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宅食
特別企画

「うなぎ献立」事前試食会

夏はやっぱり

で

活！

井上 崇さま・79歳

今年の夏は平年よりも気温が高く、
猛暑になるという予想も。
夏に負けない体を保つには毎日の食事を
しっかりとることが大切です。
「ワタミの宅食」では毎夏、土用の丑の日、
この時季に合わせてうなぎの献立をお届けしています。
今年は、うなぎをしっかり味わって
いただけるようにレシピを改良。そこで、
特別企画「
『うなぎ献立』事前試食会」と題し、
ひと足先にお客さまにご試食いただきました。

今年は食材や切り方を
見直しました
うなぎの献立は毎年ご好評をい
ただいていますが、さらにおいし
いものをお届けしたいと、今年は

吉田しのぶ

町内会の役員として日々お忙し
く動き回っているという田辺さ
ま。
「ワタミの宅食」は約5年ご
利用いただいています。

「お客さまの笑顔が仕事のやり
がいです」という吉田。今回は
お客さまにおすすめする立場と
して参加しました。

うなぎの切り方や組み合わせる食
材を見直しました。そんなうなぎ
の献立を、ひと足先にご試食いた
だこうと、井上崇さまと田辺光男
さま、お 人のお客さまをお招き
いたしました。
試食前にお 人にお話を聞くと、
「
『ワタミの宅食』はフタを開ける
ときが楽しみ。うなぎのような季
節を感じられる献立はうれしいで
すね」と井上さま。田辺さまは
「お
惣菜の種類が豊富だし、量もちょ
うどいいのが『ワタミの宅食』の
いいところ。うなぎはお店でも食

諸説ありますが、江戸
時代の万能学者・平賀源
内の発案といわれていま
す。夏場、売れずに困っ
ていたうなぎ屋が平賀源
内に相談したところ、「本
日丑の日」の張り紙をせ
よと助言。当時、丑の日
に
「う」のつくものを食べ
ると暑気にあたらないと
いう言い伝えがあったこ
とから店は大繁盛したの
だといいます。今年の土
用の丑の日は、 月 日

日週にうなぎの献立を
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べますが、比べるつもりで味わい

20
（金）
と 月 日
（水）
。「ワ
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タミの宅食」では、 月

1

たいと思います」とのこと。同席
する営業所長の吉田は「お客さま
に自信を持っておすすめできるか、

8

田辺光男さま・76歳
味を気に入ってくださり、
「ワタ
ミの宅食」をご利用いただいて
約6年。 健康のために毎日のウ
オーキングは欠かしません。

お
な べ み つ

た

東京都

だ

うな玉

東京都
い の う え たかし

東京・大田矢口営業所／
大田雪谷営業所・所長

よ し

土用の丑の日に
うなぎを
食べるのはなぜ?
お届けいたします。

16

4
2018.7

5

確かめてみます」と意気込みを語
ります。

うなぎご飯

第4回

2

「うなぎご飯」は
うなぎの味もよく
茶飯との相性も
バッチリでした
●詳細は次ページ以降を
ご覧ください。

お店で食べるのと
変わりのない
おいしさでした
届けします！
お
も
年
今
を
自信の２種類

これなら
自信を持って
お客さまへ
おすすめできます!

2

目指したのは
昨年以上のおいしさです。

うなぎご飯

ご飯はうなぎの味を引き立てる茶飯。たれはお
弁当全体の味のバランスを考え、厳選した甘辛
のものを使用。うなぎ自体も、断面を大きくと
って大きさを感じていただけるように切り方を
変えました。きっとご満足いただけます。

木佐貫 靖人

今年も自信作、
さて味の評価は？
試食に先立ち、企画を担当した
商品企画部の木佐貫靖人と只川南
から、今年のうなぎの献立につい
て皆さまにご説明です。
「まずご飯ものですが、昨年まで
の『うなぎと玉子ののっけ寿し』
から、今年は『うなぎご飯』に変
更しました。酢飯から茶飯に変え
ることでうなぎとの味の一体感が
増し、よりご満足いただける味付
けにしています」と只川。
「さらに
うなぎ自体も切り方を変え、より
大きく感じていただけるものにし
ています」
「まごころ御膳」をお召し上がり
いただいている井上さまと田辺さ
まは、混ぜご飯などの“変わりご
飯”の日が楽しみだとのこと。さ
て、
「うなぎご飯」の味はいかがで
しょう？
井上さまは「うなぎの味がよく
わかるし、茶飯もいい味です」と
のこと。所長の吉田も「たれがと
てもおいしいです。それにうなぎ
が大きくてインパクトあります」

「うなぎの下にとろっとした玉子と、
ごぼうの炒め煮を敷いています。
『うなぎご飯』と同じように、う
なぎが大きく感じられる切り方に
しています」
「これはおいしいですね。玉子が
とろとろしていてうなぎやごぼう
によく絡み、食感が楽しいです」
と吉田。
「いいですね、おいしいで
すよ。
お店と変わりありませんね」
と田辺さまが言えば、井上さまも
笑顔でうなずきます。
ご試食いただいた皆さまに、高
評価だった今年のうなぎの献立。
でも実は、お届けが実現するには
苦労もあったと木佐貫は言います。
いるように、稚魚が獲れないこと

「近年ニュースでも話題になって
一方「うなぎの軟らかさがちょ

からうなぎの価格は上がり続けて

お届けしたいと、メンバー一丸と

うどいいですね。でも少し味付け

全体としてご満足いただけるよう、

なっておいしさを向上させたのが

います。そんな中でも、皆さまに

味を設計しています。今日は『う

のうなぎの献立。 月 日週にご

心で、心を込めてお届けする今年

皆さまに喜んでいただきたい一

今年の献立です」
と木佐貫が答えます。

めに感じられたのかもしれません」

なぎご飯』だけの試食なので、薄

が薄いのかな？」とは田辺さま。

た だ か わ みなみ

ご満足いただけるうなぎの献立を

（宅食 商品企画部）

「
『ワタミの宅食』は、お弁当一食

と好評の様子。

（宅食 商品企画部）

「うなぎが大きくて軟らか
くて、これなら満足です」
と田辺さま。
「お客さまにも『おいしいですよ』
とおすすめできます」と吉田。

↖

只川 南
「うなぎのように、季節ごとの献立
は楽しいですね」と井上さま。

次にお召し上がりいただいたの

期待ください。
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↖

は「うな玉」
。 只川が説明します。
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と

や す

ぬ き

さ

き

うな玉
「うなぎご飯」と同じように、大きさが感じ
られる切り方のうなぎを使用。ふわふわ、と
ろとろした玉子、山椒風味のごぼうの炒め煮、
そしてうなぎとのハーモニーが楽しめる、軟
らかな食感のひと品です。

16

うな玉
とろとろ玉子と山椒風味のごぼうの
炒め煮をうなぎに合わせました。
※「まごころこばこ」には、ごぼうの炒め煮は入りません。
※「まごころこばこ」は一部お届けしていない地域がございます。

よりおいしくなった
うなぎの献立を
お届けします

ご覧いただいたように︑
﹁うなぎご飯﹂と
﹁うな玉﹂は︑お客さま試食会でも大好評︒
月 日週にお届けします︒

7

うなぎご飯
炒り玉子の上に断面の大きいうな
ぎをのせ、茶飯と合わせました。

※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、お届け週は変更になる場合があります。
※ご注文締切後にこの冊子が配布された際はご容赦ください。

うなぎの献立は
毎年好評を
いただいています︒

﹁大 好きなうなぎをいつも

の﹃ワタミの宅食﹄で食べら

れて︑とてもおいしくて大

満足でした﹂

︵ Kさま・愛知県 ︶

﹁季 節ごとの料 理の気 遣い

︵たとえば土 用の丑の日の

︵ Iさま・埼玉県 ︶

うなぎ︶がありがたいです﹂

りがとうございました︒お

いしかったです﹂

︵ Sさま・兵庫県 ︶

﹁土用のうなぎ︑お心遣いあ

栄養豊富な
うなぎで夏を
乗り切りましょう
肌や目の健康に欠かせず、免疫
力向上に効果のあるビタミンA、
疲労回復効果のあるビタミンB
群などの豊富なビタミンのほか、
血液サラサラ効果があるといわ
れるDHAやEPA、各種ミネラ
ルなど、栄養成分が豊富。うな
ぎは夏のスタミナ食にぴったり
なのです。
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