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社長メッセージ

● 取材・文／編集部

　

　今年度は、さらなる成長に向けた足元固

めに取り組んでいます。国内の外食事業は

堅調に推移しており、「ミライザカ」「鳥メ

ロ」への業態転換は合計で283店舗（9月

末現在）となりました。お店が専門店化し

たことで、お客様の「これが食べたい」とい

うニーズに直接応えることができるように

なったことと、ドリンクは注文しやすい価

格設定が特徴で、お客様の利用動機の一

つになっています。

　ただ、過去の経験から、安さだけを売り

にすると、お客様に飽きられるのは明白で

す。外食の基本中の基本ですが、より美味

しいものをつくる。そして、何よりスタッフ

がより良いサービスを提供するために採

用・教育を強化し、人員体制に合わせた転

換、新規出店を展開してまいります。

　人手不足と言われる外食業界ですが、

「ミライザカ」「鳥メロ」で働いているスタッ

フは増加傾向です。ワタミグループ全店に

導入しているミステリーショッパー（覆面

調査）の評価をみると、居酒屋の業界平均

値を上回るようになってきました。まだま

だ改善の余地はありますが、店長やスタッ

フがお客様からのご意見に向きあい努力

してくれた結果です。これからも従業員が

意欲的に取り組むことができる環境づくり

を目指します。

　「ミライザカ」「鳥メロ」に続いて店舗数

の拡大を視野に入れた業態として専門居

酒屋「ニッポンまぐろ漁業団」、ステーキ店

「にくスタ」があり、それぞれ新規出店を進

めています。さらに外食事業の拡大に向け

た種まきも始めました。この秋には焼肉業

態、唐揚業態など、将来のフランチャイズ

展開を視野に入れた専門業態の開発も進

めてまいります。

　海外の外食事業では香港、台湾で開発

した新業態が順調にスタートを切っていま

す。香港では「Pastaholic（パスタ・ホリッ

ク）」、台湾では「肉亭わたみ」という業態を

出店から1年経過した店舗も堅調に推移しており、新規出店が進む「ミライザカ」「鳥メロ」

足元を固めながら攻めの態勢へ―

業績が回復し、新たな事業展開に向けて弾みをつけるワタミグループ。
これからの成長戦略とは？
清水社長にワタミグループの現状と未来について語ってもらいました。

国内外食事業は
新規出店を再開

全店時系列データ（前年同月比）
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ワタミ売上高

ワタミグループの改革と
新たな挑戦
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清水 邦晃 Kuniaki Shimizu

　

　今年度は、さらなる成長に向けた足元固

めに取り組んでいます。国内の外食事業は

堅調に推移しており、「ミライザカ」「鳥メ

ロ」への業態転換は合計で283店舗（9月

末現在）となりました。お店が専門店化し

たことで、お客様の「これが食べたい」とい

うニーズに直接応えることができるように

なったことと、ドリンクは注文しやすい価

格設定が特徴で、お客様の利用動機の一

つになっています。

　ただ、過去の経験から、安さだけを売り

にすると、お客様に飽きられるのは明白で

す。外食の基本中の基本ですが、より美味

しいものをつくる。そして、何よりスタッフ

がより良いサービスを提供するために採

用・教育を強化し、人員体制に合わせた転

換、新規出店を展開してまいります。

　人手不足と言われる外食業界ですが、

「ミライザカ」「鳥メロ」で働いているスタッ

フは増加傾向です。ワタミグループ全店に

導入しているミステリーショッパー（覆面

調査）の評価をみると、居酒屋の業界平均

値を上回るようになってきました。まだま

だ改善の余地はありますが、店長やスタッ

フがお客様からのご意見に向きあい努力

してくれた結果です。これからも従業員が

意欲的に取り組むことができる環境づくり

を目指します。

　「ミライザカ」「鳥メロ」に続いて店舗数

の拡大を視野に入れた業態として専門居

酒屋「ニッポンまぐろ漁業団」、ステーキ店

「にくスタ」があり、それぞれ新規出店を進

めています。さらに外食事業の拡大に向け

た種まきも始めました。この秋には焼肉業

態、唐揚業態など、将来のフランチャイズ

展開を視野に入れた専門業態の開発も進

めてまいります。

　海外の外食事業では香港、台湾で開発

した新業態が順調にスタートを切っていま

す。香港では「Pastaholic（パスタ・ホリッ

ク）」、台湾では「肉亭わたみ」という業態を

出店が進み成長している「ニッポンまぐろ漁業団」

抜本的なテコ入れが奏功し
海外外食は回復傾向

香港でオープンした新業態「Pastaholic」
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開発しました。各国の現地スタッフがこれ

までの経験をいかして、積極的に新しい業

態を提案する体制になってきました。チー

ム一丸となって開発した業態が順調に推

移していることで、スタッフのモチベー

ションが上がっています。

　また、海外の外食事業のマネジメント体

制を日本に移したことも業績回復につな

がった要因です。これにより、日本で好調な

業態の情報がすばやく伝わり、ワタミファー

ムの食材を海外で使用するなど、さまざま

な店舗運営のノウハウを共有できるように

なったことが要因として挙げられます。

　今後、東南アジアエリアは世界で最も人

口が増加することが予想され、外食産業の

発展と拡大が見込めるマーケットです。攻

める態勢が整った国から順次出店を強化

していく予定です。

　宅食事業は営業現場と本部が一体と

なって食数増加に向けた態勢を整えてい

ます。まごころスタッフの人数は5年ぶり

に前年を上回りました。まごころスタッフ

が増えていることが食数の増加にも表れて

おり、9月には注文食数が24万食を超え

るまでになりました。

　私たちには、お弁当だけでなく「まごころ

もお届けする」という思いがあります。お客

様にお弁当を直接手渡しして、コミュニケー

ションをはかる時間を確保するためにも、

スタッフを増員することはとても大切です。

あわせて、今後はデイサービス、老人ホーム

など様々な施設にもお弁当をお届けするな

ど、販路の拡大にもつなげていく予定です。

　また、ワタミグループは事業活動が社会

にとってプラスでなければならないと考え

ており、現行のお弁当の容器を2020年ま

でにバイオマスプラスチック容器に変更す

る計画です。バイオマスプラスチックは植

物性樹脂を使用した環境に配慮したプラ

スチックであり、地球環境への負荷を減ら

すことができます。

まごころスタッフ増員で
食数の増加に対応

さまざまな肉料理を揃えた「肉亭わたみ」 宅食事業ではまごころスタッフの増員を進める

4

　

　2018年度、商品に関する機能をMD

（マーチャンダイジング）本部に集約しまし

た。MD本部は商品企画、商品開発、工場

での製造などすべての機能を集約した部

署です。MD本部の稼働により、商品の企

画を主導する体制が整いつつあります。

「より良いものをより安く提供できる体制」

を構築して、ワタミらしい特徴をもった商

品の開発にもつなげていきます。

　MD改革は「ワタミの6次産業モデルの

推進」と言い換えることもできます。その一

環として、9月には北海道美幌町にある「ワ

タミファーム美幌峠牧場」を開業しました。

「ワタミファーム美幌峠牧場」は約280ha

（東京ドーム6個分）という広大な敷地で、

約300頭の乳牛を放牧飼育しており、生

乳の生産を行っています。今後は外部企業

と連携してチーズやヨーグルトなどの乳加

工品を製造し、外食・宅食事業で使用する

とともに外部企業への販売も視野に入れ

てまいります。

　

　ワタミグループでは「社員の幸せ」という

経営理念のもと、労働環境の改善に取り組

んできました。これまで、研修会議・営業

時間の見直しや業務の効率化につながる

店舗運営システムの導入、労働時間を管

理する労務戦略課の設置などを行ってき

ました。

　これらの取り組みにより社員の離職率

も外食産業の業界平均を大きく下回るま

でになりました。

　店舗や営業所をまわっていると、「明る

い人が増えたな」と感じることが多くなり

ました。私たちの事業は働く“人”が全てで

す。より多くの人が働きやすい職場だと感

じてもらえるよう、「社員の幸せ」を実現し

ていくための取り組みを進めていきます。

　2019年度は、新しいワタミをつくる年で

す。しっかりと足元を固めながら、さらなる

新業態の開発と出店、新規事業など攻め

の経営を行っていきます。店舗を増やし、

一人でも多くのお客様に喜んでいただきた

いと考えています。

　株主様には、まだまだご満足いただける

業績ではありませんが、社員たちは次のス

テップに向けて努力を続けています。業績

を伸ばすためのチャレンジも始まっていま

ので、これからもワタミグループを見守っ

ていただけると幸いです。

● 社長メッセージ

生産性の向上を目指し
MD 改革を断行中

酪農事業による6次産業化を目指す「美幌峠牧場」

社員の幸せを意識
働きやすいやすい職場に
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ーワタミグループは2018年度、再成長に向け
て事業基盤を強化してきました。国内外食では
業態転換が進み、新業態の店舗も次々と生まれ
ています。創業者の立場から、どう評価していま
すか？
　「外食、宅食、農業は、より積極的に事業を展
開していくことができる態勢が整ってきました。
なにが足りないのかが見えてきて、どこにどのよ
うな手を打てば結果を出せるようになるかがわ
かってきたということではないでしょうか。
　外食、宅食、農業などあらゆる事業において
は、会社の規模に関わらず、皆一生懸命事業に取
り組んでいます。その中で業績を伸ばすために
は、創業の理念を忘れないこと。社員一人ひとり
がいかに仕事と向き合っていくのか、創業者とし
て注目しています」
ー今こそ創業の理念が必要ということですね。
図らずも、清水社長も同じ考えをお持ちです。
　「その考えが、社員やスタッフに浸透している
と思います。私は今でもプライベートでワタミグ
ループの店舗を利用しているのですが、みんな元
気で明るいですね。一人ひとりの個性を尊重し、
それぞれが主人公というのが創業の理念です。
全員が考えて行動する。だから明るく仕事がで
きるのです。『居酒屋はお客様を元気にすると

ころ』。これは私の師匠に教えられた大切な言
葉です。ワタミグループの社員も、この言葉を常
に意識してもらいたいですね」

ー最後に、株主様へのメッセージをお願いし
ます。
　「ワタミグループを見守っていただき、創業者
として感謝しております。ワタミグループは苦し
い時期も外食事業、宅食事業、農業、環境事業
などをつうじて社会に貢献するべく活動を続け
てきました。株主様の支えがなければ、会社の思
いをカタチにする活動を継続することはできま
せんでした。
　お客様からたくさんのありがとうが集まり、会
社は利益を生み出す。その利益を株主様に還元
し、もっと応援しようとまた株を買っていただく。
これによりワタミグループはさらなる利益を生み
出し、株主様に還元する。この循環が生まれつつ
あるので、一緒にその成果を見守っていただけれ
ばと思います。
　また、ワタミグループは持続可能な社会づくり
に向けて様々な課題へ取り組み、社会に対する
価値の創造、経済的な価値を創造するCSV を
つうじて、社会に影響を与えることができる企業
だと私は考えています。社会に求められる企業、
それがワタミグループの目指す姿なのです」

創業の精神を忘れず、
元気・本気で行動してほしい

苦しい時期を支えてくれた
株主様への恩返し

）標目発開な能可続持（sGDS※
開な能可続持（slaoG tnempoleveD elbaniatsuS「はとsGDS

発目標）」の略称で、2015 年 9 月の国連サミットで採択された「持
続可能な開発のための 2030アジェンダ」にて記載された 2016
年から2030 年までの国際目標です。持続可能な世界を実現する
ための「17 のゴール・169 のターゲット」から構成され、地球上の
誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っ
ています。SDGs は開発途上国のみならず、先進国自身が取り組
む普遍的なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます
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創業者メッセージ

ワタミグループ創業者
渡  美樹

ワタミグループの成長が
持続可能な世界をつくる！

● 取材・文／編集部

ー近年、SDGsに対する企業の取り組みが注
目を集めていますね。
　「SDGs は2015年、国連が持続可能な世界を
つくるために掲げた行動計画ですが、徐々に世
界中に広まりつつあります。企業としてどう向き
合うかが大切なわけですが、外食産業は重要な
ポジションにいると思います。外食産業は生活
の基本である「食」というとても大切な部分を
担っています。17あるSDGsの目標のなかに『飢

っいと』を祉福と康健に人のてべす『』にロゼを餓
た項目がありますが、外食産業が果たす役割は
非常に大きいですね」
ー創業者として、SDGsにおけるワタミグルー
プの貢献を期待されているのでは？
　「もちろんです！　ワタミグループ創業の理念に

『地球人類の人間性向上のためのよりよい環境
をつくり、よりよいきっかけを提供すること』とあ
ります。これがすべてで、まさしくSDGsそのもの
です。この理念を達成するため会社を大きくし、
農業をはじめ、海外の子どもたちを支援する活
動を行ってきました。これらの活動は、すなわち
持続可能な社会をつくるということ。ワタミグ
ループのミッションとSDGsの枠組みはまったく
同じで、今後もSDGsの考えにコミットすべきだ
と思います」
ーすべての事業がSDGsにつながっているわ

けですね。
　「ワタミグループが取り組んでいる風力発電な
どのエネルギー事業もそうですね。その他には、
宅食は『住み続けられるまちづくりを』という目
的にも合致します。私の目から見て、ワタミグルー
プは世の中に大きな影響を与えることができる
要素が揃っています。実現にはまだまだ時間が
かかりますが、近い将来、『ジャパンSDGsアワー
ド』を受賞できる日がくるかもしれません。創業
以来、それだけの仕組みとビジネスモデルを築い
てきたわけですから」
ー日本の外食産業として、1999年に初めて
ISO14001（環境マネジメントシステムの仕様を
定めた規格）を取得したことからも、グループの
理念が伝わってきます。
　「2018年、国内の外食産業では初めてRE100

（100％再生可能エネルギーで事業運営を目指
す企業が加入するイニシアチブ）にも加盟しまし
た。おそらく、周りから見たら「何でRE100？」と
思われるかもしれませんが、ワタミグループが先
駆けてチャレンジすることで、ほかの企業に同じ
思いが広がればいいと考えています。これまで
も、ワタミグループが業界に先んじて取り組んで
きたことはいくつかありますし、これからもそうあ
り続けていくべきでしょう。SDGsにおいても、世
界中の企業に影響を与えられる存在となること
を期待しています」

創業からの理念はSDGsそのもの

世界が持続可能な社会づくり（SDGs）に舵を切っているなか、
ワタミグループに求められていることとは？
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ワタミの話題を集めました！

外食

「TGIフライデーズ」バーテンダー、女性が初の日本一！
バーテンダーチャンピオンシップアジア大会へ

「TGIフライデーズ」の「2018 ワー ルド・バーテンダー・チャンピオンシップ」日本大会で、「TGIフラ
イデーズ」原宿店のロンさん（店舗ニックネーム）が優勝しました。女性のバーテンダーが日本代表に
なるのは初めてのことです。フレアーバーテンディングとはバーテンダーがお酒のボトルやシェー
カー、グラスなどを用いて曲芸的なパフォーマンスによって
ドリンクをつくるエンターテインメント性だけでなく、レシピ
に忠実にドリンクをつくる正確性も求められます。ロンさん
は初挑戦で日本代表に輝くという快挙を成しとげました。 
ロンさんは「『TGIフライデーズ』のスタンダードに恋をして
いる」というほどの「フライデーズ愛」によって技が磨かれ、世
界へと羽ばたきます。

北 海 道 美 幌 町 のワタミファーム「美 幌 峠 牧
場」が開業しました。面積 279.5ha（東京ドー
ム約 60 個分）という広大な牧場に約 300 頭
の乳牛を放牧しており、生乳を生産する酪農
事 業 に取り組んでいます。将 来 はチーズ や
ヨーグルトなどの乳加工品をワタミグループ
で販売する計画で、６次産業モデルの構築に
も取り組む方針です。

ワタミファーム「東御農場」の原聖馬農場長が
東御市の花岡利夫市長を表敬訪問しました。

「東御農場」では 6 月～ 10 月まで有機ロメイン
レ タス を 生 産 し、「和 民」「ミラ イザ カ」の メ
ニューをつうじて東御市の味を全国に発信し
ています。有機ロメインレタスを試食した花
岡市長は「シャキシャキとしておいしい」と顔
がほころんでいました。

農業

「美幌峠牧場」で6次産業モデルを
広大な牧場で放牧型酪農目指す

「和民」「ミライザカ」のメニューで
東御のロメインレタスを全国へ

今期のトピックス
特集

Topics

農業
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「ワタミの宅食」は「地域密着」を目指し、1日に平均24万人のお客様に、手渡しを基本にお弁当をお
届けしています。その特徴を生かし、行政機関が推進する高齢者の見守りや特殊詐欺被害防止の取り
組みに一部の地域で協力しています。警察関係者は、特殊詐欺被害を防止するためには「日常的な注
意喚起の呼びかけが重要だ」と考えており、高齢者と日頃
から接点を持つ「ワタミの宅食」が注目を集めるようにな
りました。
警察署と連携して、特殊詐欺被害防止を呼びかけるチラシ
やカードを配布する営業所や、防犯協力によって表彰され
る営業所もみられます。「ワタミの宅食」はお弁当の提供だ
けでなく、さまざまな形で地域社会に貢献していきます。

宅食

海外

新業態「肉亭わたみ」出店
肉料理をさまざまな食べ方で

台湾台北駅前に新業態「肉亭わたみ」を
オープンしました。「肉亭わたみ」は専
門店に負けない肉料理を主力とした総
合レストランとして開発しました。肉料
理はステーキ、鍋、串焼き、丼や麺など、
さまざまな形で楽しめます。幅広い世
代のお客様に支持され、好調なスター
トを切りました。

環境

ワタミグループでは、外食、宅食、農業、環境といった事業を手掛けています。
未来を見据えた各事業の新たな取り組みを紹介します。

特集　   トピックス

宅食

「ふれあい通信vol.23（2017年11月発行）」で取りあ
げた、ワタミファーム＆エナジーが支援している地域電
力会社が電力の供給を開始しました。地域電力による
地域の活性化を意識した取り組みです。7月には岐阜
県美濃市にあるみの市民エネルギー（株）が、10月に
は岐阜県郡上市の郡上エネルギー（株）がそれぞれ電
力の供給を始めました。これからも地域電力会社を
支援しながら地域の活性化に取り組んでいきます。

岐阜県の地域電力が電力供給開始
電力自由化で地域活性化を！

特殊詐欺被害防止に貢献、チラシ配布で注意喚起

町田警察所と町田市内の3営業所が連携
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※除外日がございます。詳しくはHPもしくはスタッフまで。

忘年会・新年会はワタミのお店へ！

新年会に提案！冬の特別コース
ワタミの居酒屋では早期特典だけでなく、さまざまなコースを用意
しました。「三代目鳥メロ」では、11月15日（木）から1月31日（木）
までの期間に「冬の特別コース」を提供しています。「冬の特別コー
ス」には、鍋料理として人気が高いもつ鍋に辛子明太子を加えた「め
んたいもつ鍋」をメイン料理として合計9品の料理。150分の飲み
放題がついていて、ゆっくりと宴会を楽しむことができます。価格も
3,700円（税別）として、手ごろな設定を意識しました。

ワタミで楽しむ多国籍宴会
さまざまな専門店を展開！

ITALIAN RESTAURANT & BAR

「本格的なイタリアンとお酒を気軽に楽しむバル＆ダイ
ニング」をコンセプトとして、専門店の味をお手頃な価
格で楽しめます。パスタやピッツァ、種類豊富なタパス
（小皿）料理やボリュームのある肉料理を揃えました。

五感を刺激するシズル感あふれる“カジュアル創作中華”
が楽しめます。最大120名様の集まりも大歓迎！気軽さ
や使いやすさとともに中華料理のおいしさを両立しました。

世界60ヵ国で900店舗以上を展開する、全米一のカジュ
アルレストラン＆バー。関東・関西エリアに14店舗を展開し
ています。料理はアメリカを感じられるテイスト＆ボリュー
ムで、バーテンダーのパフォーマンスなども楽しめます。

原色をいかした配色とモダンなスタイルの融合を意識
してデザインされた店内。料理はボリュームがありなが
ら、野菜もたっぷりでヘルシー！ビジュアルも楽しく、
彩り鮮やかなメニューを取り揃えています。

プレミアムパーティープラン
5,000円（税込）

5,000円（税込）

ニューヨークパーティーコース
4,000円（税込）

定番のマルゲリータピッツァや和
牛ローストビーフ、魚介のパエリア
も楽しめるコース
●ミックスキャベツのピクルス　
●清流鶏のGOHANチキンサラダ
●スペイン産生ハム＆コッパ＆
　ミラノサラミの盛合せ　
●スパイス香るミートナチョス　　
●海老とムール貝のアヒージョ（バケット添え）
●ＧＯＨＡＮ自家製ローストビーフ
●ふっくらもちもちナポリ風窯焼マルゲリータピッツァ
●チーズフォンデュ
●魚介たっぷりシーフードパエリア
●とろけるプリン

American Restaurant ＆ Bar

バッファローウィングやローデッ
ドポテトスキンで本場アメリカを
体感！

人気料理の黒酢の酢豚を始め、海老
チリソース、麻婆豆腐など、定番中
華を一工夫しました。

特製ファヒータをはじめ、テキーラ
ベースのメキシカンなカクテルも
ご用意！

●ガーリックトースト 
　with トマトバジルサルサ　
●ハウスサラダ　
●バッファローウィング
●オニオンリング　
●チキンフィンガー　
●ローデッドポテトスキン　
●フライデーズフライ
●チキン＆シュリンプディアブロ

CHINA BISTRO MODERN MEXICAN DINER

BYAKKOコース

●名物！よだれ鶏
●季節青菜の温前菜 蟹あんかけ
●点心2種盛合せ
●厚切り叉焼
●タコのカルパッチョ
●白身魚の油淋ソースがけ
●やわらか牛肉と青菜の黒胡椒炒め
●土鍋麻婆豆腐（選べる辛さ 四川式or香港式）
●辛旨まろやか海老のチリソース
●自慢の黒酢の酢豚
●胡麻団子

TEXMEX FACTORY

テクスメクスベストコース
4,000円（税込）

●TEXMEX ナチョス
●メキシカンブルスケッタ
●テキサスフライドチキン
●TEXMEX サラダ
●フライドフィッシュ
●TEXMEXチリ・コン・カルネ
●BBQチキンサルサタコス
●トリプルコンボファヒータ

ワタミでは多国籍な宴会を楽しむことができます。
イタリアン、中華料理、アメリカ料理、メキシコ料理といった専門店を展開しているので、

居酒屋とは違った宴会を楽しみたいといったニーズにも対応できます。

GOHAN TGIフライデーズ

WANG'S GARDEN

早割・早得キャンペーン受付は11月30日まで

めんたいもつ鍋を
中心とした
「鳥メロ」の
冬の特別コース

早期予約特典で
内容をグレードアップ

「ミライザカ」は

まだ、間に合う！

キャンペーン
忘年会や新年会をどうしたらいいのか困っている人はいませんか。あわてなくても大丈夫です。
ワタミでは、11月30日（金）までの早期予約で、コース料金の割引や内容のグレードアップなど

さまざまな特典を受けられる「早割・早得」キャンペーンを実施します。忘年会・新年会はワタミにお任せください。

「ミライザカ」で提供している「特選匠味鍋 海鮮＆清流若どりコース」
5,000円（税別）が11月30日（金）までに予約をすると3種類の特典がつ
いてきます。特典は、メイン料理の鍋が「黒毛和牛と黒豚のすき鍋」にグ
レードアップできるほか、飲み放題も獺祭等外などが含まれたプレミアム
飲み放題に変更します。さらに３つ目の特典として、宴会を盛り上げるグッ
ズの鏡開きセットをお貸しいたします。鏡開きによるスタートで宴会を盛
り上げてください。

「和民」「坐・和民」では早期予約で割引が受けられる「早割キャンペー
ン」を実施しています。11月30日（金）までに6,000円（税込）の
「豪華コース」を予約すると、キャンペーン価格の3,990円（税込）！
「豪華コース」は黒毛和牛と黒豚のすき焼き鍋、獺祭等外も飲める
プレミアム飲み放題、マグロの断面刺といったメニューがつき、「早割
キャンペーン」の利用でお得な価格で楽しんでいただけます。

11月30日（金）まで「和民」「ミライザ
カ」で実施している早期予約のキャン
ペーンは、2018年11月15日（木）から
2019年1月14日（月）までに実施す
る忘年会や新年会で、11月30日（金）
までの予約受付が対象です。

早期割引特典で
「豪華コース」が
6,000円（税込）から

「和民」は

3,990（税込）円に

早期割引早期割引早期割引
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持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向けて
私たちは、SDGsの目標達成に向けて貢献できることは何かを考えると
ともに、SDGsの枠組みでの事業活動の見直しを新たなチャンスと捉
え、積極的に取り組んでいます。また、従業員一人ひとりが「自分ができ
ることは何か」を考えられる環境をつくり、事業活動を推進してきます。

ワタミグループは、
食を通じて貢献していきます
高齢社会の日本を
「いつまでも幸せに住み続けられる地域」に
すること

居酒屋でも安全・安心な食材を使い、
出会いふれあい安らぎの場を提供すること

気候変動を防止するために、
事業活動で再生可能エネルギーを使用すること

お弁当の宅配をつうじて、地域自治体との「見
守り協定」により、住み慣れた地域での安心
な暮らしを支えています。（184の自治体と協
定締結）

定年退職後や子育て中の女性を中心に、お弁
当を宅配する「まごころさん」の仕事を担って
もらい、「食」と「職」を提供しています。

高齢者の健康に寄与するべく、管理栄養士が
300種以上の献立を設計、見た目も美味しい
お弁当をつくっています。

●

●

●

2018年にRE100に加盟しました。再生可能
エネルギーの調達、地域に根差した電力開発
を進めています。

市民電力と協働で、エネルギーの地産地消に
取り組んでいます。（美濃市や臼杵市など）

※2017年では約65％相当の再生可能エネルギー
   FIT電源プロジェクトに参画しています。

●

●

全国に624haの農場を保有（2018年8月現
在）、2017年度総量で約2,000ｔの農畜産物を
生産（野菜・大豆967t、鶏卵8t、チーズ等加工
品78t等）、居酒屋メニューで提供しています。

居酒屋メニューの野菜の32％を、グループ農
場や、契約農家から調達した有機・特栽の野
菜を使用しています。

障がいのある方を居酒屋店舗にご招待し、楽
しい「お食事会」を定期的に開催したり、障が
い者雇用の促進も行なっています。（グループ
の障がい者雇用率4.65%（2018年6月））

●

●

●

12

弊社では、株主様へ感謝の気持ちをお伝えすること、グループの商品やサー
ビスをより一層ご理解いただくことを目的として、株主様ご優待券をお送り
しております。ぜひご利用いただき、ご意見・ご感想をお聞かせください。

活用ガイド

株主様ご優待制度のご案内
p14優 待 制 度

長期株主様ご優待制度のご案内
p14長 期 優 待

株主様
ご優待制度

社会貢献団体への寄附
社 会 貢 献 p17

ワタミの逸品をご注文！
p18ワタミの

逸品

ワタミグループ
国内外食店舗で
お得に楽しくお食事を！

外 食 p15

「ワタミの宅食」の商品を
お得に購入！

宅 食 p16
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株主様へ感謝の気持ちをお伝えすること、グループの商品やサービスをより
一層ご理解いただくことを目的として、株主様ご優待券をお送りしております。

1,000株以上の株式を保有している方を対象に、
保有期間に応じて「オリジナル記念品」を贈呈いたします。

株主様ご優待制度について

長期株主様ご優待制度について

ぜひご利用いただき、ご意見・ご感想をお聞かせください。

保有期間保有株数

3年超

6年超

※1  商品のお届けは、当該年数を超えた年 1 回限りとなります
※2  対象の株主様には 2018 年 12月にご案内をお届けする予定です。記念品は 2019 年 2月にお送りする予定です

割当基準日 毎年 3月31日および 9月30日

対象となる株主様 株主名簿、実質株主名簿に記載された100 株以上ご所有の株主様

◇ 送付時期 3月末基準日の株主様…  5月下旬頃
9月末基準日の株主様…11月下旬頃

◇ 送付枚数

100～299株

300～499株

500～999株

1,000株以上

1 枚 500 円の株主様ご優待券を下記の通り送付

6枚

12枚

18枚

24枚

（3,000円分）

（6,000円分）

（9,000円分）

（12,000円分）

1 回の送付枚数
合 計

1,000株以上

株主様ご優待制度

割当基準日となる3 月末日または 9 月末日時点の
株主名簿に、1,000 株以上保有の株主様として同
一株主番号で 7 回連続で記載された株主様

割当基準日となる3 月末日または 9 月末日時点の
株主名簿に、1,000 株以上保有の株主様として同
一株主番号で13 回連続で記載された株主様

（2018 年 9月末現在）

贈呈品

オリジナル記念品※2

オリジナル記念品※2

※1

※1

2017年 2018年2016年2015年2014年2013年2012年

「3年超」対象の株主様

「6年超」対象の株主様

■2018 年 9 月期長期優待制度の対象

3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末 3月末 9月末

長期
優待

優待
制度
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下記店舗をはじめ、ワタミの国内外食店舗全店でご利用いただけます
（本誌の P20 ～ P23 に国内外食店舗一覧を掲載しています）

・株主様ご優待券は「1 枚500 円分のお食事券」として、お一人様何枚でもご利用いただけます
　お会計時に従業員にお渡しください
・金・土・祝日の前日も含めて、全営業日にご利用いただけます
・ランチタイムでもご利用いただけます（ランチタイムの時間は店舗によって異なります）
・現金との交換および釣り銭をお出しすることはできませんのでご了承ください

■ご予約はこちらまで

電話でのご予約

受付時間  AM9:00 ～ PM7:00　※土・日・祝日も受付可、受付時間以外は直接店舗にご連絡ください

ホームページでの
ご予約

https://watamishopsearch.jpワタミ 〈外食事業〉 公式サイト

携帯電話からはこちらへ 03-5737-9446
ワタミグループ宴会受付センター 0120-18-9446

「株主様ご優待券」は、国内にあるワタミの外食店舗全店でご利用いただ
けます。すべての営業日に何枚でもご利用いただけます。

ワタミの国内外食店舗でお得に楽しくお食事できます！外 食

受付時間　AM9:00 ～ PM9:00　土・日・祝日も受付可

0120-116-722 ワタミ 〈外食事業〉 ホットライン

ご利用方法

外食店舗での株主様ご優待券ご利用に関するお問い合わせ
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※「まごころ商店」は、お弁当・お惣菜、お料理キットを
　ご注文のお客さまにお届けしています

一番人気、6種類のお惣菜

1食500kcal基準のお弁当

宅食®はワタミ株式会社の登録商標です

※風味の落ちる食材など、一部カットしていないものも
　ございます

※写真は1人用の献立例です

食べごたえのある、しっかり主菜のお惣菜

お弁当・お惣菜 毎日お届け、日替わり夕食宅配。
あなたに合ったお弁当・お惣菜をお届けします

「ワタミの宅食」の商品をお得に購入できます！
「ワタミの宅食」の商品をご注文いただく際に
株主様ご優待券をご利用いただけます。

宅 食

受付時間　AM9:00 ～ PM7:00　※日曜日のみAM9:00 ～ PM6:00
「ワタミの宅食」受付センター 0120-321-510

「ワタミの宅食」に関するお問い合わせ

お手頃サイズ、4種類のお惣菜

お料理キット 九州・山口限定 まごころ商店
お弁当・お惣菜の献立表、週刊「ふかしいも」に
掲載の「まごころ商店」では、おいしさにこだわった
さまざまな商品を販売しています。

● 毎週水曜日に、翌週分のご注文を5日間単位で承ります（地域によっては 7日間単位のご注文も承ります） ● 地域により販売している商品
および容器が異なります ● 一部、お届けできない地域がございます ● 詳細は、下記「ワタミの宅食」受付センターまでお問い合わせください

レシピを見てご自分で簡単に夕食がつくれる、
食材セットです。カット済みの食材、オリジナ
ル調味料、レシピをお届けします。

( 単品商品 )

ご利用方法

上に記載のお弁当・お惣菜、お料理キット、まごころ商店を購入する際に、1 枚 500 円分の金券として株主様
ご優待券をご利用いただけます
通信販売（「宅食らいふ通販特集」「ワタミの宅食ダイレクト」）ではご利用いただけません
1 週間分のご注文につき、何枚でもご利用いただけます。1 枚の株主様ご優待券を、2 週以上のご注文に分
割してご利用いただくことはできません
株主様ご優待券は、お支払の際に、担当スタッフにお渡しください
ホームページよりご注文の場合は、株主様ご優待券に記載の番号を入力のうえ、ご利用ください。また、ご利
用の株主様ご優待券を、担当スタッフにお渡しください
現金との交換および釣り銭をお出しすることはできませんのでご了承ください

・

・
・

・
・

・
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株主様ご優待券で寄附をして、社会貢献ができます！

募金箱

〒144-0043 東京都大田区羽田 1-1-3　
ワタミ株式会社 広報部 株主優待寄附受付係

送付先

未使用のご優待券をご送付いただきますと、ワタミグループが支援する
社会貢献団体への寄附として受け付けさせていただきます。

ワタミ株式会社 広報部 03-5737-2814
受付時間 AM9:00~PM6:00（平日のみ）

社会貢献団体への寄附に関するお問い合わせ

・株主様ご優待券を寄附としてご利用いただく場合、有効期限はございません。
　有効期限切れの株主様ご優待券もご寄附いただけます

・寄附の場合は、1 枚150 円分として受け付けさせていただきます

・未使用の株主様ご優待券を、下記宛先までご郵送ください。なお、郵送用の封筒はございません。
　恐れ入りますがご自身でご用意いただきますようお願いいたします

公益財団法人 School Aid Japan への寄附は、ワタミの外食店舗に設置し
ている募金箱でも受け付けております。株主様ご優待券をそのまま募金箱
にご投函ください

・

社会
貢献

公益財団法人
School Aid Japan

公益財団法人
みんなの夢をかなえる会

公益財団法人
Save Earth Foundation

学校建設や運営、食糧支援などを通
し、開発途上国の子どもたちに教育
機会と教育環境を提供しています

みんなの夢となる事業を手掛けるソー
シャルドリーマーの発掘、育成、発表、
支援とトータルサポートをしています

資源の循環と森林の再生・保全に
取り組み、持続可能な循環型社会づ
くりに貢献しています

寄附先の社会貢献団体のご紹介

夢実現のサポート開発途上国での教育支援 環境貢献

ご利用方法
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ワタミの
逸品

ワタミのこだわりを集めた逸品をお届け！

3,000円分

A

A B C

 アイスクリーム：バニラ、チョコ、抹茶（各2個）
フローズンヨーグルト：プレーン、ブルーベリー（各2個）
※ワタミファーム工場にて製造

3,000セット限定

※冷凍でお届けします  
※協力工場にて製造
※他の農場で生産したそば粉も使用しています。

2,000セット限定

※協力工場にて製造

3,000セット限定

B ワタミファーム千葉県・
山武農場、佐原農場より

二八そば

千葉県・山武農場、佐原農場より

ゆで落花生ゆで落花生

新商品

160g 20本入

※協力工場にて製造
人参90％、オレンジ10％

ワタミファーム千葉県・山武農場より D
キャロット＆オレンジジュース
有機人参使用

有機落花生使用

E ワタミファーム北海道・瀬棚農場より

アイスクリーム＆フローズンヨーグルト
有機生乳使用

有機農産物を使った商品を揃えました。
1商品につき、株主様ご優待券　　　　　　　 でご注文いただけます。

3 年間以上、化学農薬、化学肥料を
使用しない農地で栽培した落花生です。

■ 商品詳細（写真はイメージです。実際とは異なる場合があります）

2019年２月20日（水）～３月31日（日）

　　　    の商品で応募多数により抽選
に漏れた場合は、第 2 希望にお選びいた
だいた商品をお送りいたします。

C 北海道・当麻グリーンライフより北海道・当麻グリーンライフより
特別栽培米ゆめぴりか

※ご記入がない場合は、「株主様ご優待券」を 
　返送いたします。あらかじめご了承ください。

（めんつゆ付）（から付）

※台風被害による不作のため、限定数を確保でき
ない場合がありますこと、ご了承ください。

2018年12月31日（月）申込締切 当日消印有効 商品発送期間

18

1 商品につき、株主様ご優待券3,000円分でご注文いただけます。

同封の「ワタミの逸品お申し込み用紙」に必要事項を記入し、同封の専用封筒に株主様ご優待
券を必要枚数入れて、2018年12月31日（月）までにご郵送ください（当日消印有効）。

お申し込み期限 2018 年 12 月31日（月）を過ぎた申し込み書はお受けできません。申し込
み書とともに「株主様ご優待券」を返送いたしますので、あらかじめご了承ください。

商品は、2019年2月20日（水）～ 3月31日（日）までに発送いたします。

「E：アイスクリーム＆フローズンヨーグルト」は、お届けまでに時間がかかる場合があります。
あらかじめご了承ください。

「A：ゆで落花生」「B: 二八そば」「C:ゆめぴりか」は数量限定です。ご注文多数の場合は、抽選
とさせていただきます。

抽選の場合は、第 2 希望の商品をお送りいたしますので、ワタミの逸品専用の申し込み書
に必ず第 2 希望の商品をご記入ください。
なお、第2希望は「D：キャロット＆オレンジジュース」「E：アイスクリーム＆フローズンヨーグ
ルト」の2商品からお選びください。優待券のご返却をお選びいただくことも可能です。

※第 2 希望のご記入がなく、抽選に漏れた場合は、申し込み書とともに「株主様ご優待券」を
　返送いたしますので、あらかじめご了承ください。

ご注文の際は、「ワタミの逸品お申し込み用紙」に記載の注意事項を必ずご確認ください。

一部地域（離島など）でクール便の配送ができない場合、 他の商品と変更していただくこ
とがございます。

「お米」は生ものですので、冷暗所で保管のうえ、2 カ月以内にお召し上がりください。高温
多湿の場所で保管の場合、カビが発生することがあります。

ご記入に不備がありますと、商品をお届けできないことがあります。
必要事項はすべてご記入のうえ、株主様ご優待券を必要枚数お送りください。

「ワタミの宅食」受付センター（ワタミの逸品）0120-951-655
受付時間　ＡＭ9:00 ～ＰＭ6:00　土日・祝日も受付可 ※お問い合せは「ワタミの宅食」受付センターにて承ります

当日消印有効

申込締切
2018年

12月31日（月）
有効期限が2018年12月1日（土）～2019年5月31日（金）までの
株主様ご優待券でお申し込みください。上記の有効期限以外のご
優待券および現金ではお申し込みいただけません。

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

「ワタミの逸品」に関するお問い合わせ

！

商品のお届け日やお時間の指定はお受けできませんのでご了承ください。！

ご利用方法
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JAPANESE DINING「和民」
秋田県
秋田駅前店	 018-884-3630
山形県
山形駅前大通り店	 023-615-0820
福島県
いわき駅前店	 0246-35-5818
栃木県
JR 宇都宮東口店	 028-651-3580
茨城県
●Ｌつくば駅前店	 029-850-5521
水戸南口サウスタワー 10F店	029-222-7750
東京都
青山外苑前店	 03-5414-2081
秋葉原駅前店	 03-5209-1721
浅草雷門店	 03-5830-4977
飯田橋東口店	 03-3511-7701
池袋西口南蛮ビル店　	 03-5956-4531
大鳥居店	 03-5737-9701
小田急町田東口駅前店	 042-739-7028
JR 蒲田東口店	 03-5711-7873
銀座 5丁目店	 03-5537-3422
渋谷道玄坂店	 03-5456-6027
新宿東口靖国通り店	 03-5919-1431
調布南口店	 042-490-5231
●Ｌ天王洲郵船ビル店	 03-5460-9172
中延駅前店	 03-5788-4091
西新井西口駅前店	 03-5845-5281
●Ｌ光が丘 IMA公園通り店	 03-5383-7147
三田店	 03-5418-8675
武蔵小山店	 03-5751-8291
八重洲店	 03-3510-7085
神奈川県
●Ｌ横浜駅前店	 045-290-4735

埼玉県
川越東口クレアモール店	 049-228-2317
久喜駅前店	 0480-25-5290
坂戸北口駅前店	 049-280-5021

新越谷駅前店	 0489-90-4460
東川口駅前店	 048-291-1371
千葉県
成田店	 0476-24-7001
静岡県
静岡駅前南口店	 054-202-5330
浜松有楽街店	 053-413-3361
富山県
富山駅前店	 076-445-1851
石川県
金沢香林坊店	 076-210-4005
愛知県
金山北口駅前店	 052-350-4082
豊橋店	 0532-51-5088
名駅 4丁目店	 052-533-0312
大阪府
心斎橋駅前店	 06-4963-7535
南海難波駅前店	 06-6644-3605
寝屋川市駅前店	 072-801-7585
奈良県
大和八木店	 0744-20-3651
兵庫県
小野店	 0794-64-6811
川西能勢口駅前店	 072-756-6080
広島県
呉駅前レクレビル店	 0823-32-2180
高知県
高知追手筋店	 088-820-5185
沖縄県
久茂地店	 098-860-9494
那覇新都心店	 098-860-3738

語らい処「坐・和民」
北海道
麻生駅前店	 011-738-5733
札幌駅西口 JR55 ビル店	 011-218-8101
手稲駅南口店	 011-688-0035
函館五稜郭店	 0138-33-7355

宮城県
仙台西口駅前通店	 022-722-1591
長野県
長野駅善光寺口店	 026-219-0507
松本東口駅前店	 0263-39-8413
東京都
赤坂見附駅前店	 03-5549-2913
赤羽東口店	 03-5249-7491
上野浅草口店	 03-5827-1746
上野駅前通店	 03-3834-8124
金町北口駅前店	 03-5660-7161
吉祥寺北口パレスビル店		 0422-23-8233
銀座土橋店	 03-3539-2158
錦糸町南口駅前店	 03-5669-5211
国分寺南口店	 042-320-2091
五反田西口店	 03-5759-5231
新宿大ガード店	 03-5908-3150
新宿西口店	 03-5322-4501
水道橋西通り店	 03-5276-3337
立川南口店	 042-548-5913
八重洲一丁目店	 03-5299-6486
神奈川県
JR 橋本店	 042-770-9581
横浜西口店	 045-410-4766
千葉県
海浜幕張北口 aune ビル店	 043-211-8667
新潟県
新潟駅前東大通り店	 025-240-6530
愛知県
栄中日ビル前店	 052-238-2170
大阪府
●Ｌ梅田茶屋町店	 06-6292-5735
京阪京橋駅前店	 06-6242-6800
淀屋橋店	 06-4706-3566
奈良県
奈良三条通り店	 0742-20-6561
和歌山県
ロイネットホテル和歌山店	 073-402-0432

ワタミグループ国内外食　店舗リスト
（2018 年10月末現在）

ご宴会の予約も
こちらから！

お願い
●	こちらは、2018 年10月末現在の店舗一覧です。
　ご来店の際は、最新情報を「ワタミ〈外食事業〉公式ホームページ」の店舗検索にてご確認ください。
　業態転換、撤退等により、お店が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●	一部店舗に定休日を導入しています。こちらも「ワタミ＜外食事業＞公式ホームページ」に詳細を掲載しておりますので、
ご確認のうえ、ご来店ください。

●	L	マークの付いている店舗はランチの時間帯も営業しています。

　ワタミ＜外食事業＞公式ホームページ　https://watamishopsearch.jp

p20-23_ny_re.indd   20 2018/10/22   16:55
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兵庫県
西宮北口駅前店	 0798-69-1601
岡山県
岡山錦町店	 086-234-7720
広島県
紙屋町店	 082-504-5020
呉中通り店	 0823-32-3035
広島駅南口店	 082-506-1770
広島西条駅前店	 082-493-5605
福山店	 084-973-0885
愛媛県
松山三番町店	 089-915-5220
香川県
高松南新町店	 087-832-2955

「三代目  鳥メロ」
北海道
札幌駅西口 JR55 ビル店	 011-218-8121
函館五稜郭店	 0138-33-7611
福島県
いわき駅前店	 0246-35-6722
福島駅東口店	 024-528-9931
長野県
長野善光寺口店	 026-229-5512
松本駅前店	 0263-38-1214
栃木県
東武宇都宮駅前店	 028-610-5886
茨城県
守谷駅前店	 0297-47-8105
東京都
赤羽東口駅前店	 03-3598-8701
池袋サンシャイン通り店	 03-5953-2751
上野駅前店	 03-5827-1693
梅島駅前店	 03-5845-5361
江古田駅前店	 03-5988-4661
王子店	 03-5902-5281
大泉学園北口店	 03-5387-7225
大塚駅前店	 03-5961-6303
大鳥居駅前店	 03-5735-9295
御茶ノ水駅前店	 03-5283-2286
外苑前スタジアム通り店	 03-5772-6172
学芸大学西口店	 03-5725-7415
上板橋北口駅前店	 03-5921-2615
神田西口駅前店	 03-5289-8120
北千住東口店	 03-5284-5271
銀座土橋店	 03-3539-2397
錦糸町南口店	 03-5669-5224
国立南口店	 042-574-4571
京王八王子駅前店	 042-660-5955
麹町駅前プリンス通り店	 03-5275-2811
国領駅前店	 042-440-7015
笹塚店	 03-5478-7540
三軒茶屋駅前店	 03-5433-5271
椎名町駅前店	 03-5917-5351
品川港南口店	 03-5715-0121
渋谷道玄坂店	 03-5456-7269
新小岩南口駅前店	 03-5678-6235

●Ｌ

新宿歌舞伎町店	 03-5292-3873
新宿御苑前店	 03-5312-5801
新宿南口店	 03-5368-2818
仙川駅前店	 03-5315-3155
鶴川北口駅前店	 042-737-3561
東陽町駅前店	 03-5653-9440
豊洲 IHI ビル店	 03-6219-8031
豊田北口駅前店	 042-589-0971
西小山駅前店	 03-5768-3571
旗の台店	 03-5749-4733
浜松町店	 03-5408-6395
原宿店	 03-5775-2517
半蔵門駅前店	 03-5215-5871
東久留米西口店	 042-479-1581
平井駅前店	 03-5628-7081
広尾店	 03-5475-1848
分倍河原駅前店	 042-358-9955
船堀店	 03-5679-5781
明大前店	 03-5355-3571
目白通店	 03-5996-7155
武蔵境店	 0422-50-1240
有楽町日比谷口店	 03-5510-2366
JR 両国駅前店　	 03-5638-1266
神奈川県
伊勢原駅南口店	 0463-90-1577
大船店	 0467-42-8061
上大岡店	 045-840-1385
関内北口店	 045-226-4015
京急杉田店	 045-778-7855
古淵駅前店	 042-769-8166
桜木町野毛店	 045-250-1741
相模原駅前店	 042-759-7380
JR 川崎東口店	 044-221-0455
JR 橋本店	 042-770-9718
湘南台西口駅前店	 0466-42-4792
東急武蔵小杉駅前店	 044-739-1066
戸塚西口店	 045-869-6255
藤沢南口店	 0466-55-3511
本厚木店	 0462-94-1245
元住吉西口店	 044-431-1190
三ツ境南口店	 045-369-1129
横浜西口南幸町店	 045-412-1473
横浜東口店	 045-444-1538
埼玉県
朝霞南口駅前店	 048-458-6636
大宮西口駅前店	 048-657-3921
春日部西口店	 048-753-5661
川口東口店	 048-241-1761
熊谷北口駅前店	 048-528-0670
JR 川越西口店	 049-240-1740
千葉県
稲毛東口駅前店	 043-207-8530
京成大久保駅前店	 047-403-1561
五香西口駅前店	 047-311-8151
新松戸駅前店	 047-330-5631
スーク海浜幕張店	 043-298-3631
津田沼北口店	 047-403-3611
西船橋南口店	 047-410-1785●Ｌ

新潟県
新潟駅前東大通り店	 025-240-5210
福井県
福井駅前店	 0776-26-1055
静岡県
浜松有楽街店	 053-450-3655
沼津南口店	 055-964-0066
愛知県
今池店	 052-745-3223
尾張一宮東口駅前店	 0586-28-7522
栄広小路店	 052-238-1523
塩釜口駅前店	 052-861-7087
豊橋東口駅前店	 0532-57-5160
名駅４丁目店	 052-569-2928
岐阜県
名鉄岐阜駅前店	 058-267-7630
三重県
近鉄四日市駅前店	 059-350-1203
大阪府
梅田茶屋町店	 06-6292-5740
岸和田駅前店	 072-430-4733
京橋駅前店	 06-6242-8930
鴻池新田店	 06-6748-7273
大正駅前店	 06-4394-3571
道頓堀店	 06-6214-5921
枚方市駅前店	 072-804-8066
布施店	 06-6618-8128
京都府
四条大宮店	 075-813-1851
四条烏丸店	 075-256-8705
伏見桃山店	 075-605-4505
奈良県
奈良三条通り店	 0742-20-0161
兵庫県
明石駅前店	 078-919-4322
JR 尼崎南口店	 06-6401-9580
JR 立花駅前店	 06-6424-6373
垂水店	 078-704-2740
西宮今津店	 0798-37-3223
西宮北口店	 0798-69-0805
阪急伊丹駅前店	 072-773-5153
岡山県
岡山本町店	 086-212-0266
広島県
呉店	 0823-32-1230
広島駅新幹線口店	 082-568-7871
広島駅南口店	 082-506-2850
広島西条駅前店	 082-493-7370
福山店	 084-973-2261
山口県
徳山店	 0834-33-3121
鳥取県
米子駅前店	 0859-37-5177
愛媛県
今治ドンドビ店	 0898-34-3071
新居浜店	 0897-65-1150
松山大街道店	 089-915-1651

●Ｌ

●Ｌ
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香川県
高松南新町店	 087-832-2966
福岡県
七隈四つ角店	 092-874-3371
西鉄久留米一番街店	 0942-46-1175
長崎県
佐世保京町店	 0956-42-1001

旨唐揚げと居酒メシ「ミライザカ」
青森県
八戸三日町店	 0178-71-3281
岩手県
盛岡駅前店	 019-606-4633
宮城県
仙台駅西口プレイビル店	 022-212-7631
栃木県
宇都宮駅西口店	 028-600-3460
小山東口店	 0285-20-0621
群馬県
高崎西口駅前店	 027-330-6071
茨城県
勝田駅東口店	 029-202-5501
土浦駅前店	 029-825-0167
東京都
青物横丁駅前店	 03-5781-7561
池袋西武東口店	 03-5953-3978
板橋店	 03-5943-9555
王子店	 03-5902-5261
大井町東口駅前店	 03-5783-5455
大森北口店	 03-5764-5431
大山北口店	 03-5944-7284
御茶ノ水駅前店	 03-5283-2171
神楽坂店	 03-5225-2968
葛西駅前店	 03-6663-7781
亀有駅前店	 03-5682-7931
JR 亀戸駅前店	 03-5836-3323
北千住店	 03-5813-3971
吉祥寺南口店	 0422-76-8535
国分寺北口駅前店	 042-359-6081
五反田西口店	 03-5436-2761
駒込南口駅前店	 03-5940-8275
駒沢大学店	 03-5433-2713
志村坂上店	 03-5915-0301
JR 新大久保駅前店	 03-5337-8371
新宿西口店	 03-5339-2415
石神井公園店	 03-5910-7357
十条北口店	 03-5948-2551
新宿御苑前店	 03-5367-3512
神保町店	 03-5217-1061
西友福生店	 042-539-2031
高尾南口店	 042-629-1381
高島平駅前店	 03-5921-2348
高田馬場駅前店	 03-5286-7478
高幡不動店	 042-599-2785
竹ノ塚東口駅前店	 03-5686-7461
田無駅前店	 0424-60-3181
千歳烏山北口店	 03-5314-1071

●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ

東武練馬駅前店	 03-5922-1585
中目黒店	 03-5773-3381
成増北口店	 03-5383-7733
西大島店	 03-5836-3768
西荻窪駅前店	 03-5303-1255
西台店	 03-5914-3978
西日暮里駅前店	 03-5604-2901
日暮里駅前店	 03-5604-8417
練馬店	 03-5912-5261
東村山駅前店	 042-390-1501
日比谷富国生命ビル店	 03-5157-5400
府中並木通り店	 042-368-9700
町屋店	 03-5855-1831
目黒東口駅前店	 03-5448-9125
門前仲町店	 03-5639-8039
祐天寺駅前店	 03-5794-8871
四ツ谷駅前店	 03-3262-8401
神奈川県
鎌倉ミライザカ	 0467-60-4731
川崎砂子店	 044-223-3822
京急久里浜駅前店	 046-830-5562
鷺沼店	 044-870-2205
相武台前店	 046-266-6681
茅ヶ崎北口駅前店	 0467-89-3875
中山南口店	 045-929-1771
東戸塚西口店	 045-828-2655
平塚西口店	 0463-25-6331
二俣川北口店	 045-360-7223
淵野辺北口駅前店	 042-786-0830
宮崎台店	 044-860-3061
向ヶ丘遊園南口店	 044-931-1631
埼玉県
上尾モンシェリー店	 048-778-3001
朝霞台駅前店	 048-470-5712
浦和西口店	 048-827-5136
小手指北口店	 04-2929-4929
さいたま新都心東口駅前店	 048-650-8511
草加西口店	 048-920-5560
飯能北口駅前店	 042-983-9021
東松山店	 0493-27-6337
和光南口店	 048-460-1629
蕨東口駅前店	 048-434-2102
千葉県
稲毛駅前店	 043-207-6521
柏西口駅前店	 04-7141-5601
北習志野店	 047-496-5161
JR 市川北口駅前店	 047-323-7125
JR 津田沼北口店	 047-470-3136
千葉駅前店	 043-201-5617
西船橋北口店	 047-495-3738
船橋南口店	 047-420-7288
松戸西口駅前店	 047-308-2011
八千代台駅前店	 047-481-3381
山梨県
甲府店	 055-220-1266
新潟県
上越高田店	 025-521-6061

●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ

静岡県
掛川北口駅前店	 0537-61-3311
御殿場駅前店	 0550-81-5151
清水西口駅前店	 054-371-0200
浜松鍛治町通り店	 053-413-6565
藤枝北口店	 054-645-5151
富士北口駅前店	 0545-66-0233
愛知県
栄錦通り店	 052-955-8721
名駅南笹島店	 052-569-1503
東岡崎駅前店	 0564-66-1166
伏見広小路通り店	 052-218-2381
藤が丘駅前店	 052-760-5785
名駅４丁目店	 052-589-1444
本山駅前店	 052-789-1022
岐阜県
名鉄岐阜駅前店	 058-212-3327
三重県
近鉄四日市駅前店	 059-350-1201
大阪府
梅田店	 06-6316-8775
京橋OBPツイン 21-1F 店	 06-4794-9205
堺東駅前店	 072-282-5401
住道北口店	 072-816-1981
高槻店	 072-691-0335
谷町４丁目店	 06-4790-3292
天満橋店	 06-6920-5460
阪神野田店	 06-6456-2361
東三国駅前店	 06-6394-9281
古川橋北口店	 06-6780-0575
本町店	 06-6265-0568
都島店	 06-4253-4411
淀屋橋店	 06-6203-8136
京都府
烏丸三条店	 075-254-0028
滋賀県
草津東口店	 077-569-5030
瀬田駅前店	 077-547-4510
南草津駅前店	 077-569-5071
奈良県
ＪＲ王寺南口駅前店	 0745-34-2811
和歌山県
JR 和歌山駅前店	 073-428-6971
和歌山城公園前店	 073-428-8214
兵庫県
明石駅前店	 078-919-6930
JR 神戸北口駅前店	 078-367-2239
三宮店	 078-265-1175
姫路店	 079-221-8295
三木志染店	 0794-87-6300
島根県
松江北口駅前店	 0852-59-9661
広島県
八丁堀店	 082-544-2680
広島ミライザカ本通り店	 082-545-1946
山口県
岩国駅前通店	 0827-30-1011
宇部新川店	 0836-37-6460

●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ
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徳山店	 0834-33-3731
湯田温泉店	 083-921-8351
ルルサス防府店	 0835-27-1566
徳島県
徳島両国橋店	 088-611-3870
福岡県
大橋ミライザカ	 092-554-7551
九大学研都市駅前店	 092-805-4711
西鉄久留米ミライザカ	 0942-36-2038
博多口駅前店	 092-437-6231
薬院ミライザカ	 092-534-3701
佐賀県
佐賀南口駅前店	 0952-27-1507
大分県
大分中央町店	 097-540-5833
熊本県
八代店	 0965-31-1160
長崎県
佐世保夜店公園店	 0956-37-2152
長崎駅前店	 095-818-7177
長崎銅座店	 095-818-6080
宮崎県
延岡中央通り店	 0982-28-0071

カタマリ肉ステーキ＆サラダバー「にくスタ」
トピレック南砂店	 03-5677-5036
羽田大鳥居店	 03-5735-6211
●Ｌ南蒲田店	 03-5480-0621
府中若松店	 042-354-3651
●Ｌ千葉都賀店	 043-214-6581

居食屋「炭旬」
小山西口店	 0285-20-3881
日立駅前店	 0294-26-7701
綾瀬店	 03-5613-1861
大塚店	 03-5957-5801
上井草店	 03-5303-8003
船橋仲通り店	 047-460-8025
今池店	 052-744-1077
谷町４丁目店	 06-6910-1643
西九条店	 06-6467-1222
芦屋店	 0797-25-0805
西明石駅前店	 078-926-0191
下関店	 083-229-2500

ITALIAN RESTAURANT & BAR「GOHAN」
秋葉原駅前店	 03-5297-2861
●Ｌ池袋サンシャイン通り店	 03-5957-7955
上野浅草口店	 03-5827-6021
新宿三丁目店	 03-5919-3117
八重洲店	 03-3510-7087
町田店	 042-710-1151
●Ｌみなとみらいセンタービル店	 045-226-1860
船橋南口店	 047-495-3881

●Ｌ
●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ

American Restaurant & Bar
「TGI FridaysSM」
●Ｌ池袋店	 03-5957-2355
●Ｌ上野中央通り店	 03-5807-9655
お台場アクアシティ店	 03-5520-1020
五反田店	 03-5719-6306
●Ｌ品川店	 03-5798-2755
●Ｌ渋谷神南店	 03-5459-3555
●Ｌ東京ドームシティ店	 03-5803-4151
●Ｌ原宿店	 03-5774-6855
●Ｌ町田店	 042-710-1161
●Ｌ MM21	クロスゲート店	 045-222-0691
●Ｌ横浜西口店	 045-290-4755
●Ｌイクスピアリ店	 047-316-4055
●Ｌ梅田店	 06-6442-3531
●Ｌユニバーサルシティ和幸ビル店	 06-4804-8855

CHINA BISTRO 「WANG'S GARDEN」
●Ｌ大崎ブライトコア店	 03-5791-9153
●Ｌ武蔵小杉店	 044-431-1381

MODERN MEXICAN DINER
「TEXMEX FACTORY」
●Ｌ渋谷神南店	 03-5459-3690

「炉ばたや銀政」
銀座数寄屋橋総本店	 03-5537-2695
●Ｌ新宿野村ビル店	 03-5381-4095

「ニッポンまぐろ漁業団」
新宿西口店	 03-5909-1205
新橋店	 03-3539-4035
浜松町店	 03-5777-5375
錦糸町店	 03-5638-7455

串カツと餃子の店「揚旬」
原宿店	 03-5412-7548

bb.q OLIVE CHICKEN cafe
大鳥居店	 03-5735-5721
笹塚店	 03-5302-8650

しろくまストア
大森北口店	 03-5767-4895

その他
青森県
津軽の酒処	わたみ	 0172-31-5021

●Ｌ
●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ
●Ｌ

岩手県
居食屋	炭旬秀家	 019-604-6185
宮城県
石巻酒場	わたみんち	 0225-92-0935
宮城の酒処	鶏きち	 022-302-6137
東京都
居食屋	橘内	高円寺北口店	 03-5373-7418
居食屋	大樹　	 03-5835-1606
魚と串もん	やまざくら	上野本店	03-6684-7933
旬八	駒沢大学駅前店	 03-5779-7861
炭右衛門	茗荷谷店	 03-5940-2591
呑み処	左藤 板橋邸	 03-5944-3275
呑み処	左藤 総本店	 03-5394-7381
呑米酒場	ありの 	 03-5744-5131
めとき	 03-5967-2262
やさい巻き串の獅志丸	 03-5607-7955
居食屋	渡美 	 03-5735-1135
備長炭焼	いろとり鶏	 03-5659-0933
神奈川県
旬八	黄金町駅前店	 045-260-5317
埼玉県
あさかのビストロ	BocO 	 048-424-8602
浩治朗	 048-450-2171
焼き鳥	さつき屋 	 048-599-1611
ヤキトリ酒場武州屋	 049-249-0070
スケイチ	 048-658-1103
千葉県
備長炭焼	七左衛門	 0476-20-2273
備長炭焼	七左衛門本千葉店	 043-223-5851
静岡県
まぐろ・焼鳥・おでん	ふじのくに酒場 	 054-653-3294
静岡駅南	ふじのくに酒場	轟屋本店	054-280-5366
備長炭焼	遠州葵家	 0537-61-1125
大阪府
淡路島ええとこどり	 072-808-8826
備後町酒場	わたみんち 	 06-6260-7910
わんぱく酒場	鶏太	 072-760-3505
京都府
●Ｌ京都	季鶏屋	 075-353-4471

滋賀県
居食屋	草津炭旬 	 077-569-4185
兵庫県
垂水炭旬	 078-704-2601
●Ｌ播州炭右衛門	 079-287-2550

広島県
鶏炭家	Eichan	 0823-32-5051
山口県
岩国縁家	 0827-29-0980
福岡県
やきとりの炭活	 0948-21-6070
大分県
別府	炭旬	 0977-73-9090●Ｌ
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「株主ふれあい通信」は、株主様ご優待制度のガイドブックに加えて、ワタミグループの「今」をお届けするものです。
日頃よりご支援くださる株主様に、ワタミの取り組みへのご理解を一層深めていただく一助になれば幸甚です。

※お客様に関する情報は、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、ワタミホームページ「プライバシーポリシー」をご覧ください

ワタミ〈外食事業〉ホットライン

受付時間　AM9:00 ～ PM9:00 ※土日・祝日も受付可

「ワタミの宅食」受付センター

受付時間　AM9:00 ～ PM7:00　日曜日のみAM9:00 ～ PM6:00

● お問い合わせは、「ワタミの宅食」受付センターにて承ります

「ワタミの宅食」受付センター（ワタミの逸品係）

受付時間　AM9:00 ～ PM6:00　※土日・祝日も受付可

0120-321-510

0120-951-655

ワタミ株式会社 広報部

受付時間　ＡＭ9:00 ～ PM6:00　※平日のみ

03-5737-2814

0120-116-722外食事業

宅食事業

ワタミの逸品

社会貢献
その他、ワタミグループに
対するご意見　

株主様ご優待制度のお問い合わせ先

発行：ワタミ株式会社
編集：株主ふれあい通信編集部 < 太平社内 >
印刷：太平社

本誌は、用紙は環境に配慮した「森林認証用紙」を用い、インキは VOC（揮発
性有機化合物）削減効果の高い「NON-VOCインキ」を使用 し、印刷工程で
有害廃液を出さない「水なし印刷」を採用しております。


