
気候が暖かくなる今日この頃。季節限定「島原手
延べ素麺」がおすすめ！職人が一切妥協せずに
作った一品です。「今月のお買い得品」は、コクの
あるとろりとしたあんで、野菜もしっかりとれる「中
華丼の具」と、もちもちとした太麺が人気の「ソース
焼きそば」です。お得な6月号で、ぜひどうぞ♪

まごころ商 店
週に一度
まとめて
お届け

保存しておき
お好きなときに！

鶏肉と根菜の
和風カレー
640円（税込）  2食入

1食（180g）あたり／171kcal 
食塩相当量 2.2g
※ごはんは付いておりません

挽肉と野菜の
キーマカレー
640円（税込）  2食入

1食（180g）あたり／184kcal 
食塩相当量 2.4g
※ごはん、パセリは付いておりません

牛ばらとアメ色玉ねぎの
ビーフカレー
640円（税込）  2食入

1食（180g）あたり／189kcal 
食塩相当量 2.4g
※ごはんは付いておりません
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お湯で
温める 鍋で調理電子レンジで

調理冷凍食品

※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。2019.6

●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。

お客さまの
お名前 様

担当
まごころスタッフ

お申込日 ／

円合計金額（税込）

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。
商品代金はお申込時に
お支払いください。

ご注文
方法

まごころ商店 ご注文書

①5月29日（水）
　 （6/3週お届け）

②6月5日（水）
　 （6/10週お届け）

③6月12日（水）
　 （6/17週お届け）

④6月19日（水）
　 （6/24週お届け）

ご注文締切日

2019年

お好み焼
(豚肉・イカ入り）

800円（税込）

2枚入（おたふくソース、薬味付）
1枚（281g）あたり／497kcal 
食塩相当量 2.4g

皿うどん
925円（税込）  2食入
1食（380g）あたり／600kcal 
食塩相当量 6.6g

カツ丼の具
400円（税込）  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ません

牛丼の具
700円（税込）  2食入
1食（135g）あたり／315kcal 
食塩相当量 2.1g
※ごはん、紅生姜は付いておりません

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 〒144-0043 東京都大田区羽田1-1-3　「ワタミの宅食」全般のお問い合わせは  takushoku-info@watami.net へ。

「ワタミの宅食」受付センター

0120-321-510無料

●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、☎ 0957-26-3294（有料）へお掛けください。
●非通知設定されている方は、電話番号の前に186を付けてダイヤルするな
ど、番号を通知してお掛けください。
ご注文はホームページからも承ります。▶ ワタミの宅食 検索

６月号

①5月29日（水）・②6月5日（水）締切商品

P.2 いつでも五菜 
4食入

Cセット 2,400円 セット

P.2 Dセット 2,400円 セット

P.3 いつでも三菜 
4食入

Cセット 2,000円 セット

P.3 Dセット 2,000円 セット

③6月12日（水）・④6月19日（水）締切商品

P.2 いつでも五菜 
4食入

Aセット 2,400円 セット

P.2 Bセット 2,400円 セット

P.3 いつでも三菜 
4食入

Aセット 2,000円 セット

P.3 Bセット 2,000円 セット

●口座振替でお支払いのお客さまのご注文締切日は

一括 5月15日（水）です

1食（400g）あたり／441kcal  
食塩相当量 7.9g

ちゃんぽん
460円（税込）  1食入

ナポリタン
800円（税込）  2食入
1食（250g）あたり／495kcal 
食塩相当量 2.2g

豚しょうが焼き
丼の具
700円（税込）  2食入

1食（135g）あたり／338kcal 
食塩相当量 2.3g
※ごはん、ねぎは付いておりません

島原手延べ素麺

1kg
（50ｇ×20束入）

1,300円（税込）

※麺つゆ、薬味は付いておりません
1束(50g）あたり／169kcal　食塩相当量 2.2g

木箱入３kg
（50ｇ×60束入）

3,600円（税込）

2.5kg
（50ｇ×50束入）

2,900円（税込）

島原手延べ素麺は、ご注文締切日の翌々週までにお届けいたします。

簡単 らくらく

和風だしの
カレーうどん
800円（税込）  2食入
1食（450g）あたり／481kcal 
食塩相当量 3.1g
※小ねぎは付いておりません

ご注文締切日を
ご記入ください

4 1

断然
おトク！今月のひとこと

7/31（水）ご注文締切日までの
季節限定販売です！季節

限定

※島原手延べ素麺は、ご注文締切日の翌々週までに
お届けいたします。

●食数記入のない商品は、全て2食入です。

中華丼の具
630円（税込）  2食入
通常価格700円（税込）

1食（210g）あたり／239kcal 
食塩相当量 2.5g
※ごはんは付いておりません

ソース焼そば
630円（税込）
通常価格700円（税込）

2食入（焼そば用ふりかけ付）
1食（251g）あたり／449kcal 
食塩相当量 4.8g
※紅生姜は付いておりません

今月の
お買い得品！円

引70
今月の
お買い得品！円

引70

商品名 価格（税込） ①～④ 注文数

P.1 島原手延べ素麺 1kg（50g×20束入）※ 1,300円 箱

P.1 島原手延べ素麺 2.5kg（50g×50束入）※ 2,900円 箱

P.1 島原手延べ素麺 木箱入 3kg（50g×60束入）※ 3,600円 箱

P.1 中華丼の具
（通常価格 700円）

今月のお買い得品
630円 セット

P.1 ソース焼そば
（通常価格 700円）

今月のお買い得品
630円 セット

P.1 和風だしのカレーうどん 800円 セット

P.1 ちゃんぽん （1食入） 460円 個

P.1 皿うどん 925円 セット

P.1 ナポリタン 800円 セット

P.1 牛丼の具 700円 セット

P.1 カツ丼の具 （1食入） 400円 個

P.1 豚しょうが焼き丼の具 700円 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

P.1 鶏肉と根菜の和風カレー 640円 セット

P.2 パックごはん （1食入） 100円 個

P.3 毎日おいしいおみそ汁（20食入） 650円 セット

P.3 毎日おいしいおみそ汁（5食入） 200円 セット



③6月12日（水）・④6月19日（水）締切商品  ※ホームページからは、6月6日（木）～6月19日（水）まで注文可能です。 ③6月12日（水）・④6月19日（水）締切商品  ※ホームページからは、6月6日（木）～6月19日（水）まで注文可能です。
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1食あたり
600円
   （税込）2,400円

価格
（税込）

4食入
いつでも五

ご

菜
さ い

容器外寸:タテ約16.2㎝ × ヨコ約22.5㎝

2,000円
価格

（税込）

4食入
いつでも三

さ ん

菜
さ い

1食あたり
500円
   （税込）

容器外寸:タテ約17.6㎝ × ヨコ約13.6㎝

●1食あたり250kcal基準（4食平均）※1

●食塩相当量2.0ｇ以下（4食平均）

●10品目以上（食材数･1食）※2

ごはんと汁物を一緒に召し上がれば一汁三菜に

いつでも三
さ ん

菜
さ い

冷
惣
凍
菜

●1食あたり350kcal基準（4食平均）※1

●食塩相当量3.0ｇ以下（4食平均）

●15品目以上（食材数･1食）※2

5種類のバラエティ豊かなお惣菜

管理栄養士が設計！！ 容器ごと電子レンジで温めるだけ！！   

いつでも五
ご

菜
さ い

冷
惣
凍
菜

※1 熱量の基準値は、4食平均で±50kcalの範囲としています。 
※2 熱量や栄養素の補給につながる調味料の一部（油脂類、小麦粉などの粉類、砂糖、

味噌など）は1品目として数えています。
●主菜（メイン）以外のお惣菜は画像と異なる可能性がございます。
●写真はすべてイメージです。食器類は付いておりません。

熱量、食塩相当量は使用食材等により、変更が生じる可能性があるため、記載を
控えております。詳細は商品パッケージにてご確認ください。

〈お客さまへ〉

①5月29日（水）・②6月5日（水）締切商品  ※ホームページからは、5月23日（木）～6月5日（水）まで注文可能です。 ①5月29日（水）・②6月5日（水）締切商品  ※ホームページからは、5月23日（木）～6月5日（水）まで注文可能です。

白身魚のおろしあん イワシの生姜煮牛肉のオイスター炒め風チキンハンバーグ おろしポン酢 チキンハンバーグ おろしポン酢イワシの生姜煮牛肉のオイスター炒め風白身魚のおろしあん

鶏肉の照り焼き 鶏肉の照り焼き白身魚の中華あん 白身魚の中華あん赤魚の煮付け 赤魚の煮付けヒレカツ煮 ヒレカツ煮

Ａ
セット

Ｂ
セット

ビーフシチュー ビーフシチュー

麻婆豆腐 麻婆豆腐

白身魚のフライ タルタルソース 白身魚のフライ タルタルソース

サーモンフライ サーモンフライ

八宝菜 八宝菜

サバの照り焼き サバの照り焼き

回
ホイコーロー

鍋肉風 回
ホイコーロー

鍋肉風

鶏肉の玉子あん 鶏肉の玉子あん

電子レンジで
調理冷凍食品

Ａ
セット

Ｂ
セット

D
セット

C
セット

D
セット

C
セット

お湯で
温める

"簡単！ おいしい！ らくらく冷凍惣菜「いつでもシリーズ」"

パックごはん
100円（税込）
150g×1食入

「栄養成分表示」については
パッケージでご確認ください

毎日おいしい
おみそ汁 20食入
650円（税込）
4種類×5食入 合計20食入
食塩相当量1食あたり／1.1g

●とうふ 1食あたり／22kcal  
●油あげ 1食あたり／22kcal 
●長ねぎ 1食あたり／22kcal 
●オクラ 1食あたり／21kcal

毎日おいしい
おみそ汁5食入
200円（税込）

5食入
食塩相当量1食あたり／1.1g

●とうふ 1食あたり／22kcal 
●油あげ 1食あたり／22kcal 
●長ねぎ 1食あたり／22kcal 
●オクラ 1食あたり／21kcal
●ほうれん草  1食あたり／24kcal

※写真は、具「とうふ」の
イメージです


