ハレの日の
笑顔のために

社員一同
心を込めた

た か む ら とおる

●宅食事業企画部 物流企画

高村 亨

ます。しかし『わたみのおせち』は、

ように味付けや塩分を濃くしてい

「一般的におせちは、日持ちする

食べやすくする工夫も。

なわかさぎの佃煮を入れたりと、

したり、田作りの代わりに軟らか

また、海老は殻をむいたものに

い

だ

まこと

物流
担当

の しま ひろやす

製造
担当

仕入
担当

企画

しさを楽しんでください」

心しました。素材そのもののおい

形のきれいな海老を確保できて安

「今回のおせちでも、おいしくて

は木野島の腕の見せどころです。

いかにおいしい食材を見つけるか

に大きな差がつくという水産品。

加工や輸送の方法で、味や食感

なければなりません」

には、相場をくまなくチェックし

質、形の良いものを仕入れるため

のがホタテやズワイガニ。味や品

担当

「ここ数年、値段が上がっている

います。

全体の水産品の仕入れを担当して

だけでなく、普段ワタミグループ

が、水産品担当の木野島。おせち

どから良い食材を調達してくるの

が使われています。各地の漁場な

ど、おせちにはたくさんの水産品

海老やホタテ、カニやアワビな

おせちに欠かせない水産品。
味や食感に妥協はしません

コンセプトやメニュー開発など、
わたみのおせちの骨子を作る。

庄﨑まゆみ

しょうさ き

●宅食商品本部 製品開発部

おせちだけでなく、ワ
タミグループ全体の水
産品の仕入を担う。

木野島 弘康

き

●仕入部 水産品担当

調理や盛り付けなど、お
せちの製造現場の責任者。

三井田 誠

み

●宅食生産部 手づくり厨房
宅食関東エリア
統括センター長

どこの工場でいくつ製造
し、どう運ぶのか。おせ
ちを物流面から支える。

おせち です。

おいしく召し上がっていただける

「おせちを召し上がった皆さまの

１年３か月を か け た
一 大 プ ロ ジェクト

各社のおせちパンフレ
ットが出そろう秋ごろ、
スタート！ 早くも次の年の企画を
開始。春ごろまで、ど
んなおせちにするのか
試行錯誤を重ねます。
お客さまに喜んでいただける
おせちをお届けしたい。
わたみのおせちプロジェクトは、
前年の10月よりスタートします。
企画からお届けまで、各部門の
連携は必須。全社員が
思いを込めたプロジェクトです。

年の始めを祝うハレの日のお料理だから、
特別な思いを込めて。
お客さまにより良い年をお迎えいただきたいから、
「わたみのおせち」は社員一丸となって取り組んでいます。
今回は、
「わたみのおせちプロジェクト」の奮闘を
各部門のリーダーに聞きました。

最高のおせち作りのために、
スタートは1 年3 か月前
お客さまのご意見をもとに
毎年必ず進化させています
「『ワタミの宅食』のお客さまの
ためのおせちだから、毎日慣れ親
しんでいただいているお弁当・お
惣菜の味を基本としています」と
言うのは、おせちの企画を担当す

よう自然な味付けにしています。

感想やご意見が私の原動力。より

いしさには特にこだわっています」

冷蔵でお届けするのも、味や食感

良いものをお届けするため、毎年

る庄﨑です。

の良さを大切にしているから。
おせ

進化させています」

わたみのおせち
プロジェクト

2016 年
10月〜

企画

企画担当のこだわりを
形にするため、味、品質、
価格などの面で、より
良い食材を探して東奔
西走。不漁の年は苦労
も多いのだとか。

冷蔵でお届けする「わ
たみのおせち」は12月
31日のお届けに向けて、
集中的に調理と盛り付
けを行います。交代制
で夜を徹して製造を行
う現場は時間との戦い
です。

仕入
2017年
2 月〜

製造

出来上がったおせちは、
大晦日に一斉にお届け
されます。天候、交通
渋滞など、刻々と変化
する状況に、最後まで
緊張の糸は緩
めません。

2018 年
元日
2017年
〜12 月30日

お届け
ワタミグループ全体の水産品の
担当でもある木野島。
「食感の良
さにもこだわって選んでいます」
。

2

「わたみのおせち」
2017.10

3

ちらしい華やかさだけでなく、お

「どうしてもメニューに入れた
い食材は、仕入れの木野島に無
理をお願いすることも」と庄﨑。

2017年
12 月31日

”
る 思 い 、伝 え た い

け
“届

だけの時間がかかるのか、人員を
どう配置すれば効率がいいのか検

る三井田。普段扱う食材とは異な

そう話すのは製造部門を統括す
一秒を争う時間との戦いのため、

が起きることもありますし、一分

「それでも現場では予期せぬ事態

討を繰り返します」

るものが多く、また、いつものお

早期割引
お申込期限

当日は緊張のしっぱなしです。で

るため、事前の準備はとても大切。

お客さまの元に届くまで、
最後まで気が抜けません

製造現場は時間との戦い。
緊張の連続です
月 日の深夜、いつもは「お

インに作り変えられます。
12

の本番まで、ひとつ作るのにどれ

「調理と盛り付けを行う 月 日
30

るラインが、おせち製造の専用ラ

弁当・お惣菜」の製造を行ってい

29

弁当容器ではなくお重に盛り付け
も全ての盛り付けが終わっ
たときのスタッフたちの安

北陸の名宿
「加賀屋」
が
監修しています

「わたみのおせち」は、
能登を代表
する老舗旅館「加賀屋」が監修し
ています。加賀・能登の幸と奥深
さが加わったひとつ上の味わいが、
全てのお重で堪能いただけます。

高村。
「元日に召し上がってい
ただくものだから、遅れ
があってはなりません。
どこの工場でいくつ作れ
ば効率よく運ぶことがで
きるのか、事前にしっか
りとした計画を立てるこ
とが何よりも大切です」
事前の計画に沿って配
送されているか、チェッ
クを行うのも高村の仕事。
おせちを積んだトラック
の現在地を把握し、天候
や渋滞についての情報収

集をしながら、営業所に運ばれる
まで状況を見届けます。
「おせちがお客さまの元に届くま
で、気は一切抜けません。緊張も
集中もしますが、最後のひとつま
で無事に届いた連絡が入ると、心
からホッとする自分がいます」
より良い年をお迎えいただきた

くらいうれしさを覚えます。

ガッツポーズが出てしまう
客さまのご自宅にお届けします。

せち」は、 月 日の大晦日にお

冷蔵でお届けする「わたみのお

こだわりの詰まった「わたみのお

たみのおせち」に携わっています。

はじめ社員一同、その思いで「わ

い。プロジェクトメンバーたちを

プレッシャーもありますが、

二段重
（2人様用）

祝いの席を彩る、
お 人様にぴったりの
サイズです。

一段重
（1人様用）

問題●四角に入るアルファベットは何でしょう？ ヒントを参考にお考えください。

12

お 人様用の一段重は、
ご家族の人数分
ご用意されるのも
おすすめです。

●お申し込み・お問い合わせは、
「まごころスタッフ」まで

せち」を、ぜひご賞味ください。

どこで作ってどう運ぶか。
計画づくりが大切です

「
『わたみのおせち』は、みんな
の思いがつながってできている
なと思います」と高村。

9,500円（税込）

物流に関する業務を担当するのは

堵した顔を見ると、思わず

おいしいものをお届けした
いから、各地からより良い
食材を集めます。

やりがいがあります」

豪華三段重

（3～4人様用）

大きな伊勢海老が目を引く
豪華三段重。贅を尽くした
祝い膳です。

三段重

（3～4人様用）

冷蔵
冷蔵

「おせちの製造は一年の締めく
くり。これが終わってやっと、
ひと息つけます」と三井田。

鯛の祝い姿焼きをはじめ、
海の幸の数々が
壱の重を飾ります。

➡ H ➡ H ➡T

I➡R➡H➡ ?

10,000円（税込）

2,850円（税込）

10月25日（水）
「冷凍でお届けするおせちとは味と食感がまるで違う」と企画担当の
◎ご予約承り期限 11月29日
（水）
庄﨑が言うように、おいしさにこだわって、
「わたみのおせち」は冷蔵で
お届けいたします。早期割引が適用されるのは10月25日のお申し込みまで。
お早めにご予約ください。

31

冷蔵
冷蔵

早期割引価格

早期割引価格

2

1

4
答えは14ページにあります
2017.10

5

A➡I➡U➡E➡O
ヒント：

19,000円（税込）

通常価格

3,000円（税込）

通常価格

28,500円（税込）
早期割引価格

早期割引価格

12

早期割引

おいしさにこだわっているから

「わたみのおせち」
は
冷蔵でお届けします!

30,000円（税込）
通常価格

20,000円（税込）

通常価格

”
る 思 い 、伝 え た い
け
“届

