冊子
「まごころ商店」でご案
内している
「いつでも五菜」
「いつでも三菜」は、レンジ
で温めるだけの手軽さがう
れしい冷凍惣菜。麺類や丼

お近くに住む「まごころスタッ
フ」がお食事だけでなく“まご
ころ”
も一緒にお届けしています。

（※
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「ワ タ ミ の 宅 食」は 今 年 で

（※

届けしています。
管理栄養士と料理人が一緒に開
発する献立は、おいしさを追求し
ながらも、塩分やカロリーなどに
配慮したもの。週単位でバランス

（

そして昨年 月、これまでお届

た。

商品の開発にも力を入れてきまし

内。冷凍惣菜をはじめさまざまな

も、冊子「まごころ商店」でご案

一品欲しいときなどに便利な商品

またお届けのない土日や、もう

います。

健康的な毎日に役立つよう考えて

継続してご利用いただくことで、

良く栄養がとれるよう献立を設計。

（

年。

現在、 日約 万食のお弁当をお

40

一人でも多くの皆さまに
「ワタミの宅食」
の思いを!

受け継がれています。

（

けできなかった地域の皆さまにも、
「ワタミの宅食」の思いをお伝え
したいと、新しく「ワタミの宅食

ダイレクト」をスタートさせまし
た。 こちらは、
「まごころ商店」
で好評の冷凍惣菜などを、日本全
国に宅配便でお届けするサービス
です。
毎日の食事を通じて、お客さま
と地域社会にとってなくてはなら
ない存在になりたい。「ワタミの宅
食」はこれからも皆さまの暮らし
に寄り添ってまいります。

たいと始まりました。

タミの宅食」の思いを広め

フ」のいない地域にも、
「ワ

し ま す。
「ま ご こ ろ ス タ ッ

冷凍惣菜を宅配便でお届け

「まごころ商店」で好評の

冷凍惣菜を
宅配便で全国へ

毎日の食事を通じて、皆さまのいきいきとした生活のお役に立ちたい。
皆さまに喜んでいただける存在になるために、
「ワタミの宅食」はさまざまな
取り組みを行ってまいりました。昨年末、その思いをさらに多くの皆さまにお届け
するために、新サービス「ワタミの宅食ダイレクト」がスタートしました。今月は
そのご紹介とともに、あらためて「ワタミの宅食」の思いをお伝えいたします。

冷蔵で
お手渡し

ことで、家庭からも工場からも食材の
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（（

お弁当やお惣菜を「まごこ
ろスタッフ」がお届け。
※

謝を忘れず、喜びを創造していきたい。

おかげさまで高齢者食宅配

地域の皆さま、関わる全ての人々に感

市場「売上シェア７年連続
※

ムダを無くしたい。そしてお客さま、

１」を達成しました。

年のこと。食のムダを無くすという理

いつものお弁当・
お惣菜と併せて
ぜひどうぞ！

ィナーサービスが誕生したのは1978

2
※1：前身の会社の創業年から数えて。 ※2：2017年12月現在 ※3：当該市場には病者向け食宅配も含まれます。
※4：2010 年～2016年の実績。出典
「外食産業マーケティング便覧 2011～2017」
（株式会社富士経済調べ）
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「ワタミの宅食」の前身である長崎デ

の具シリーズも人気です。

月
年11
7
1
20
ート
スタ

創業から40年、
これからも皆さまと

2

詳細は
次ページへ

おいしさとバランスに配
慮した献立は、管理栄養
士が監修しています。

ワタミの
宅食
ダイレクト

念のもと、必要な分だけをお届けする

※

※

まごころ
商店

お届けはお手渡しが基
本。毎日お会いできる
ことが「まごころスタ
ッフ」の喜びです。

そんな創業時の思いは変わることなく

お弁当・
お惣菜
No.

”
い

思 い 、伝 え た
ける

“届

お いしさに は
理 由 が ありま す

「ワタミの宅食」
の
冷凍惣菜は
おいしくて便利！
冷蔵の商品と、冷凍の商品を
上手に使い分けされているお客さまが
たくさんいらっしゃいます。
そんなご意見を紹介いたします。

味とバランスの良さを
考え、
管理栄養士が
開発しています

●毎日お届けしているお弁当やお惣菜と
同じように、冷凍惣菜も味やバランスに
配慮して作っています。

近な存在でありたいという願いを

込めているのです。

り多くの皆さまの暮らしをお手伝

「私たちの挑戦はまだ始まった

新しく始まった
「ワタミの宅食ダ

いできればと思います」と言うの

ばかり。これまで培ってきた『ワ

イレクト」のロゴマークには、
「ま

は、
「ワタミの宅食ダイレクト」チ

タミの宅食』の経験を生かし、よ

ごころは、いつでもそばに。
」とい

0120-934-751

ームリーダー白石麻美子。たくさ

「ワタミの宅食ダイレクト」
お客さまセンター

う言葉が入っています。「まごころ

短針は
12分で
ひと目盛り
進みます

んの方においしさとまごころをお

体のことを考えたおいしい惣菜で、日本中に健康
をお届けしたい。その思いで「ワタミの宅食ダイ
レクト」チームは結成されました。リーダーの白
石を中心に、いかに皆さまに喜んでいただけるか
を考え、業務に取り組んでいます。

7時12分

スタッフ」がお届けするお弁当や

チームリーダー

●笠原祥子

パンフレット
制作担当

届けしていきます。

●白石麻美子

お惣菜も、宅配便でお届けする冷

管理栄養士

凍惣菜も、お客さまを思う“まご

●藤尾真紀子

●
「ワタミの宅食ダイレクト」
につい
ての詳細は、「ワタミの宅食ダイレク
ト」お客さまセンターにお問い合わ
せください。

この時計は何時を示しているでしょうか？ ヒント：短針は12分でひと目盛り進みます。

ころ”は同じ。皆さまが笑顔で毎

にも、おいしさとま
ごころ
のどなた
を。

がかたちにしました
ち
。
私た

問題●短針も長針も同じ長さで、数字も書かれていないばかりか、どちらが上かもわからない時計があります。
《例》

※写真は盛り付けイメージです。ごはん、みそ汁、食器は付いておりません。

地域
どの

電子レンジで加熱したときに、
全
てのお惣菜が均一に温まるよう
に容器の開発は試行錯誤。おい
しく召し上がっていただけるよ
う、8か月の月日をかけました。

●冷凍庫にストックしておけば、好きな
ときに使えるのも冷凍惣菜のうれしいポ
イント。お弁当やお惣菜のお届けのない
土日や、急なお客さま用にも便利です。

※1回のご注文につき、全国一律送料800円
（税込）

日を過ごすことができるよう、食

均一に温まるように、
容器は専用設計です

「ワタミの宅食ダイレクト」
価格例
●塩分カロリーケアコース
（3種のお惣菜セット）
（税込・送料別）
7食セット：ごはんなし 3,360円
●おまかせコース
（5種のお惣菜セット）
7食セット：ごはんなし 4,270円
（税込・送料別）

生活をお手伝いする
“いつでも”
身

「大型連休を前に
注文。冷凍惣菜は
大変良いアイデア
ですね」

（長野県・Tさま・男性）

冷凍惣菜も管理栄養士が開発。
継続してご利用いただくことが
大切だと考え、バランスの良さ
と飽きのこない味つけにしてい
ます。

いつでも好きなときに、
電子レンジで温めるだけで食べられる
便利な冷凍惣菜。
「まごころ商店」で
人気の商品を中心に、
宅配便で全国にお届けします。

「冷凍でも、味も
バランスも良いし
とても便利です」

（静岡県・Sさま・女性）

「ワタミの宅食」のお弁当やお
惣菜のおいしさを、冷凍惣菜で
も再現するために、パサついた
り食感が変化したりしないよう、
食材のカットや下処理の方法を
研究しました。また酸味や塩味
のメリハリを利かせ、ごはんに
合う味つけにしています。

冷凍で
「ワタミの宅食」
の
いつもの味を日本全国へ。

“いつもの味”を
再現するため、
製法に
こだわっています

受付時間 午前9時〜午後7時
（日曜日のみ午前9時〜午後6時）
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答えは16ページにあります

インターネットからの
ご注文も承ります。

ワタミ ダイレクト

検索

www.watami-takushoku-direct.jp

4

