
(豚肉・イカ入り)

宅食®はワタミ株式会社の登録商標です。

※写真はすべてイメージです。

※食器類等は付いておりません。
2018.9

300 円（税込） ■食塩相当量1食あたり/1.1g ■食塩相当量1食あたり/1.1g

P.3 Gセット 2,400円 セット 150g×3食入

1食(150g)あたり/216kcal

■食塩相当量 0g

1食あたり/21kcal ○ 長ねぎ 1食あたり/22kcal
○ ほれんそう草 １食あたり/24kcal ○ オクラ 1食あたり/21kcalP.3 　

　　いつでも

　　5　食　セ ッ ト

Eセット 2,400円 セット
○ オクラ

P.3 Fセット 2,400円 セット

○ とうふ 1食あたり/22kcal
○ 長ねぎ 1食あたり/22kcal ○ 油あげ 1食あたり/22kcalP.2 Dセット 2,900円 セット
○ 油あげ 1食あたり/22kcal

レトルトごはん 毎日おいしい
おみそ汁

5食入 200 円（税込） 20食入 650 円（税込）

4種類×5食入　合計20食入
○ とうふ 1食あたり/22kcal

9月26日（水） 締切商品

P.2 　

　　いつでも

　　5　食　セ ッ ト

Aセット 2,900円 セット

P.2 Cセット 2,900円 セット

C　セ ッ ト 2,400円 セット

P.3 Dセ ッ ト 2,400円 セット

180g×2食入

1食(180g)あたり

/184kcal

■食塩相当量 2.4g

180g×2食入

1食(180g)あたり

/171kcal

■食塩相当量 2.2g

281g（お好み焼250g

おたふくソース30g、薬味1g)

×2枚入り

1枚(281g)あたり/497kcal

■食塩相当量 2.4g

80g×2個入

1食(80g)あたり/165kcal

■食塩相当量 0.1g

P.3 　

　　いつでも

　　5　食　セ ッ ト

Aセット 2,400円 セット

P.3

640 円（税込） 640 円（税込） 640 円（税込） 800 円（税込） 300 円（税込）
P.2 Gセ ッ ト 2,900円 セット

180g×2食入

1食(180ｇ)あたり

/189kcal

■食塩相当量 2.4g

9月12日（水）・9月19日（水）締切商品

P.2 　

　　いつでも

　　5　食　セ ッ ト

　Eセット 2,900円 セット

P.2 Fセ ッ ト 2,900円 セット

お好み焼 おはぎ
P.3 Iセット 2,400円 セット

P.3 　

　　いつでも

　　5　食　セ ッ ト

Gセット 2,400円 セット

P.3 Hセット 2,400円 セット

135g×2食入

1食(135g)あたり

/338kcal

■食塩相当量 2.3g

P.2 Fセット 2,900円 セット

P.2 Gセット 2,900円 セット

P.2 　

　　いつでも
　

　　5　食　セ ッ ト

Aセット 2,900円 セット
380g(揚げ麺40g,あん340g)

×2食入

1食(380g)あたり

/498kcal

■食塩相当量 4.8g

214g×１食入

1食(214g)あたり

/274kcal

■食塩相当量 2.0g

135g×2食入

1食(135g)あたり

/317kcal

■食塩相当量 2.1g

210g×2食入

1食(210g)あたり

/178kcal

■食塩相当量 1.7g

8月29日（水）・9月5日（水）締切商品 925 円（税込） 400 円（税込） 700 円（税込） 700 円（税込） 700 円（税込）

200円 セット

表紙 　毎日おいしいおみそ汁（20食入り） 650円 セット

 牛丼の具  中華丼の具
表紙 　レトルトごはん 300円 セット

表紙 　毎日おいしいおみそ汁（5食入り）

表紙 　お好み焼き（豚肉・イカ入り） 800円 セット

表紙 　おはぎ 300円

450g(カレーだし250g、

麺200g)×2食入

1食(450g)あたり/488kcal

■食塩相当量　3.3g

250g×2食入

1食(250g)あたり/495kcal

■食塩相当量 2.2g

327g(麺160g)×１食入

1食(327g)あたり/412kcal

■食塩相当量 7.0g

表紙 　鶏肉と野菜の和風カレー
640円

セット

セット
 皿うどん カツ丼の具

表紙 　挽肉と野菜のキーマカレー 640円 セット

400g(麺150g)×１食入

1食(400g)あたり/441kcal

■食塩相当量 7.9g

251g(焼そば250g、

焼そば用ふりかけ1ｇ)×2食入

1食(251g)あたり/449kcal

■食塩相当量　4.8g

表紙 　牛ばらとアメ色玉ねぎのビーフカレー 640円 セット 460 円（税込） 700 円（税込） 800 円(税込） 800 円（税込）
380 円（税込）

表紙 　中華丼の具 700円 セット

表紙 　豚しょうが焼き丼の具 700円 セット

ソース焼そば ナポリタン
表紙 　牛丼の具 700円 セット

表紙 　皿うどん
925円

セット
6品目の野菜

醤油ラーメン
表紙 　カツ丼の具 400円 個 ちゃんぽん

表紙 　６品目の野菜　醤油ラーメン 380円 個

表紙 　ナポリタン 800円 セット

表紙 　ソース焼そば 700円 セット

表紙 　和風だしのカレーうどん
800円

セット

ま ご こ ろ 商 店　ご 注 文 書 商品名 価格（税込） 注文数

表紙 　ちゃんぽん 460円 個

切

り
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て
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用

下

さ

い

 

五菜 

三菜 

2018年 

8月29日(水)、9月5日(水) 

9月12日(水)、9月19日(水) 

９月号 

締切日の翌週お届け 

五菜 

三菜 

ご注文 

方法 

ご注文書にご記入の上、 

担当の「まごころスタッフ」に 

お渡しください。 

お客さまの 

お名前 

担当 

まごころスタッフ 

お申込日                 ／ 

合計金額(税込)                         円  

※締切後のキャンセルは、お受けできませんので、ご了承ください。 

※お客さまに関する情報は、各種商品の宅配・発送、サービス・ 

  イベント・キャンペーンのご案内のほか、個人を特定しない統計 

  的情報として利用させていただきます。詳しくは弊社ホームページ 

  「プライバシーポリシー」をご覧ください。 

「ワタミの宅食」受付センター       

0120-321-510       

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） 

〒144-0043 東京都大田区羽田1-1-3    
発行:ワタミ株式会社       

「ワタミの宅食」全般のお問合せは  

● 電話番号のお掛け間違いに、ご注意ください。 

● 一部のIP電話など、無料通話につながらない場合は、 

● 非通知設定されている方は、電話番号の前に186を付けて 

     ☎0957-26-3294(有料)へお掛けください。 

 ダイヤルするなど、番号を通知してお掛けください。 

9月26日(水) 

takushoku-info@watami.netへ。    

五菜 

三菜 

720円 
(税込) 

友の会 
会員様価格 

友の会会員様価格 

720円 

友の会会員様価格 

830円 

友の会会員様価格 

580円 

４ １ 

830円 

友の会 
会員様価格 

(税込) 

友の会 
会員様価格 

580円 
(税込) 

ご注文はホームページからも承ります。  

友の会会員の方は右の□欄に「○」印をお付け下さい           



8月29日(水)・9月5日(水)締切商品　※ホームページからは、8月23日(木)~9月5日(水)まで注文可能です。 8月29日(水)・9月5日(水)締切商品　※ホームページからは、8月23日(木)~9月5日(水)まで注文可能です。

9月12日(水)・9月19日(水)締切商品　※ホームページからは、9月6日(木)~9月19日(水)まで注文可能です。 9月12日(水)・9月19日(水)締切商品　※ホームページからは、9月6日(木)~9月19日(水)まで注文可能です。

9月26日(水)締切商品　※ホームページからは、9月20日(木)~10月3日(水)まで注文可能です。 9月26日(水)締切商品　※ホームページからは、9月20日(木)~10月3日(水)まで注文可能です。

２ ３ 


