●宅食営業本部
営業サポートチーム

●宅食 商品企画部
調理済み企画課

木佐貫靖人

が

宅配のお弁当で

松茸

毎日の献立のほか、松茸など
季節の献立にも工夫を凝らす
企画担当。

木佐貫 企画担当の木佐貫です。

木佐貫 煮物は湯葉巻きを中心に

松茸ご飯も味が良いですね。

松茸献立の企画担当

木佐貫 のこだわり

お届け

今年の
松茸献立 も
おいしく
できました！

9/15（金）に

味覚の秋の到来です。
今年の松茸の献立は、企画担当いわく
例年以上の自信作。そこで、 月 日（金）の
お届けを前に、いつもご利用いただいている
お客さまをお招きし、ご試食いただきました。

食べられるなんて
思いもしませんでした

今年の松茸献立は、よりおいしく

食べごたえあるものにしています。
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幕田千早

趣味は 年以上続けてい
る社交ダンス。大会に出
ることもあるそうです。

営業所での所長経験を
生かし、営業のサポー
トを担当。

●ご利用歴

約4年

河野恭子 様

●ご利用歴

約6年

ゴルフやフラダンスの
ほか、ボランティア活動
も活発にされています。

「まごころスタッフ」
歴
年、今回ご出席の渡

渡辺恵美子 様

おいかわよしつぐ

●
「まごころスタッフ」 辺様にも毎日お届けし
（東京・大田羽田営業所） ています。

笈川善次 さん

いつも人気の松茸献立、

感じていただけるように味付けや

笈川 人参もちょうどいい硬さで、

さて、
今年の味は？

食感など、工夫を凝らしています。

煮加減もバッチリですね。
だと思います。それにしても、宅

皆さま、いかがですか？
いですね。

配のお弁当で松茸がいただけるな

渡辺 煮物のおだしの味がいいの

渡辺 いいお味が出ているし、具

んてうれしいです。

河野 松茸ご飯は香りがすごくい

材も豊富で満足感があります。

幕田 松茸の献立は毎年好評なん
が来るのを待ち望むかのように期

笈川 椎茸などの具材が、さらに
す。

待されている方も多いんですよ。

です。今か今かと、まるでお祭り

河野 「ワタミの宅食」は薄味で

河野 季節が感じられるメニュー

松茸を引き立てている感じがしま

もしっかり旨みがあっておいしい

2017.9
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松茸献立は

「湯葉巻きの煮物 松茸添え」は、
湯葉巻きや人参など、煮物自体
のおいしさが際立っていました。
これは満足できますね。

「まごころおかず」では
あまり入れていない湯葉
巻きを入れ、しっかりと
食べごたえのある組み合
わせにしています。
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「湯葉巻きの煮物
松茸添え」

献
茸
松
4

はとても楽しみにしています。

今年は具材の数を増や
し、より旨みが感じら
れるようにしました。

会

立 お客さま試食＆座談
のが気に入っている理由のひとつ。

「松茸ご飯」

4

4
4

2
※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。

3

「松茸ご飯」は香りがとっ
てもよかった！ 味がしっ
かりしていたし、松茸も食
べごたえがありました。
味も香りもとてもいい
ですね。これならお客
さまにも自信を持って
おすすめできます。
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旬を感じることができるのも

を余らせてしまうことがあります。

買い物をしても使い切れずに食材

河野 私はひとり暮らしですから、

になるかと思って始めました。

だからお弁当をお願いするとラク

ど毎日忙しく飛び回っています。

渡辺 趣味やボランティア活動な

けは何ですか？

を利用されるようになったきっか

幕田 ところで、
「ワタミの宅食」

いた松茸ご飯もそうですが、変わ

く調整しています。ご試食いただ

などを考えて、水分量などを細か

木佐貫 実はご飯はその日の気温

しかったのが良かったです。

河野 ご飯の炊き方がすごくおい

も私に合っていました。

が、飽きないんですね、味が。量

渡辺 もう７年くらいになります

かがでしたか？

幕田 実際に召し上がってみてい

「ワタミの宅食」
の良さです

もったいないなと感じていたとき、

毎日届けてくれるのも
うれしい。
これからも続けます。
渡辺 いろいろなものを食べたい
けれど、たくさんのおかずや、
「湯
葉巻きの煮物 松茸添え」のよう
な手の込んだものを作るとなると、
買い物も調理も大変です。
河野 私は「ワタミの宅食」を始
めて、買い物に行く回数が減り、
体がラクになりました。暑いとき
も寒いときも持ってきていただけ
て、松茸のような旬を感じること
ができるのはありがたいですね。
渡辺 私は笈川さんに届けてもら
っていますが、ハロウィンには仮

なら好評なんじゃないかしら？

楽しみ。今年の松茸ご飯も、これ

渡辺 時折ある混ぜご飯は本当に

わりのポイントなのです。

ころスタッフ」のことも心待ちに

幕田 おいしさだけでなく、「まご

うれしいですよね。

河野 そういう細やかな気遣いは

声をおかけするようにしています。

●水色のマスは通れません。
●水色のマス以外すべてのマスを通ってください。
●同じマスは一度しか通れません。
●線が進めるのはタテとヨコだけでナナメには進めません。

りご飯は特に調整が難しく、こだ
装して届けてくれるんですよ。

木佐貫 ありがとうございます。

してくださっているのですね。で

笈川 私はできる限り手渡しして、

さらにおいしく召し上がっていた

ゴール

は、本番の松茸献立のお届けも楽

宅配のお弁当で松茸が
食べられるなんて！

❸「まごころスタッフ」が親切！
いつも気にかけてくれます

だけるよう、ぎりぎりまで調整し

※献立、お届け日は変更になる場合があります。 ※
「まごころ万菜」
は一部お届けしていない地域がございます。

しみになさってください。本日は

問題●スタートからゴールまでを線で結んでください。

ていきます。

ありがとうございました。

スタート

皆さま「おいしい！」と
大好評。終始、笑顔の絶
えない試食会でした。

松茸ご飯

（三重県・M様）
（岐阜県・O様）

4
答えは16ページにあります
2017.9
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❸バランスがいい！
自分ではここまで作れません

「ワタミの宅食」を知りました。

❶届けてくれるからとてもラク！
買い物の回数も減りました

❷薄味でいつまでも飽きない！
カロリーもコントロールでき
うれしいです
（大阪府・S様）

松茸ご飯は香りが
すごくいいですね
「ワタミの宅食」
河野さんの
お気に入りポイント

「ワタミの宅食」
渡辺さんの
お気に入りポイント

野菜の炊き合わせ 松茸添え
鶏団子と野菜の炊き合わせ 松茸添え

私は変わりご飯がとて
も楽しみ。松茸ご飯で
季節感を届けていただ
き、
ありがたいです。

季節感を感じることが
できるのは最高です。
管理栄養士さん、あり
がとうございます。
先日は松茸の香りが部
屋中に漂って本当に幸
せでした。毎日、
ふたを
開けるのが楽しみです。

薄味ながらも上品なだしと、椎茸などの具
材の旨みが、松茸を引き立てます。
たっぷりのだしで炊き上げた湯葉巻きや人参
に松茸を添えて。
季節が感じられるひと品です。

※写真はイメージです
※写真はイメージです

※詳しくは「まごころスタッフ」へ
お問い合わせください。

◎ご注文締切は9月6日
（水）
です。

❶いろいろなおかずが
食べられる！
作るとなったら大変です

松茸の献立は
昨年も
好評でした！

9月15日（金）にお届け!

松茸の献立

❷ご飯がおいしい！
炊き方も量も私好みです

の煮物
湯葉巻き
松茸添え

「まごころおかず」
「まごころ御膳」以外のお弁当・お惣菜にも「松茸献立」が入ります。どうぞご期待ください。
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