明治社で、乳製品の宅配に関する業務を担当。高校まで野球部で、
今でも社内の野球チームでショートを守っているのだそう。

乳製品。

「ガチャガチャ、ガコン」まだほの暗い早朝、玄関から聞こえてくる
牛乳配達の音で、ぼんやりと目を覚ます……。
そんな懐かしい思い出のある方も、多いのではないでしょうか。
「ワタミの宅食」では、全国的な展開を視野に入れ、
段階的に明治社の乳製品のお届けを始めています。
販売する乳製品は、
スーパーなどの小売店と異なり、
「ビン」でのご提供。今回はその魅力に迫ります。

いつも
ありがとう
ございます

プに比べ冷たさも持続しやす

る接触面積が広く︑マグカッ

またビンで飲むと唇に当た

今回
﹁ワタミの宅食﹂
でお届

んでも飽きないおいしさです﹂

上げてあるんですよ︒毎日飲

牛乳本来の味に近い風味に仕

商品﹂として開発されている

品は明治社の場合︑﹁宅配専用

こうしたビンに入った乳製

食﹄のお弁当やお惣菜に乳製

いただけたら︒
﹃ ワタミの宅

客さまに合ったものをお選び

品ごとに特徴があるので︑お

けを開始した数種の乳製品︒

ため︑スーパーやコンビニエ

品を合わせて︑毎日の食生活

があると小島さん︒明治社の

ンスストアでは買えません︒

をより良いものにできるよう︑

小島さんにイチオシを聞くと

﹁宅配専用の乳製品は︑味わ

お手伝いさせていただけたら

企業努力でビンが軽量化され

いの観点でも力を入れていま

と思います﹂

﹁どれもおすすめですが︑商

す︒例えば︑店舗販売はして

ているのもポイントです︒

いため︑心地よいひんやり感

いない
﹃ 明治ミルクで元 気 ﹄
︒

２

推 定 年 齢200歳
以上、マリちゃん
の家から出てきた
古い独楽の妖精。

マグカップに注いだ場合と比

ワタミのこと、社会のことを知りたいマリちゃんとコマじーが
探偵団を結成し、調べて紹介していきます。

低脂肪ながらコクがあって︑

マリコマ探偵団とは

べて約３倍もあるんです﹂

乳製品はいつもの
フ」がお届け !
「まごころスタッ

4
明治ミルクで元気（180ml） ※3 明治フルーツ牛乳は2019年3月をもって終売されています。 ※写真はすべてイメージです。

毎日続けて健康アップ！

ビン

こ じ ま しゅう と

でおい
しい

どうして
ビンに
こだわるの？

懐かしいだけじゃない、
魅力いっぱいのビン製品
お届けを開始した乳製品は
すべて︑懐かしいガラスのビ
ンに入っています︒

コマじー
食べることが大好
きで、 社 会 科 見
学も大好き！好奇
心旺盛な小学生。
紙キャップ時代
の牛乳ビン。

「ワタミの
宅食」
でも
体調一番地♪

ビンならではの
おいしさの
秘密が
あるんです！

100 年近く、
牛乳、乳製品を
宅配してきた明治社

﹁これは明治のこだわり︒ガ
ラスビンにすることで︑乳製
１

品のおいしさを引き立てたく
て︒研究結果も出ています﹂
そう話すのは︑株式会社明治
の小島秀人さんです︒
﹁まず香りの強さが違います︒
ビンの場合︑キャップ部分に
香りが凝縮しているため︑開
けた瞬間に濃厚な香りが広が
ります︒その香りの強さは︑

物知りコマじーの

※2

マリちゃん

昭和初期の配達車。

※1（株）明治食品開発研究所・金沢工業大学感動デザイン工学研究所の共同研究。2011年度日本官能評価学会にて発表。
2021.2
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写真はお客さまの大井田正登さま（神奈川県三浦市）

明治社が牛乳配達を始めたのは1928（昭
和3）年のこと。第二次世界大戦後、牛乳
の自由販売の解禁後、
「明治コーヒー牛乳」
や「明治フルーツ牛乳」
（※3）などラインアッ
プを拡大して、全国で親しまれてきたのじゃ。
宅配専用商品の開発や、紙キャップからポリ
エチレン製のキャップへの変更など、昭和か
ら平成、令和へと歴史を歩んできたのじゃ。

「ワ
タミの
の
宅 食」

小島 秀 人さん
株式会社明治 マーケティング本部

探偵団
【第8 回】

「ワタミの宅食」で
お届けするのは、

ね﹂とは︑昨秋より乳製品の

その安心感がうれしいです

﹁ 明治さまの商品だからこ

スタッフ﹂の宮﨑美紀さんは

製品をお届けする
﹁ まごころ

率先してきました︒実際に乳

とは異なる︑乳製品の導入を

飲み終わったビンは回収い

ョンも生まれているようです︒

まとの新しいコミュニケーシ

と︒乳製品の導入で︑お客さ

明治
グルコサミン
1500 ＆
コラーゲン3000

神奈川三浦営業所
まごころスタッフ

宮㟢美紀さん（写真左）

プは
キャッ 却へ
返
に
ず
捨て

ビンの回収も
“まごころさん”に
お任せください

飲み終わったらビンをすすいで水を切って
「まごころスタッフ」へ。
このとき、キャップも一緒につけてお戻しください。回収したビ
ンは明治社の工場で洗浄され、リユースされます。キャップも
回収後には、再資源化。環境にも配慮した取り組みです。

※一部、明治社乳製品の扱いがない地域・営業所がございます。

お弁当と一緒に
乳製品をお持ちします

お届けを先行してきた︑東日

※写真はすべてイメージです。

明治社の乳製品は︑安心感

エリアマネジャー兼
神奈川三浦営業所所長

軽やかな毎日にうるおいを

商品について詳しくは、
「ふかしいも（まごころ商店）」
をご覧ください。
2021.2

たします︒ビンはすすいで水

足腰の衰えをカバーしていきたい。
「明
治ミルクで元気」はカルシウムが摂れ
るんですね。
力がよみがえる気分です。
お客さまの秋本隆行さま（神奈川県
三浦市）

※6「明治グルコサミン1500&コラーゲン3000」は令和3年2月時点、
「ワタミの宅食」東日本・九州の地域にて販売いたします。
そのほかの地域は順次展開予定です。販売開始の際は「まごころ商店」などに掲載し、ご連絡させていただきます。
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﹁ 健康を気遣われる方におす

（※6）

本の地域で活躍するエリアマ

お弁当と乳製品を
一緒にお届けします

石井千保（写真右）

2/1~

もお届けしたいから︑お弁当

※4 栄養素等表示基準値

東日本・
九州で販売中

を切り︑
キャップを付けて
﹁ま

※5「強さ」とは健やかな生活を
送りたいという前向きな想いを表し
ています。

加齢とともに減少する、グルコ
サミンとコラーゲン。サプリメン
トもたくさん出ていますが、錠剤
は飲みづらいという方も多いの
では？そこで、飲みやすいドリ
ンクタイプにしました。ビタミン
CやビタミンB6、ヒアルロン酸
など、健やかな毎日のために欠
かせない成分を配合しています。

すめしたら︑気に入って続け

1本で1日分のカルシウ
ムと鉄 分を配 合（※
4）
。
「毎日飲み続けられ
るおいしさにこだわり、
低脂肪ながら牛乳に
近いコクがあります」と
は明治社の小島さん。
まだ寒いこの時季は、
ホットミルクにしてもお
いしくいただけます。
開封後はお早めにお
召し上がりください。

週ごとに違う商品に切り替えて続け
ています。量もちょうどいいですね。
お客さまの小牧寿賀子さま
（神奈川県三浦市）

ネジャー︑石井千保︒
﹁ ワタ

（180ml）

テレビコマーシャルでも
おなじみの「R-1」で
すが、こちらはまろやか
でコクがあるビン入りの
宅配専用商品です。
明治の保有する6000
種類以上の乳酸菌ライ
ブラリーから選び抜かれ
た「1073R-1乳酸菌」
を使用。かわいらしい
小さなビンでお届けしま
す。

「R-1」は口あたりがよくて、くいっと
飲める。続けるしかないね（笑）
。
お客さまの長谷川孝吉さま（神奈川
県三浦市）

やお惣菜と一緒に︑﹁まごころ

明治ミルクで元気

ごころスタッフ﹂
まで︒

R -1

明治プロビオヨーグルト

てくださっています﹂とのこ

食生活で守る骨密度

（※5）

ア ー ル ワ ン

ドリンクタイプ（100ml）

味の良さはさすが専用商品です。

ミの宅食﹂のお弁当やお惣菜

強さひきだす乳酸菌

“宅配専用商品”。
ビンであることはもちろん、

スタッフ﹂
がお届けします︒

宅配専用商品を
お届けします！

スーパーや
コンビニでは買えない

「まごころスタッフ」が、
乳製品をお届けします！

お食事と一緒にどうぞ
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