ワタミブランドになって10年。
これからもおいしくて
バランスの良いお弁当・
お惣菜をお届けします。

2018.4

3

宅食

受付センターを開設。
被災地の雇用促進に
つながっています。

﹁ワタミの宅食﹂
のルーツを訪ねました

40

前身の会社は︑
食材セットをお届けする
㈲長崎ディナーサービス︒
現在の長崎県諫早市で
創業しました︒

東日本大震災後の

おかげさまで
創業 年︒

食材セットだけでなく、
お弁当もお届けする
ようになったのは
2002年のことでした。

40

２０１８年︑
﹁ワタミの宅食﹂は創業から 年を迎えました︒
その前身となる会社が生まれたのは︑
にし そ の ぎ ぐん た ら み ちょう
いさはや し
︒
長崎県西彼杵郡多良見町︵現在の諫早市︶
当時はご自身で調理するための
食材セットのお届けからスタートしました︒
﹁まごころを込めた食の宅配サービスを通じて︑
喜びと幸せをお届けすること﹂
創業から変わらない思いを改めてご紹介します︒

2012年には、陸前高田市に

今月号から巻頭特集の「もっと!
知って納得!!『ワタミの宅食』
」
が、
「いろはに宅食」という名前
で生まれ変わりました。より深
く、わかりやすく、
「ワタミの宅
食」についてお伝えします。

客さまにベビーシッターをお願い
していたこともあると言います。

創業の地・長崎に、約 年間、
「ワタミの宅食」の歴史のほとんど
けていたんでしょうね。今ではそ

「お客さまとの信頼関係が深く築

ッフ」がいます。
のお客さまとは孫同士が同じ保育

なに過ぎたのかなって、あまり実
感はないんです。子どもを育てな
がら一生懸命にやってきたから、
あっという間でした」

「ワタミの宅食」の歴史。そんな中、
きずな

ずっと変わらないのがお客さまと

食材セットだけでなくお弁当も
「お客さま一人ひとりとお話をす

の絆だと、西さんは話します。

多いときには１日に１００軒以上
るのが何よりも楽しいんです。私
の子どもたちは、
『もうやめても

西 友子さん

のお届けをしている西さん。
「助手

席に乗せて一緒にお届けをしてい

た息子たちも家庭を築き、私もお

ばあちゃんに。我が家の子どもた

ちは宅食で育ったようなものです」

はワタミグループの一員となった
よかっちゃない？』と言うんです
けど、楽しかけん、お母さんまだ
続けるよって答えます」
会社の名前が変わっても、お届
けする気持ちは同じだと西さん。
とはいえワタミグループになった
ときには、「お弁当の味がほんとに
良くなり、『おいしいから残さなく
なった』とお客さまに褒められて
とてもうれしかったですよ。私に
夫が言うんです、『お客さまがあん
たの財産たいね』って」

63歳になった今も、1日に約50軒

今日も西さんは、笑顔でお届け

（長崎大村営業所）

「ワタミの宅食」
の
ルーツを訪ねました

おかげさまで
創業 年。

38

に出かけます。

にし とも こ

10

創業以来
変わらずに、
お届けしているのは
まごころです。

「まごころスタッフ」

お子さんが小さな頃は、当時のお

お届けするようになり、 年前に

お届けして、お話しして。
それが楽しくて
ずっと続けてきました。

お届けの仕事を始めた頃の
写真。当時はトラックでお
届けしていました。
「トラッ
クを運転するのは初めてで、
後ろが見えなくて最初は大
変でした」と西さん。

のお届けをしていたという西さん。

そう話すのが西友子さんです。

所に通う“ババ友”です
（笑）」

「 年っていうけれど、もうそん

と共に歩んできた「まごころスタ

38

あっという間の 年、
お客さまとの絆は財産です。

40

4
2018.4
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38

東日本大震災の被災者の雇
用創出を掲げ、陸前高田市
に受付センターを開設しま
した。地元住民を中心に採
用がなされ、受付業務を開
始。主に東日本エリアから
のご注文やお問い合わせに
対応する重要な拠点となっ
ています。

2009

2008

ワタミグループ
創業者・渡 美樹が
タクショクの思いに共感

（平成20）

当時、外食産業の他、介護事業
を展開していたワタミ。施設で
提供していた食事がとても喜ば
れていたことから、
「バランスや
カロリーに配慮した食事を、在
宅の方にもお届けしたい」とい
う思いが、創業者・渡 美樹に
はありました。その渡 が「タ
クショク」を知り、
「この事業を
全国に広めたい」と
いう園田の思いに共
感し、グループ企業
として新たな道を歩
み始めました。

いつの時代も
変わらぬ思いで

「長崎から始まり、九州の各県に

広がっていった事業は、ワタミグ

ループとの出会いによりさらに多

くの皆さまにお届けできるように

なりました」

そう話すのは、長崎統括支部長、

田中。創業当時からの歴史を振り

返りながら、田中は言います。

「
『食のムダを無くす』こと、
『喜

びの創造』をすること。創業時か

らの理念に基づき、どの時代も喜

んでいただけるサービスをお届け

してきました。何よりもこれまで

たくさんのお客さまに支えられて

きたからこそ続けてこられたのだ

と実感しています」

2018.4

前身の会社から含めて約39年、
宅食事業に携わってきた長崎統
括支部長、田中常幸。お客さま
の笑顔が原動力だと言います。

これからも変わらぬ思いで、皆

7

2010

40

（昭和53）

ワタミグループ
の一員に

受付センターの開設で
被災地に
雇用の創出を。

（平成30）

おかげさまで創業から40 年。これからも新しい
取り組みにチャレンジしながら、さらに皆さまに
喜んでいただけるよう努力してまいります。

「ワタミの宅食」
年の歩み

2012

（平成24） （平成22） （平成21）

さまにまごころをお届けします。

お届けするお食事と毎日の触
れあいに、お客さまを思うま
ごころを込めること。 それを
毎日続けることでお客さまと
地域社会にとって無くてはな
らない存在になること。
「まご
ころ込めて、また明日。
」の言
葉には、そのふたつの願いが
込められています。

創業当時から企業理念として、
「食のムダを無くす」を掲げてい
ます。必要な分だけをお届けし
て、家庭で出る余分な食材をな
くすこと、またご注文をキャン
セルなしの完全予約制にするこ
とによって、お届けする食材を
必要量だけ仕入れ、工場のロス
を無くすことにも努めています。

ワタミタクショク㈱
に社名変更

家庭での楽しい食事を
温かいまごころとともに。

企業理念に込められた
思いは変わりません。

創業の地は長崎県諫早市。園
田義夫が、夕食食材宅配業の
「ディナーサービス」のフラン
チャイズとして設立しました。

1983年、
フランチャイズの契
約終了に伴い、
「
（有）
ディナー
卓食便長崎」に社名変更。こ
のとき初めて
「たくしょく」と
いう言葉が登場しました。注
目はその漢字。喜びと幸せを
ご家庭の“食卓”にお届けする
という思いから名付けられま
した。

「まごころ御膳」
「まごころおかず」登場

「まごころこばこ」全国展開

2018「ワタミの宅食」
創業40年

1978

1981

陸前高田受付センター稼働

2014

読みは
「たくしょく」
ですが、
漢字は
「卓食」でした。

事業ブランドを
「ワタミの宅食」
へ変更

2015
「まごころ商店」販売開始

「いきいき珠彩」全国展開

冷凍惣菜の通信販売事業

「ワタミの宅食ダイレクト」スタート

「まごころ手鞠」全国展開

日替わりのお食事だけでなく、
気軽に召し上がっていただけ
るバラエティ豊かな冷凍惣菜
などをお届けしたいという思
いを込めた「まごころ商店」
。
いつもの食事に“あと一品欲し
いときに便利”な商品づくりに
取り組んでいます。

1983

（昭和58） （昭和56）

諫早に新工場が完成

2

（平成27）（平成26）

お客さまにより一層の
便利とおいしさを。

1987

食材セットの製造を行う新工場が諫早中核工
業団地に完成しました。

本社第 工場完成

カット食材と調味料をセットした商品
「キットベ
ンリ」が人気となり、製造工場を増設しました。

福岡支社甘木工場完成

創業から 年を前に、㈱タクショクのお届け
範囲は九州全域に広がりました。

まごころレディ制度スタート

2017

（平成30） （平成29）

20

1991

（平成3） （昭和62）

㈲長崎ディナー
サービス設立

1996

㈲ディナー卓食便長崎
に社名変更

2001

（平成13） （平成8）

お届けするスタッフを「まごころレディ」と
命名。いままでよりも柔軟な働き方ができる
ようになり、活躍するスタッフも増えました。

「高齢者向け夕食宅配弁当」
事業スタート

食材だけでなく、お弁当のお届けがスタート。
これからの高齢化社会を見据えた取り組みと
して話題になりました。

「ジャストディナー」

（お弁当）
販売開始

「おかず御膳」販売開始

ごはんの付いていないお惣菜のお届けもスタート。
この頃、関東地方でのお届けも始まりました。

2018

2002

（平成14）

㈱タクショクに
社名変更

2005 2003

（平成17）（平成15）
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