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宅食チャレンジ
始まります！

健康でいたいから
続けています︒

「まごころスタッフ」の野中早苗
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たと鴨川様︒﹁毎日のサイク
リングでいい景色に出会え
るように︑続けることで楽
しみが増えるのは︑何もの
にも代えがたいですね﹂と
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毎日たまるシールを
集めるのが楽しみです︒

お客さまに、健康的な生活を送り、
楽しみながら「ワタミの宅食」を続
けていただきたい、という思いから
始まった企画。毎日のお弁当・お惣
菜に付いている「ポイントシール」
を集めて、プレゼントと交換。
「も
っと続けてほしい」とのお声に応え
て、4月より「第２回宅食チャレン
ジ」が始まります。

鴨川様が「ワタミの宅食」のお弁当を
利用し始めたのは、今は亡き奥様の介
護をされていた頃。慣れない手料理が
奥様のお口に合わないこともあり、当
初は他社のお弁当を取られていました。
しかし、
味に不満があったことから、
担
当のケアマネージャーさんに相談。お
いしくて健康にも配慮した、評判のい
いお弁当がある、との話を聞いて、
「宅
食らいふ」が始まりました。

、
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続けまし

昨年から実施している
﹁宅食チャレンジ﹂
︒
大好評の中︑﹁もっと続けてほしい﹂
とのお声に応えて︑
４月より
﹁第２回宅食チャレンジ﹂
が始まります︒
開始当初よりシール集めを続けていらっしゃる
鴨川様にお話をうかがいました︒

「宅食チャレンジ」とは？

埼玉県春日部市
体調に合わせながら無理をせずサイクリングを
続ける鴨川様。今後は、奥様のお墓参りの数を
増やすのが目標だとか。
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スクラッチカードで豪華特典を狙おう！

特賞（20名様）

「JTB旅行券（5万円分）
」

A賞（40名様）

「ワタミグループ共通お食事券（1万円分）
」
、

「手首式血圧計」
、
「プロ8人が熟睡を追求した枕」の中から1点

B賞（400名様）

」
、
「ワタミグループ共通お食事券（5000円分）
「グルメカタログギフト」
、
「クッション型マッサージ機」の中から1点

C賞（12,000名様）

「ワタミグループ共通お食事券（500円分）
」

D賞

「ウェットティッシュ」

必ずもらえるコース

世界遺産紹介も。
旅しているように
楽しんで進めて
ください。

30ポイント

「BOXティッシュ（1個）
」

60ポイント

「食品用ラップ22㎝×15m（1個）
」

90ポイント

「食器用洗剤＆スポンジ（1セット）
」

120ポイント

（2食入）
「野菜のキーマカレー
」
、
」など
「レンジでおいしい焼魚（2個入）
「まごころ商店」5商品の中から1点

各台紙に
健康・運動の情報を
入れました。

150ポイント

」
、
「牛丼の具（2食入）
（2食入）
」
「和風ハンバーグ[おろしソース]
など
「まごころ商店」8商品の中から1点

昨年、広報・CSR部より
現部署に移り、
「宅食チャ
レンジ」の企画・運営担
当に。
お客さまの満足を高
める施策に奔走している。
好奇心旺盛な性格で公私
共にとりあえず何にでもチ
ャレンジする主義だとか。

おかげさまで
﹁宅食チャレンジ﹂
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は好評を得て実施期間を延長︒そ

して︑ 月からはさらに内容を充

実させた﹁第２回﹂の企画がスタ
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ートする運びとなりました︒

「ワタミの宅食」を利用し
て
丸２年を迎えますが、毎日
、
生活の一部になっています
。
今は、ポイントが楽しみで
す
よ。長く続けてほしいと思
い
ます。 （三重県・U.T様 女性

ためる楽しみをさらに

拡充させました︒

﹁当企画の目的は︑より健康にな

っていただくこと︑
そして楽しみを

増やしていただくことです﹂と芦

（埼玉県・K .S様 男性）
した。

芦野恵理子

野︒第２回の改良点として︑まず

答えは18ページにあります

貼
ポイントシールを150枚
って、楽しく日本縦断ツー
リストを完走することがで
きました。また続くという
ので、また楽しみができま
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は健康情報をシールの台紙それぞ
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感謝の気持ちから

ーナーも設けました︒また︑お楽

シールを
集めるのが
毎日楽しみです!

らに楽しんで進めていただけるよ

﹁
﹃ワタミの宅食﹄は︑毎日続けて

しみの賞品として︑スクラッチカ

アンケートの
お声から

始まりました︒

いただくお客さまに支えられてい

ードをけずって豪華賞品が当たる

ケン
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う︑日本全国の世界遺産の紹介コ

ます︒なにかの形で感謝の気持ち

コースを新設︒
﹁ワタミの宅食﹂にも

ポチ
タロ

をお伝えできないか︑それが﹃宅

ケン

使えるお食事券など︑
賞品の選定に

ポチ

食チャレンジ﹄の原点でした﹂と

コロ

は各営業所の意見も反映しました︒

コロ

語るのは︑宅食営業本部の芦野恵

4

問題●4匹の犬、ポチ、タロ、コロ、ケンの体重を量っています。
体重が重い順に、１位〜４位まで、順位をつけてみましょう。
ケン

健康を意識しながら︑日々楽し

※詳細は第2回
「宅食チャレンジ」シール台紙をご覧いただくか、
「まごころスタッフ」へお問い合わせください。

理子︒続けていただくことで︑よ

ります︒

●実施期間：2017年4月1日〜2018年4月1日
●対象商品：まごころ御膳・まごころこばこ・まごころおかず・まごころ万菜・いきいき珠彩 1食につきシール1枚
お料理キットは対象外とさせていただきます。
●実施内容：毎日のお弁当・お惣菜に付いているポイントシールを台紙に貼って、ポイントをおためください。
一定のポイントごとに、コースを選択して特典のお申し込みができます。

くシールを貼り進めていただけた

見本

第2回●宅食チャレンジ実施概要

り健康になり︑そしてその先にプ

ワタミグループ共通お食事券

※特典内容は変わる場合があります。

ら︑と芦野が期待を込める﹁第

レンジでおいしい焼魚
サバの照り焼き
（2個入）冷凍

レゼントがあることでより楽しく

和風ハンバーグ
［おろしソース］
（2食）

回宅食チャレンジ﹂
︑ 月から始ま

食品用ラップ

取り組んでいただけたら︑と芦野

クッション型マッサージ機

手首式血圧計
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日用品・
「まごころ商店」商品と交換！

は言います︒

JTB旅行券
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毎日︑
楽しみながら
﹁ワタミの宅食﹂
を
召し上がって
いただきたいから︒

けずって当てようコース

新しい
﹁宅食チャレンジ﹂
は︑
豪華特典が当たるコースも選べます!
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ポイントシールが始まり、
「貯
「食べる楽しみ」に加え、
める楽しみ」が加わりまし
た。ポイント２倍になる週
は「楽しみも２倍」です。
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