


社長メッセージ

● 取材・文／編集部

　株主の皆様には、日頃よりご支援を賜り

心より感謝申し上げます。

　2018年度は、業績を回復することができ

ました。まだ十分な収益状況ではありませ

んが、ようやく今後の成長に向けて次なる

投資ができる状態になってきました。これ

も日頃から社員一人ひとりがお客様のた

めに頑張ってきたことによるものであり、

社員達にも感謝しております。

　2019年度以降も人件費や食材原価の

上昇など経営環境は厳しさを増して、消費

者ニーズは細分化しマーケットはさらに

変化していくと考えています。このような

社会の変化に対応するために引き続き

MD（マーチャンダイジング）改革を全社

テーマに掲げ、事業構造の転換に注力し、

収益体質の強化に努めてまいります。

　

　この５年間で大きく改善が進んだのは国

内外食事業です。「ミライザカ」は154店舗、

「三代目鳥メロ」は140店舗、合わせて約

300店舗の規模にまで成長してきました。

　店舗数の増加により食材の調達におい

て、より良いものをより安く提供するという

チェーンストアのスケールメリットが発揮

できるようになってきました。

　ワタミグループでは、農場での食材の生

産（1次）、食品加工工場での製造（2次）、

外食・宅食での食の提供（3次）、再生可能

エネルギーやリサイクルなどの環境事業と

いう形でワタミグループ独自の6次産業モ

デルを構築していることが特徴です。2019

年度はお客様の来店促進のため戦略的に

付加価値の高いメニューをこれまで以上

に提供してまいります。

　また、多様化するキャッシュレス決済へ

の対応、タブレット端末を活用したメニュー

ブックやWEB予約システムの導入など情

報技術の活用により、お客様満足度の向

上と生産性の向上も推進してまいります。

　2018年度の海外外食事業では、香港エ

リアで既存店の収益改善を果たし利益を

伸ばすことができました。香港ではマーケ

ティングを強化することで消費者ニーズを

察知、把握できるようになりました。求め

られているメニューを実現するために組織

体制も見直し、日本の商品開発メンバーが

香港に駐在して商品企画に取り組んでい

ます。日本食だけでなく、現地で求められ

ているメニューが開発しやすくなり、好調

なイタリアンの新業態「Pastaholic（パスタ

ホリック）」の出店にも結びついています。

　海外外食事業の拡大に向けて、香港のワ

タミインターナショナルが主体となって業

態開発に取り組み、それをアジアの各地域

でパートナー企業とFC展開によって広め

ていく体制を構築していきます。

　2019年度には展開エリアを拡大し、5月

にベトナムとインドネシアで、現地企業とFC
「ミライザカ」「鳥メロ」は合計して約300店舗のチェーンに成長

2018年度は業績が回復し、次への投資ができる基盤も整ってきました。
今後の再成長を支える変化や手応えを語ってもらいました。

「ミライザカ」「鳥メロ」成長
チェーンストアのメリット発揮

再成長のスタートに立つワタミ
未来の一歩を踏み出す
2019年度
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契約を締結して出店しました。ベトナム、イ

ンドネシアはアジアの中でも特にマーケッ

トが大きく、これからニーズも高まる成長

市場として期待しています。

　宅食事業でも2018 年度は将来に向け

た基盤が整った１年でした。宅食事業は、

毎日 23 万食のお弁当を「まごころスタッ

フ」がまごころを込めてお届けしています。

毎日お届けしているお弁当のほかに、何気

ない会話やふれあいを楽しみにしているお

客様が多くいらっしゃることから、宅食事

業の成長に「まごころスタッフ」はなくては

ならない存在です。

　そのため、昨年度はこれまで以上に現場

の声を聞く機会を重視してまいりました。

「まごころスタッフ」と直接対話ができる

「まごころ集会」を各拠点で開催すること

で、現場との距離が縮まり積極的に意見が

出てくるようになりました。こうした意見を

反映することで働きやすい環境づくりや業

務改善に活かしています。

　2018 年度には、「まごころスタッフ」が

５年ぶりに前年を上回る7,640 人になり

ました。「まごころスタッフ」の増加は「ワタ

ミの宅食」をより多くのお客様にお届けす

る機会の増加につながります。また、日替

わりのお弁当・お惣菜を製造している工場

も生産体制が整ってきたことから、2019

年度は営業所を増やします。需要が見込

める地域では営業所を増やすほか、新たな

地域への進出を計画しています。さらに外

部企業と連携をして販路拡大にも取り組

み、地域社会に欠かせないインフラとなる

ことで、高齢者が毎日元気に暮らせる環境

づくりに努めてまいります。

　2018 年度でグループへの影響が大き

かったのは、MD（マーチャンダイジング）

本部が推進しているMD 改革です。生産、

調達、加工、物流における最適化を継続し

て実施しております。またワタミの 6 次産

業モデルを活かしたワタミらしい特徴を

もった商品の開発につなげております。

　昨年度は、全国 11カ所の工場を巡回し

ました。工場長や社員が一つ一つの課題

を明らかにし、解決策を積極的に提案して

くれるようになりました。これによって、そ

れぞれの工場で生産性向上に向けた改善

が進んでいます。 1カ所で製造する商品の

絞り込みや工場ごとに製造する商品を集

約したことで、生産性が向上し、安全性や

衛生面などのフードディフェンスのレベル

が高まるという成果も出ています。

　また、サプライチェーン管理基盤の再構

築といったシステム面の改善にも取り組ん

でいます。これまで独自にサプライチェー

ン管理基盤を構築してきましたが、新たに

世界標準システムを導入することで業務

効率の向上、発注や需要予測の精度向上、

工場内業務の省力化などの効果も見込め

ます。2019 年後半に本格稼働を目指して、

各拠点や工場のシステム統合に取り組む

予定です。

　ワタミグループの持続的な成長を支え

る基盤は、働いてくれる従業員です。

　私が社長になって5 年間、最も重視した

テーマの一つは働き方の改善です。

　これまでも営業時間の見直しや労務戦

略課の設置などさまざまな職場環境改善

に取り組んできました。業績が回復するこ

とで従業員にも明るさが戻り、離職率も大

きく改善することができました。

　2019 年度からは、ダイバーシティへの

取り組みを強化し、多様な働き方ができる

環境を整えて、従業員一人ひとりが未来に

向かって心もからだもいきいきと働ける環

境づくりを進めてまいります。

　2019 年、ワタミグループは 35 周年を迎

えます。ひとえに皆様の温かいご支援のお

かげと心より感謝いたしております。

　ワタミグループは再成長に向けたスター

トラインに立っています。店舗や営業所を

増やすことで再成長に向けて歩み始めると

ともに、未来の新たなビジネスを育てる種

まきにも取り組みます。

　2030 年 まで の 持 続 可 能 な 開 発 目 標

（SDGs）に沿って社会の要請に応えながら

社会対応力を高め、「ワタミグループがあっ

てよかった。ありがとう」と言っていただけ

る会社を目指します。

　そのためには、創業から大切にしてきた

理念に立ち返り、私たちだからこそ提供で

きる価値を磨きあげ、挑戦を続けてまいり

ます。

　株主の皆様には、これからも温かくワタミ

グループを見守っていただけると幸いです。

まごころ集会を各拠点で開催

まごころスタッフが増加
2019年度は宅食営業所を新設

MD改革で業務効率化
原価低減、品質向上を目指す
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ＭＤ改革を推進している工場

多様な働き方ができる
環境づくりの推進

株主の皆様へ
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創業者メッセージ

ー2018 年度は業績が回復し、再成長への一

歩を踏み出せる体制が整いました。創業者と

しての評価と今後への期待を教えてください。

　「既存店売上高が前年を上回ったのは、現

在の外食産業のすう勢から鑑みて、とても健

闘しているのではないかと思います。創業者

として経営陣、全社員に『お疲れさま』と声を

かけてあげたいです。ようやくスタートライ

ンに戻った。つまり、本当の意味での“ 第2の

創業 ” を迎えられたのではないでしょうか。

ただ、全体的な売上高や利益という点につい

ては、まだまだこれからだと評価しています。

　これからのワタミグループに求められるの

は、『外食の会社』『宅食の会社』というイメー

ジを大きく覆す戦略転換ではないでしょうか。

ワタミモデルが手がける6 次産業をさらに発

展させるなど、会社を別のステージへ導くこと

ができれば、売上高5000億企業となることも

夢ではないでしょう。それぐらいのポテンシャ

ルを秘めた会社だと期待しています」

ーSDGs はワタミを「別のステージ」へと発展

させるキーポイントになるかもしれませんね。

　「SDGs の17の目標は、まさしくワタミの6 

次産業モデルと、目指す目標や考え方が同じ

なんです。また、創業時に掲げた理念もSDGs 

そのものと言えます。より深く掘り下げていく

ことができれば、ワタミの6次産業モデルが発

展し、外食・宅食・農業・環境などの事業が飛

躍的に成長することになるでしょう。SDGs は

ワタミグループが大きく成長するために必要

なカギになると思います。

　SDGsというのは人間の価値観、生き方その

ものなんです。生きる価値観を持っていなけ

れば、SDGs の考えを本当の意味で理解するこ

とは難しいと思います。ワタミという会社に必

要なのは、理念をより深く浸透させるための

活動でしょう。ワタミで働くことの意味、そして

価値観。それが理解できれば、ワタミグループ

が SDGs に取り組む理由がわかるはずです。

　これはワタミにとって大きな分岐点になり

ます。ただの一部上場企業で終わるのか、そ

れともさらなる発展を遂げ、企業価値を向上

させることができるのか。そのためにも、創業

の理念に立ち返ることが大切です。

　SDGs は創業の理念そのものですから。常

に社会課題の解決に取り組み、新たな価値を

創造してもらいたいと思います。かつて右肩

上がりで成長したワタミの DNA はそこにあ

るのですから」

ーワタミは創業時から従業員の幸せを掲げ

ています。最近の従業員を客観的に見て、仕

事ぶりや変化をどのように感じていますか？

　「とにかく明るくなりました。業績が回復し

てきたことが大きな要因でしょう。その明る

さが離職率の低さにもつながっているのだと

思います。社員に活気が戻り、意欲を持って働

いてくれています。とても嬉しいことです。

　私がワタミを創業して3 年目の年、社員の幸

せを何よりも優先する会社に育てようと決め

ました。ワタミの理念のひとつである『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』という

ミッションはこのとき生まれました。このミッ

ションはSDGsの本質の考えと同じなのです。

SDGs日本一、そして社員の幸せ日本一の会

社をこれからも目指すべきだと思っています。

　第2の創業という土壌をつくり上げたのは、

清水社長の強いリーダーシップによるもので

す。今の幹部社員たちは自分で物事を考え、

行動できるようになっているようです。私が

経営から退いたころは、まだ私の後遺症が

残っていました。すべて私の指示待ちで、飛ん

できたボールをどう受け取るかが彼らの仕事

でした。今は自分たちでボールを投げ、攻めて

いこうという姿勢に変わったようです。これは

第 2 の創業という意味で、非常に重要なこと

だと思います。

　清水社長がそのようにみんなを育てたので

しょう。利益を追求するという点でも、自分た

ちで考える文化が生まれています。その文化

が外食だけでなく宅食、農業へと広がり、グ

ループ全体のSDGs の活動につながっていく

でしょう」

ーワタミは今年で35 周年を迎えます。創業

者として、ワタミを支えてくださった株主様へ

メッセージをお願いします。

　「ワタミは売上や利益を上げるだけの会社

ではありません。このことは創業後、初めての

株主総会から株主様へお伝えしてきたこと

でもあります。ワタミという会社は、活動やそ

の存在によって社会によりよい影響を与え、

人類の幸福への貢献を果たしていく会社な

のです。その結果として、会社が大きくなって

いくのかもしれません。このような考え方に対

して『いいじゃないか、応援するよ』という方

に、ぜひ株主になっていただきたいと考えて

います。

　ワタミは外食部門の既存店売上高が100％

を超えただけの会社ではありません。ワタミ

が本気でやろうとしていること、これからど

うなっていくのかを一緒に見守り、見極めた

うえで応援していただければと思います。ワ

タミモデルの追求と、SDGs の目標達成に取

り組んでいるグループであることをご理解い

ただければと思います。これからもワタミグ

ループへのご支援のほどをよろしくお願いい

たします。

ワタミグループ創業者
渡  美樹

 
●取材・文／編集部

SDGsはワタミモデル・
6次産業モデルとイコール

SDGs達成への取り組みが
新たな価値を創造していく

「ワタミは真の“ 第2 の創業” を迎えた」―。創業者の渡邉美樹
氏は2018 年度の業績回復を高く評価している。今後への期待、
そしてワタミグループのあるべき姿とは？
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ー2018 年度は業績が回復し、再成長への一

歩を踏み出せる体制が整いました。創業者と

しての評価と今後への期待を教えてください。

　「既存店売上高が前年を上回ったのは、現

在の外食産業のすう勢から鑑みて、とても健

闘しているのではないかと思います。創業者

として経営陣、全社員に『お疲れさま』と声を

かけてあげたいです。ようやくスタートライ

ンに戻った。つまり、本当の意味での“ 第2の

創業 ” を迎えられたのではないでしょうか。

ただ、全体的な売上高や利益という点につい

ては、まだまだこれからだと評価しています。

　これからのワタミグループに求められるの

は、『外食の会社』『宅食の会社』というイメー

ジを大きく覆す戦略転換ではないでしょうか。

ワタミモデルが手がける6 次産業をさらに発

展させるなど、会社を別のステージへ導くこと

ができれば、売上高5000億企業となることも

夢ではないでしょう。それぐらいのポテンシャ

ルを秘めた会社だと期待しています」

ーSDGs はワタミを「別のステージ」へと発展

させるキーポイントになるかもしれませんね。

　「SDGs の17の目標は、まさしくワタミの6 

次産業モデルと、目指す目標や考え方が同じ

なんです。また、創業時に掲げた理念もSDGs 

そのものと言えます。より深く掘り下げていく

ことができれば、ワタミの6次産業モデルが発

展し、外食・宅食・農業・環境などの事業が飛

躍的に成長することになるでしょう。SDGs は

ワタミグループが大きく成長するために必要

なカギになると思います。

　SDGsというのは人間の価値観、生き方その

ものなんです。生きる価値観を持っていなけ

れば、SDGs の考えを本当の意味で理解するこ

とは難しいと思います。ワタミという会社に必

要なのは、理念をより深く浸透させるための

活動でしょう。ワタミで働くことの意味、そして

価値観。それが理解できれば、ワタミグループ

が SDGs に取り組む理由がわかるはずです。

　これはワタミにとって大きな分岐点になり

ます。ただの一部上場企業で終わるのか、そ

れともさらなる発展を遂げ、企業価値を向上

させることができるのか。そのためにも、創業

の理念に立ち返ることが大切です。

　SDGs は創業の理念そのものですから。常

に社会課題の解決に取り組み、新たな価値を

創造してもらいたいと思います。かつて右肩

上がりで成長したワタミの DNA はそこにあ

るのですから」

ーワタミは創業時から従業員の幸せを掲げ

ています。最近の従業員を客観的に見て、仕

事ぶりや変化をどのように感じていますか？

　「とにかく明るくなりました。業績が回復し

てきたことが大きな要因でしょう。その明る

さが離職率の低さにもつながっているのだと

思います。社員に活気が戻り、意欲を持って働

いてくれています。とても嬉しいことです。

　私がワタミを創業して3 年目の年、社員の幸

せを何よりも優先する会社に育てようと決め

ました。ワタミの理念のひとつである『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』という

ミッションはこのとき生まれました。このミッ

ションはSDGsの本質の考えと同じなのです。

SDGs日本一、そして社員の幸せ日本一の会

社をこれからも目指すべきだと思っています。

　第2の創業という土壌をつくり上げたのは、

清水社長の強いリーダーシップによるもので

す。今の幹部社員たちは自分で物事を考え、

行動できるようになっているようです。私が

経営から退いたころは、まだ私の後遺症が

残っていました。すべて私の指示待ちで、飛ん

できたボールをどう受け取るかが彼らの仕事

でした。今は自分たちでボールを投げ、攻めて

いこうという姿勢に変わったようです。これは

第 2 の創業という意味で、非常に重要なこと

だと思います。

　清水社長がそのようにみんなを育てたので

しょう。利益を追求するという点でも、自分た

ちで考える文化が生まれています。その文化

が外食だけでなく宅食、農業へと広がり、グ

ループ全体のSDGs の活動につながっていく

でしょう」

ーワタミは今年で35 周年を迎えます。創業

者として、ワタミを支えてくださった株主様へ

メッセージをお願いします。

　「ワタミは売上や利益を上げるだけの会社

ではありません。このことは創業後、初めての

株主総会から株主様へお伝えしてきたこと

でもあります。ワタミという会社は、活動やそ

の存在によって社会によりよい影響を与え、

人類の幸福への貢献を果たしていく会社な

のです。その結果として、会社が大きくなって

いくのかもしれません。このような考え方に対

して『いいじゃないか、応援するよ』という方

に、ぜひ株主になっていただきたいと考えて

います。

　ワタミは外食部門の既存店売上高が100％

を超えただけの会社ではありません。ワタミ

が本気でやろうとしていること、これからど

うなっていくのかを一緒に見守り、見極めた

うえで応援していただければと思います。ワ

タミモデルの追求と、SDGs の目標達成に取

り組んでいるグループであることをご理解い

ただければと思います。これからもワタミグ

ループへのご支援のほどをよろしくお願いい

たします。

自分で行動できる社員が
目指す社員の幸せ日本一企業

SDGs目標達成に取り組む
ワタミを見守る株主様へ
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ワタミの話題を集めました！

外食

「から揚げの天才」など
将来を担う新業態が登場！
外食事業では、未来をつくる新しい芽を育てています。
2018年度下期には、「から揚げの天才」「しろくまストア」と
いった新業態をオープンしました。いずれの業態も好調な
スタートを切っています。これらの業態は、ワタミグループ
のノウハウを活用しながら、新たなニーズを掘り起こして店
舗展開を目指しています。「から揚げの天才」はワタミが磨き上げてきた秘
伝のから揚げとともに、テレビプロデューサーのテリー伊藤さんがこ
だわった玉子焼きを提供するお店として開発しました。から揚げ
と玉子焼きが楽しめる「からたま弁当」、から揚げ、玉子焼きのテイ
クアウトにも対応することで中食需要にも対応していることが特徴です。

生姜ウコンサプリ「生姜×ウコン」（1袋200
円）を「和民」「ミライザカ」「鳥メロ」の店舗で
販売しています。ワタミファームの千葉県山武
農場で生産した有機生姜に、有機ウコンの粉
末、乳酸菌の粉末をブレンドしたサプリメント
として開発しました。
３つのパワーで、お酒
を飲むシーンでの栄
養補給として、日常生
活の栄養サポートと
してご利用いただけ
ます。ぜひ、お試しく
ださい。

「ワタミの宅食」でお弁当をお届けしているまごこ
ろスタッフは幅広い世代の方が活躍しており、
2018年7月以降、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。まごころスタッフの
応募者の内訳をみると、20～30代女性が増えて
います。時間を自由につかえる点、子どもと一緒
に働ける点などが注目を集めています。2019年
度もより多くの共に働く仲間を増やしていきます。

農業

有機生姜をサプリに
お酒のシーンに提案

女性が注目、まごころスタッフ
2018年度は5年ぶりの増加

今期のトピックス
特集

Topics

宅食
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「TGIフライデーズ」では、2019 年 1 月から「STRAW FREE」の取り組みを始め
ています。「TGIフライデーズ」では、１店舗あたり１日平均で 500 ～1000 本の
ストローを使用していました。海洋プラスチックごみの問題が深刻化するなか
で、世界で展開するカジュアルレストラン＆バーとしてプ
ラスチック製ストローの使用を中止しました。「和民」

「坐・和民」でもプラスチック製ストローの代替となる環
境に配慮したストローの導入実験をスタートしています。
ワタミグループでは、食品リサイクル・ループの構築、森
林再生事業、再生可能エネルギー事業など、持続可能な
社会の構築に向けた取り組みを推進していきます。

宅食

海外外食

ベトナム、インドネシア新規出店
成長有望なアジアで商圏拡大へ

海外外食事業で商圏が広がっています。5 月に
は、ベトナム、インドネシアに「饗和民」をそれ
ぞれ出店しました。ベトナムの人口は約 9,550
万人、インドネシアの人口は約 2 億 6,400 万人
で、都市部においては大きな成長が見込める
エリアです。今後の経済発展とともに外食需
要の高まりが期待できます。両国への出店に
より海外外食事業は 9 エリアに増えました。

環境

農業

ワタミグループでは、外食、宅食、農業、環境などの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

2019 年度の「和民」「ミライザカ」では、ワタミ
ファームの有機農作物を使用したメニューを
提供していきます。これまでも「和民」ではワタ
ミファームの有機生乳を使用した「オーガニッ
クフロマージュブラン（カシス/ピーチ）」を提供
しており人気メニューの一つになっています。
６次産業モデルの魅力を伝えられるメニュー
を提供していきます。

オーガニックメニュー投入拡大
ファームトゥテーブルの楽しさ提案

「TGIフライデーズ」でプラスチック製ストロー廃止
海洋プラスチックごみ問題対応で循環型社会目指す
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阪神梅田駅

地下鉄
梅田駅

グランフロント大阪

うめきた
広場

サウスゲート

ビルディング

ノースゲート

ビルディング

阪神高速道路
池田線
梅田出口

ナレッジキャピタルコングレ
コンベンションセンター

JR大阪駅

阪
急
梅
田
駅

関西経営説明会

本件に関するお問い合わせ

受付時間　平日AM9：00 ～ PM6：00　※平日のみ

※内容は変更となる場合がございます

□ 2018年度の結果報告
□ 事業経営の説明
□ 議案提示 
□ 質疑応答 
□ 議案決議

内 容 ：

日 時 ：

場 所 ：
東京都港区高輪3丁目13 - 3
SHINAGAWA GOOS 1F

開場9時15分／開始10時（予定）

TKPガーデンシティ品川

□ 2018年度の結果報告
□ 事業経営の説明
□ 質疑応答
※内容は変更となる場合がございます

内 容 ：

日 時 ：

場 所 ：

2019年7月6日（土）

2019年6月24日（月）

開場12時15分／開始13時（予定）

ナレッジキャピタルコングレ
コンベンションセンター
大阪市北区大深町3-1 
グランフロント大阪 北館 B2F

ワタミ株式会社  広報部 03-5737-2784

株主総会・個人株主様地方説明会のお知らせ

● 当日は、店舗でご利用できるお食事券を配布する予定です
● 会場前フロアにて有機野菜の販売を予定しております
　

● 当日は、店舗でご利用できるお食事券を配布する予定です
● 説明会終了後、会場前フロアにて有機野菜の販売を予定しております

下記の日程で、「第33期定時株主総会」と「関西経営説明会（大阪）」を開催いたします。
詳細は6月初旬送付の招集通知をご確認ください。

第 33 期 定時株主総会

大阪

《お知らせ》

《お知らせ》

品
川
駅

ザ・プリンス
さくらタワー東京 品川センタービル 京急第2ビル

品川プリンスホテル

TKPガーデンシティ品川
●セブン
　イレブン

品川税務署

高輪口

第
一
京
浜

ウイング高輪
WEST

京急EXイン
高輪

※ 会場へのアクセスについては招集通知に同封の「関西経営説明会」のご案内をご覧ください
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株主様ご優待制度のご案内

ワタミグループ
国内外食店舗で
お得に楽しくお食事を！

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

長期株主様ご優待制度のご案内

「ワタミの宅食」の商品を
お得に購入！

ワタミの逸品をご注文！

社会貢献団体への寄附

「わたみのおせち」を
お得に早期お申込み！

外 食 p13

宅 食 p14

社 会 貢 献 p18

p12優 待 制 度

p12長 期 優 待

p15おせち

p16ワタミの
逸品

株主様
ご優待制度
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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、登録日より通算3年目、6
年目に「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 年目超

6 年目超

※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 2019 年 6月にご案内をお届けする予定です。記念品は 2019 年 8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（1 回限り）

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（1 回限り）

（2019 年 3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

2018年 2019年2017年2016年2015年2014年2013 年

「3 年目超」対象の株主様（1 回限り）

「6 年目超」対象の株主様（1 回限り）

■2019 年 3 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

受付時間　AM9:00 ～ PM6:00　平日のみ

03-5737-2814ワタミ株式会社 広報部
株主様ご優待制度に関するお問い合わせ

▪長期株主様ご優待制度は、登録日より通算3年目（1回限り）、6年目（1回限り）の株主様のみが対象です

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！

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

外 食
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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作れる、
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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早期予約特典
2019年10月30日（水）までにご注文いただくと、
早期予約特典として5％割引！

・ご注文いただいた方には、「お申込み完了はがき」をお送りいたします
・2019 年 12月31日（火）にご指定のご住所に商品をお届けします

※2019 年10月20日（日）までに資料請求してください

・同封の「わたみのおせち資料請求はがき」に必要事項をご記入のうえ、ご郵送いただき、資料をお申 
　込みください。資料請求いただいた方には、8 月下旬より順次、「わたみのおせち」資料一式をお送り
　いたします

「わたみのおせち」は、
素材選びと味づくりに
手間ひまかけております。
毎年ご好評いただいている
人気商品です

※お届け先は、国内全域（沖縄県、離島を除く）です　※時間指定はできかねます。ご要望にお応えできず、申し訳ございません

※写真は、昨年の「三段重」です。
　今回販売する商品ではございません

「わたみのおせち」をお得に早期お申込み！
「わたみのおせち」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。

早期予約特典

5％割引！

「わたみのおせち」に関するお問い合わせ
「ワタミの宅食」受付センター（わたみのおせち係）0120-919-874

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

※商品の詳細は、同封の「わたみのおせち資料請求はがき」
　にて資料一式をご請求のうえご確認ください

ご利用方法

早期予約特典ご希望の場合 2019 年10月20日（日）までにご郵送ください

通常価格でのご予約の場合 2019 年11月17日（日）までにご郵送ください

当日消印有効

当日消印有効

資料請求
受付期間

早期予約特典ご希望の場合 2019年10月30日（水）までにご注文ください

通常価格でのご予約の場合 2019 年11月27日（水）までにご注文ください

当日消印有効

当日消印有効

ご注文
受付期間

毎年大人気
！

わたみの
おせち

　

・「わたみのおせち」資料をご確認いただき、専用申込書にて商品をご注文ください
・株主様ご優待券を何枚でもご利用いただけます
・ご利用いただける株主様ご優待券は、有効期限が2019年6月1日（土）～11月30日（土）までのものです

おせち
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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 ワタミファーム千葉県・山武農場より

生姜シロップ２種セット

※容器の形状、パッケージデザインは変更になることがあります
※協力工場にて製造

有機生姜使用

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。

■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8月20日（火）～ 9月30日（月）

生姜×ウコン

ワタミファーム千葉県・山武農場より
有機生姜使用CB

（レモン1本・黒糖1本）

2019年6月30日（日）

申込締切

当日消印有効

商品発送期間

250mℓ×2本

1箱・20包入（１包4粒）

有機の生姜を有機の砂糖と煮詰めて飲みやすいシ
ロップタイプに仕上げました。炭酸割でジンジャー
エールに、お湯割りで生姜湯などのドリンクとして楽
しめます。黒糖タイプは黒蜜感覚で使用できます。

ワタミファームで栽培した有機生姜をお酒のシーンに
おすすめのサプリに仕上げました。国産有機生姜に有
機ウコンの粉末、乳酸菌の粉末をブレンドしています。

♦お選びいただいた商品や送付先等の変更は受付できかねます。あらかじめご了承ください

●5～10倍の水やお湯で希釈してお飲みください

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

90mℓ×10個入

10,000セット限定

●1回2粒～4粒を目安にお召し上がりください
※協力工場にて製造
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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（ワタミの逸品係）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

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・ 

「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

・ 商品は、2019年8月20日（火）～9月30日（月）までに発送いたします

・ 同封の「ワタミの逸品専用申し込み用紙」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、2019年6月30日（日）までにご郵送ください（当日消印有効）

・ お申し込み期限2019年6月30日（日）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

※第2希望のご記入がなく、抽選に漏れた場合は、申し込み用紙とともに「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

・ 抽選の場合は、第2希望の商品をお送りいたしますので、「ワタミの逸品専用申し込み用紙」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「A：生姜シロップ2種セット」「C：生姜×ウコン」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

・お申し込み後の商品の変更や、お届け先変更はお受けできませんので、あらかじめご了承ください

・「B:アイスクリーム＆フローズンヨーグルト」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

・ 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

・ クール便発送商品につきましては保管期間が短いため、不在などの理由でお受け取りできない
場合は、配送会社にご連絡していただき、お早めにお受け取りをお願いいたします

・ お受け取りいただいた商品はお早めに内容のご確認をお願いいたします。
お気付きの点がございましたら下記までお問い合わせください

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

当日消印有効

申込締切
2019年

6月30日（日）

有効期限が2019年6月1日（土）～2019年11月30日（土）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。
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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いたします。

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

・

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

社会
貢献
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寄附御礼

寄附先社会貢献団体の2018年度活動報告

「夢」と「社会の課題解決・社会貢献」を事業にする社会起業家・地
域起業家を発掘、育成、発表、サポートしてきました。2019年2月
25日、国内最大のソーシャルイベント「みんなの夢AWARD9」を開
催し2,200名が参加。さらに地方版「みんなの夢アワード」も拡大し、
全国８カ所で開催、2,000名が参加しました。また中小企業経営塾
を本格的に展開し、1期30名が参加し、現在第４期を開講中です。

主にカンボジア・バングラデシュなど開発途上国の子どもたちへ学
校建設・学校運営・就学支援・食の支援・孤児院事業・就労支援
を行っています。2002年から学校建設に取り組み、2018年12月
末までに中学校・小学校・幼稚園を合わせ288校を建設しました。
教育支援活動では文房具・制服を累計12,548人に支援を行いま
した。建設した学校に通う児童を対象に1ヶ月10㎏のお米支援を
行い、累計9,532人にお米を配布しました。また国連世界食糧計
画の協力を得て、朝給食支援を累計3,218万食子どもたちに支援
をしました。皆様からの寄附は1円残らず現地へ届けています。

資源循環事業では、すべての廃棄物が資源として循環利用される
社会を目指し、企業の廃棄物管理の適正化を支援するシステム
「SEF-Net」を開発提供し、2018年12月現在で89社3,621事業
所に導入いただいています。森林再生事業では、千葉・長野・兵庫・
大分で合計84へクタールの森林に関わっています。地域の特性に
合わせた再生保全活動や環境教育プログラム・体験イベントを主催
し、2018年12月現在で累計13,568名にご参加いただいています。

たくさんのご寄附を
ありがとうございました

公益財団法人 School Aid Japan

公益財団法人 Save Earth Foundation

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会

2018年度は、株主様ご優待券にて合計 603, 300 円の寄附が集まりました。

ワタミグループが支援する3つの社会貢献団体に寄附させていただきました。
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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
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
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
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
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

語らい処「坐・和民」
北海道
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
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
新潟県
新潟駅前東大通り店	 025-240-6530
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
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
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

ワタミグループ国内外食　店舗リスト
（2019 年4月末現在）

ご宴会の予約も
こちらから！

お願い
●	こちらは、2019 年4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、店舗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

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
JR 両国駅前店　	 03-5638-1266
新小岩南口駅前店	 03-5678-6235
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
三鷹駅南口店	 0422-40-1430

●Ｌ

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
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
平塚北口店	 0463-20-4771
藤沢南口店	 0466-55-3511
本厚木店	 0462-94-1245
溝の口店	 044-829-3385
三ツ境南口店	 045-369-1129
元住吉西口店	 044-431-1190
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
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

●Ｌ

●Ｌ

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
香里園店	 072-802-3721
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
香川県
高松南新町店	 087-832-2966
福岡県
JR 香椎駅前店	 092-663-5112
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
仙台名掛丁店	 022-722-1591

●Ｌ
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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
つくば駅前店	 029-850-5521
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
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
JR 蒲田東口店	 03-5711-7873
JR 亀戸駅前店	 03-5836-3323
JR 新大久保駅前店	 03-5337-8371
志村坂上店	 03-5915-0301
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
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

●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ

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
川越東口クレアモール店	 049-228-2317
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
海浜幕張北口 aune ビル店	 043-211-8667
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
山梨県
甲府店	 055-220-1266
新潟県
上越高田店	 025-521-6061
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
栄中日ビル前店	 052-238-2170
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

●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ

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
南海難波駅前店	 06-6644-3605
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
岡山県
岡山本町店	 086-231-8050
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
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
愛媛県
松山大街道店	 089-998-8200
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

●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ

佐賀県
佐賀南口駅前店	 0952-27-1507
大分県
大分赤レンガ通り店	 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
町田旭町店	 042-710-6811
●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
船橋仲通り店	 047-460-8025
谷町４丁目店	 06-6910-1643
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

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
●Ｌ
●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ

●Ｌ
●Ｌ

●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

大衆焼肉ホルモン酒場「もつ★りき」
御茶ノ水駅前店	 03-5283-6235
原宿店	 03-5412-7548

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

「から揚げの天才」
梅屋敷店	 03-5764-1026

その他
青森県
津軽の酒処	わたみ	 0172-31-5021
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
厳選煮干しらーめん　初代にぼ助	03-5244-5499
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

●Ｌ

●Ｌ
●Ｌ

●Ｌ

炭火串焼と旬鮮料理の店　あわわ屋	 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
餃子と串カツ　遠州誠家 	 0537-61-0220
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
奈良県
炭火串焼と旬鮮料理の店　しかまる 	0742-20-6620
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

●Ｌ






