
(豚肉・イカ入り)

○ とうふ 1食あたり/22kcal
○ 油あげ 1食あたり/22kcal ○ 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/22kcal

○ ほうれん草

鍋で調理

ま ご こ ろ 商 店　ご 注 文 書

いつでもシリーズ

※口座振替でお支払いのお客さまのご注文締切日は

一括　12月14日（金）です

800円 セット

P.1 　皿うどん 925円

カツ丼の具  牛丼の具
P.1 　毎日おいしいおみそ汁(５食入） 200円

P.1 　おはぎ 300円 セット

P.1 　パックごはん　(1食入） 100円 個

■食塩相当量1食あたり/1.1g

※写真は、具「とうふ」の

　 イメージです

電子レンジ

で調理

常温で

解凍
冷凍食品

商品名 価格(税込) 注文締切週 注文数

180g×2食入

1食(180ｇ)あたり

/189kcal

■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

 皿うどん

400 円（税込）

214g×１食入

1食(214g)あたり/274kcal

■食塩相当量 2.0g

※ごはん、三つ葉は付いており

P.1 　ナポリタン

せん

毎日おいしい
おみそ汁

5食入 200 円（税込）

6品目の野菜

醤油ラーメン
ちゃんぽん ソース焼そば

380 円（税込）

640 円（税込） 640 円（税込） 800 円（税込）

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 ません

400g(麺150g)×１食入

1食(400g)あたり/441kcal

■食塩相当量　7.9g

460 円

（税込）

 中華丼の具

640 円（税込）

20食入

700 円（税込）

 ※ごはんは付いておりません

925 円（税込）

※ごはん、紅生姜は付いておりません

135g×2食入

1食(135g)あたり/317kcal

■食塩相当量 2.1g

700 円

（税込）

■食塩相当量1食あたり/1.1g

2019.01②

お湯で

温める

150g×１食入

「栄養成分表示」については

パッケージをご確認ください

100 円（税込）

4種類×5食入　合計20食入

80g×2個入

1個(80g)あたり/165kcal

■食塩相当量 0.1g

300 円（税込）

281g（お好み焼250g、

おたふくソース30g、薬味1g)

×2枚入

1枚(281g)あたり/497kcal

■食塩相当量 2.4g

180g×2食入

1食(180g)あたり

/184kcal

■食塩相当量 2.4g

パックごはん

おはぎ

650 円（税込）

※ごはんは付いておりません ※ごはん、パセリは付いておりま ※ごはんは付いておりません

○ オクラ 1食あたり/21kcal

お好み焼

○ 長ねぎ

ナポリタン

※紅生姜は付いておりません ※小ねぎは付いておりません

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

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

700 円（税込） 800 円(税込）
 800 円

  （税込）

327g(麺160g)×１食入

1食(327g)あたり/412kcal

■食塩相当量 7.0g

250g×2食入

1食(250g)あたり/495kcal

■食塩相当量 2.2g

135g×2食入

1食(135g)あたり/338kcal

■食塩相当量 2.3g

210g×2食入

1食(210g)あたり/178kcal

■食塩相当量 1.7g

※ごはん、ねぎは付いておりません

700 円

（税込）

1食あたり/22kcal
1食あたり/24kcal ○ オクラ 1食あたり/21kcal

P.1 　ちゃんぽん 460円
個

P.1 　ソース焼そば 700円 セット

P.1 　和風だしのカレーうどん 800円 セット

P.1 　6品目の野菜　醤油ラーメン 380円 個

セット

P.1 　カツ丼の具 400円 個

P.1 　牛丼の具 700円 セット

P.1 　中華丼の具 700円 セット

P.1
　豚しょうが焼き丼の具 700円

セット

セット

P.1 　お好み焼（豚肉・イカ入り） 800円 セット

P.1 　牛ばらとアメ色玉ねぎのビーフカレー 640円 セット

P.1 　挽肉と野菜のキーマカレー 640円 セット

単品一覧

※写真はすべてイメージです。

※食器類は付いておりません。

　宅食®はワタミ株式会社の登録商標です。

セット

P.1 　毎日おいしいおみそ汁(20食入） 650円 セット

P.1 　鶏肉と根菜の和風カレー 640円

D　セット 2,400円 セット

P.3 E　セ ッ ト 2,400円 セット

① 12月26日（水）締切商品 週別ご注文セット数

P.2  いつでも

 5　食　セ ッ ト

D　セット 2,900円 セット

P.2 E　セ ッ ト 2,900円 セット

P.3
 いつでも

 5　食　セ ッ ト
Ａ　セット 2,400円

セット

週別ご注文セット数

P.2
 いつでも

 5　食　セ ッ ト
Ｆ　セット 2,900円

セット

P.3
 いつでも

 5　食　セ ッ ト
Ａ　セット 2,400円

セット

本週は「いつでも五菜・三菜」、それぞれ2種からお選びください。

1/9締切以降は、「いつでも五菜・三菜」それぞれ1種のご用意となります。

④ 1月23日（水）締切商品 週別ご注文セット数

P.2
 いつでも

 5　食　セ ッ ト
Ｆ　セット 2,900円

セット

② 1月9日（水）締切商品 週別ご注文セット数

P.2
 いつでも

 5　食　セ ッ ト
Ｆ　セット 2,900円

セット

P.3
 いつでも

 5　食　セ ッ ト
Ａ　セット 2,400円

セット

P.3  いつでも

 5　食　セ ッ ト

③ 1月16日（水）締切商品

切

り

取

っ

て

ご

使

用

く

だ

さ

い

 

2018年 

1月号 

① …1月7日週のお届け 

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  

※ご注文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       

〒144-0043 東京都大田区羽田1-1-3    

４ １ 

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） 

発行:ワタミ株式会社       

「ワタミの宅食」全般のお問い合わせは  

● 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。 

takushoku-info@watami.netへ。    

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「○」印をお付けください            
友の会 

会員様価格 

630円 
(税込) 

様 

③１月16日(水)、   ④1月23日(水) 

410円 

友の会 
会員様価格 

(税込) 

友の会 会員様価格 410円 

友の会 会員様価格 630円 

①12月26日(水)、 ②1月9日(水) 

2019年 

三菜 

五菜 

三菜 

五菜 

三菜 

五菜 

三菜 

五菜 

②・③・④締切日の翌週お届け 

しばらくの間、いつでもシリーズは、数量限定の販売をいたします。 

完売しお届けできない場合、「まごころスタッフ」よりご連絡させていただきます。 


