“料理人”と“管理栄養士”の思いが
献立一つひとつに込められています。
栄養バランス

楽しさ

食事は私たちの体を作るもの。だ
から「毎日お弁当を継続して食べ
ていただくことで、皆さまの健康
管理のお役に立つことができれば」
と荒木は言います。1日だけでな
く、一週間の献立の栄養バランス
を考え、塩分やカロリーなどの調
整を行っています。

食事を楽しんでいただきたいから、
さまざまな工夫を加えています。
例
えば「まごころおかず」には6種類
のお惣菜が入っていますが、バラ
エティ豊かな味に仕上げているの
もそのひとつ。また、見た目もお
いしさのうちと、彩りのよい組み
合わせを考えてお届けしています。

る 思 い 、伝 え た い

〟
料理人〝と
〟
管理栄養士〝。

”

「ワタミの宅食」の

テストキッチンに立つ料理人の稲田
（左）
と管理栄養士の荒木。
おいしい献立作りのために妥協はありません。
※このコーナーの写真は、献立開発のためのテストキッチンにおいて、献立企画開発担
当者のイメージを撮影したものです。実際の製造工程においては、厳重な衛生管理のも
と、全ての従事者が定められた白衣、帽子、手袋等を着用しています。

おいしい献立を
作るのは

コトコトと音を立てる鍋からは、

食欲をそそるいい香りが漂ってい

ます。ここは「ワタミの宅食」の

テストキッチン。宅食商品企画部

と開発部のメンバーが、新しい献

立の開発や見直し、製法の改善な

どを行っている場所です。

「毎日おいしく召し上がっていた

だくために、何より考えるのはバ

ランスです。塩分、カロリー、彩

り、味わいなど全体を見て、献立

を作っています」と言うのは、管

理栄養士の荒木麻貴子。そして荒

木たち企画部が提案する献立を形

にするのが、稲田知嗣たち開発部

の料理人です。

「おいしい、は当たり前。工場で

作る際の効率や、食べるときの楽

しさにも心を配ります。だから試
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作は何度でも」と稲田が言うよう

に、ときに 回以上の試作、試食

を繰り返すこともあるのだとか。

荒木は言います。
「毎日のおい

しい食事で、楽しく豊かな食生活

2017.5

を送っていただきたいというのが、

私たち献立を作る担当者の思い。

んにほめられた』といった声をい

ただくと、
本当にうれしいのです」

3

『おいしかった』とか『お医者さ

お いしさや 栄 養 バ ランス はもち ろ ん 、楽しさにも こ だ わ って い ま す。

毎日お届けしている
「ワタミの宅食」
の
お弁当やお惣菜。
その献立を作っているのが、
企画＆開発のメンバーです。
すべてのお客さまに、
食事を楽しんでいただきたい――。
献立作りの現場を訪ねると、
豊かな食生活を願う
一人ひとりの熱い思いにあふれていました。

おいしさ

温め直してもおいしく召し上がっ
ていただけるよう、調理方法を工
夫しています。
「“おいしい”瞬間
を探すため、何度も試作をします。
作ったものを一度冷やし、レンジ
で温め直してから試食するのも、
お届け時と同じ状態を再現するた
め。妥協はしません」と稲田。

納得いくまで、試作は
何度でも。献立作りは、
毎日が真剣勝負です

栄養バランス、おいしさ、楽しさ。

け
“届

2

お届け

大根と
豚肉の煮物

ただかわみなみ

只川南

管理栄養士の只川いわく、
たくさんの試作を繰り返
してできた献立は、思い
入れもひとしお。

5/16（火）

「大根と豚肉をしょうゆやみ
りん、だし汁で煮込み、コク
のある味わいに仕上げました。
豚肉と大根のハーモニーは格
別。食べ応えも十分です」

お届け

エビの唐揚げ
香草パン粉がけ
人気のエビを唐揚げにし、
オーロラソースで味付けま
した。トマト味のペンネと
一緒にどうぞ。

エビとホタテの
トマトカレー

豚肉の生姜だれ

2017.5

元々は外食事業に携わ
っていた小松。お弁当
の献立開発は日々勉強
なのだとか。

5/16（火）
お届け

エビフライ＆
ハンバーグ

お届け

「エビフライとハンバーグが一
緒に楽しめる人気のひと品です。
軟らかくてジューシーなハンバ
ーグは、
「ワタミの宅食」で長く愛
されている味。エビは満足感あ
る大きさのものを選んでいます」

●宅食商品企画部
あら き ま き こ

荒木麻貴子

いつまでも終わりがない
のが献立企画の仕事、そ
（金）
してそこにやりがいがあ
お届け
るのだと荒木。

5/19

300円

問題●8枚の100円玉が正方形の形

5

小松美幸

「炒めた豚肉に生姜風味のあんを
かけました。そのままでもご飯に
よく合いますが、小袋のとろろを
かければ、のど越しもよく、また
違った味わいが楽しめます」

スパイスの香りが食欲をそ
そるカレーに、エビとホタ
テをトッピング。食べ応え
があります。

鶏の唐揚げ
おろしがけ

400円

400円
答えは14ページにあります

●宅食商品開発部
しらいしけん

白石健

以前はパティシエだった
白石。これまでの経験と
知恵を生かし、おいしさ
探求に余念がない。

「下味に生姜を効かせた、
どこか懐かしい鶏の唐揚げ
です。からりと揚がった鶏
におろしがしっとりと寄り
添い、とても食べやすくな
っています」
●宅食商品開発部
いな だ ともつぐ

稲田知嗣

稲田たち開発を行う料理人の
仕事では、おいしさはもちろ
ん、作りやすさも重視してい
るのだそう。

300円

お届け

こ まつ み ゆき

※とろろ小袋付き

5/17（水）

に並んでいます。このとき、縦・横の
列をそれぞれ足すと、いずれも合計は
300円になります。 さて、この8枚の
100円玉を使って縦・横の列それぞれ
の合計が400円になる正方形に作るに
は、どのように100円玉を並べればい
いでしょうか？

5/15（月）
●宅食商品企画部

5月は
の月!
創業記念

”

5/17（水）

2017年

5月15日週は

イチオシ献立、お届け週間。
まごころを込めて作ります。

5/18（木）

●宅食商品企画部

上品な味付けのあさりご飯。
小袋のきざみ海苔をかけて
いただきます。

る 思 い 、伝 え た い

5

月はワタミにとって、創業

あさりご飯

にまつわる特別な月。毎日ご利

お届け

用いただく皆さまに感謝の気持

5/19（金）

5

ちをお伝えしたくて、イチオシ

「ふっくら、軟らかく仕上げたブ
リの照り焼きも人気の献立。身が
パサパサしないよう、試作を繰り
返しました。厚みのある身は食べ
応えがあります」

15

の献立をお届けすることにしま

ブリの照り焼き

トロッとやわらかな角煮は、
ご飯が進む甘辛い味付け。
旨みが凝縮した一品です。

した。５月の真ん中、 日週の

豚の角煮

献立は、いずれも企画開発担当

お届け

者イチオシのものばかり。各献

ぜひご注文ください!!

※詳しくは「まごころスタッフ」へ
お問い合わせください。

立に込めた思いを、メンバーに

5/19（金）

イチオシ献立
お届け週間

聞きました。

イチオシ献立そろえています!

ご注文締切は
5月10日（水）です。

5月15日週

この日集まった企画開発メンバーは 人。
おいしさだけでなく、塩分や栄養バラン
スなどを考え、献立を考えていきます。

その他の商品も

け
“届

お届け

「ワタミ株式会社」の前身となる「渡美商事」が、居酒屋「つぼ八」のフランチャイズ
店を出店したのが1984年5月のこと。東京・高円寺の一店舗からスタートしました。ま
たのちに「ワタミの宅食」となる「有限会社 長崎ディナーサービス」は、1978年5月、
食材セットの宅配を開始しました。5月はワタミにとって記念すべき月なのです。

※イラストはイメージです。お料
理は通常の容器でお届けします。
※献立、お届け日は変更になる場
合があります。
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