 意な ︑常 滑 焼き
な ら ではの技 術 ﹁ヨリコ造 り﹂という 方 法 で造 ら れていま
す ︒焼物 師 が︑台のまわ りを回 りながら︑﹁ヨリコ﹂と呼ば
れる太いひも状の粘土を積み上げていきます︒
また︑壺 湯 は保 湿性に優れ ︑遠赤外 線 やマイナスイオン
など陶器特有の身体にやさしい効果もあります︒
お一人でゆったり入るもよし︑お子様と仲良く入る
もよし︑是非︑お試しください！

葵湯で働くスタッフを紹介します！

１１月のイベント案内

１１月月間
イベント

★

★

★

再入浴キャンペーン！
★
★
１１／２３（木）〜１１／２８（火）

網の匠「伊勢志摩海鮮市」

勤労感謝！５００円入浴

★伊勢海老つり（各日３０名様）（11 時 30 分〜、１６時〜）
その場でお召し上がりいた
★セルガキ（殻付き）販売 （だくこともできます！）
★ひおうぎ貝販売（ホタテ貝に似たとてもおいしい貝です。）
★その他、干物、アオサ類､海苔の佃煮など、販売予定！

大人お１人様５００円でご入浴いただけます。

替り湯を始めました！

バラエティ豊かなお湯をお楽しみください。
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いつもお仕事､お疲れ様です！

１１／１（水）〜５（日）
フランスベッド マッサージ器体験会

肩こり、腰痛、ヒザ痛でお困りの方、是非お試しください！
（１５分間：２００円)

１１／６・１３・２０・２７（月）

次回開催予定は、１２月２７日（水）・２８日（木）です。お楽しみに！

替り湯

26 いい風呂の日

デトックス

緑茶

エイボン お楽しみキャンペーン

プレゼ ント付会員登録会、抽選会、
美容相談会！ （11 時〜18 時）

１１／１１（土）・２６（日）「いい風呂の日」
「いい風呂でポイント２倍」 メンバーズカードの
ポイントが２倍。
１１／１１（土）・１２（日）・２５(土)・２６(日)
体内毒素が足元からどろどろ〜
デトックス体験会 っと、出てきます。 15 分：1500 円
（15 時〜21 時） 30 分：2000 円
人数に限りがございます。
１１／２０（月）〜２２（水） 現金
詳しくはエステ
フェイシャルエステ ５００円キャッシュバック 受付けまで！
１１／２１（火）〜２６（日） 農 の匠の 果物 を使 った「農の
匠 スペシャルジュース」他、 お
フレッシュジュース屋台 いしいジュースがいろいろあり
ます！（13 時〜21 時）
１２／４（月）・５(火)
休館日 設備点検のためお休み
させていただきます。
ご迷惑をおかけいたします。

※イベントは予告なく変更させていただくことがございます。

事業主さま

★

〜心も身体も、リフレッシュ〜

１１／１７（金）〜１９（日）（11 時〜20 時）

月

お食事の前にも後にもご入浴！

あなたの事業所でも電気の給湯設備を導入されてはいかがでしょうか？

「葵湯」の給湯設備は、大型エコキュートです！
安心 しかもクリーンで経済的 環境にやさしい給湯システム
お問合せ先：フリーダイヤル ０１２０-８５１４５５ （エコアイスゴーゴー）
受付時間/9 時〜17 時（土曜・日曜・祝日を除く）

６基の大型エコキュートが
設置されています。

回数券ナンバー宝くじ実施中！

秋の味覚が豊富です！

この季節

にうれしい！

温
温か
か〜
〜い
い 鍋料理を紹介します。
ご家族で、お仲間同士で、
お楽しみください！
韓国風海鮮チゲ鍋

特選の一品

たっぷりの魚と野菜をピ
リカラッ！ スープで煮込
んで、お箸もどんどん進
みます。仕上げはもちろ
ラーメン付 んラーメンで。

１１月１日（水）〜２６日（日）に
ご購入いただいた回数券が

米寿婆ちゃんの

「きゅうり糠付け
きゅうり粕付け」
８８歳 のお元 気なお 婆
ちゃんの手作りです。さ
すがに美味しい！

スタッフのおすすめ！
私のおすすめは「筆柿」です。生食、干し柿のどち
らもおいしく召し上がっていただけます。種の形
が、よく見る次郎柿と違って、お菓子の「柿の種」
そっくりなんですよ！ 是非、どうぞ。

１等：現金 １０,０００円
２等：現金 ５,０００円
３等：現金 １,０００円
４等：無料ご入浴券１枚

野菜・玄うどん付

森林とり鍋

宝くじになります！
（１名様）
（１名様）
（５名様）
（３０名様）

照葉樹のミネラル（森林の
エキス）で育 った、健康 な
鶏 を使 用！お子様 たちに
も大好評です。
玄うどん付

ちゃんこ鍋
お肉 、 お魚 、ホタテ貝 、色
んな味が混ざり合い、皆で
わ いわ い楽しめます！ 味
噌味・醤油味、選べます。
ラーメン付

おでんもつ鍋
〜発表は１２月初旬・店頭にて行います！〜

宴会タクシーサービス始めます！

人気のおでんをお鍋 に
しました。 じっくり 煮 込
んで、ゆ っくりお召し上
がりください！ 仕上げ
のラーメンも絶品です。
玄うどん付

玄うどんすき鍋
豊富な海鮮食材を
存分 にお楽しみいた
だきた い内 容 です 。
火を通し過ぎないこと
がポイントです。

《宴会 ご予約のお客様》
お帰りの際、タクシー料金の
一部を「葵湯」が負担します！

各メニュー （お一人様）１，９８０円 （２名様より承ります。）
宴会用のコースにすることもできます。（お鍋＋お料理 ２,５００円〜）

（詳しくはスタッフまで）

＋１,０００で飲み放題（９０分間）もできます。なお、３日前までにご予約ください。

こんにちは。飯田美里です。

超気持ちぃぃ〜「お風呂＋エステ」で 大好評！

眠っちゃうほどリラックス！

この機会に是非
お試しください！
１１月２０日（月）〜２２日（水）

お風呂上りのエステ、あなたはもう体験されましたか？

上記期間にフェイシャルエステをご利用のお客様には、
５００円（現金）をキャッシュバックさせていただきます。

ゆったりと温まった体に、ほのかに香るラベンダーの香り、
やさしく心地よい音楽、

♪そして、顔や体を触る手の触覚で、

あまりの気持ちよさに眠ってしまう ｚｚｚ...お客様も多いんです！

やさしくて腕のいい女性スタッフが
あなたの疲れを癒します！

葵湯エステルーム

フェイシャル
エステ価格

スーパー銭湯 「 葵 湯 」
営業時間 10:00〜24:00（受付は 23:00 終了）
年中無休（ただし設備点検のため、年間数日休ませていただきます。）
お問い合せ Ｔｅｌ．０５６４−７４−１１２６
〒444-0849 岡崎市戸崎新町 2 番 1 号

www.kiray-yu.com/aoiyu/

20 分間
40 分間
60 分間

会員 2,500 円（一般 2,700 円）
会員 5,000 円（一般 5,400 円）
会員,7,000 円（一般 7,500 円）

入 浴 料
大人
（会員）６５０円
（一般）７００円

フェイシャルエステ
５００円キャッシュバックキャンペーン

痩身・美顔ばかりでなく、当エステルー
ムでは、何よりも「リラックス」効果
を大切にしています。
リラックス中の副交感神経が働い
ている時（うとうとしている時）は、
オイルやマッサージの効果が
さらに引き出され、肌がきれい
になりやすい他、ストレスが減り、
体の機能も高まります。

「もう、そういう時代でしょ」
火を使わない暮らし 理由があるから

オール電化

広がっています。

４歳以上、

小人 小学生以下
（会員）３００円
（一般）３５０円
回数券（会員のみ）

10 枚綴り 6、000 円

お気軽に
お立ち寄りください！
IH クッキングヒーターをはじめ、 葵湯となり「DENKA プラザ岡崎」
各種オール電化機器をご覧・
お問合せ先 ０５６４−５５−５０６７
体験いただけます。
受付時間９：３０〜１７：００

