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会 長 インタビュー

守るべきものを守り、
いかに攻めるか

り組みを始めました。同時に、パート・アル

新型コロナウイルスの感染拡大の影

バイトの雇用の確保に向け、派遣会社を設

響を受け、
マーケットが縮小するなか、
守りに入ることなく攻め続けるワタミ
グループの戦 略、株 主 様への思いを
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安定した収入の確保のために食品スーパー
等と提携し、社員が出向する人事交流の取

立。派遣事業もスタートしています。元々、
ワタミは社員の幸せを目的に作った会社
なので、
どのような状況においても社員を
守るという気持ちに揺るぎはありません。

聞きました。●取材・文／編集部

7 割に縮小する外食マーケットで
次の一手のために雇用を守る

したが、
そこで働く従業員の雇用の維持と、

にとどまっており、
しばらくはこの水準を推
移するとみています。また、
ワクチンが開発

盤石の守りと攻めの姿勢で
業態開発、FC 出店も加速

５月には従業員が食品スーパーに出向しました

トですすめてきましたが、今後は、お客様が
より必要としているものをつくり提供する
マーケットインに方向転換します。たとえ

されてもコロナ禍以前の状況に戻ることは

ーそうした取り組みを進める中で、横浜銀

ば、お弁当の注文は週５日間分としていま

ー新型コロナウイルスの感染拡大により、

なく、
マーケットは 7 割ほどに縮小すると予

行がコロナ禍ではじめて実施する資本性

したが、
２日間、あるいは３日間分の注文が

世の中は大きな変化を強いられています。

測しています。そうした中で、一定の単価以

ローンの上場企業第一号に選ばれました。

できるようになります。お弁当も、高齢者向

外食産業を取り巻く環境は今後、
どのよう

上のお店はその日の気分で選ばれることは
“
“
なく、ハレの日の集まり” や、おいしいお

一般に企業が借り入れを受けると負債

けだけでなく、働き盛りの方も満足できる

が増え自己資本比率は悪化しますが、資本

ボリューム感のあるものが加わるほか、野

肉を食べたい ” など、明確な目的を持った

性ローンは融資でありながらも、金融審査

菜を手軽に摂れる総菜や、サラダ、
フルー

お客様の利用が中心になると思います。

上、
自己資本とみなされるため自己資本比

ツなどの提供もスタートします。また、自分

率は上がります。一見、守りのようですが、

で調理したいという人向けに、必要な材料

に変わっていくとお考えですか。
職場の仲間・友人同士で気軽に飲食をす
る機会が減り、居酒屋を中心に私たちが得
意とする事業分野は大きなダメージを受け
ています。緊急事態宣言が解除され、少しず

ーそうした状況下で、上期、
さまざまな対

肝心なのは、
これはコロナ禍以前のように

をカット済 み・下ごしらえ 済 みで 届 ける

つお客さまが戻っているとはいえ 4 ～ 6 割

策をとってこられました。

売り上げを回復させ、経営を安定させてい

ミールキットも用意するなど、従来とは異

くための攻めの資金だということです。私

なるお客様の層に向けた、新しい売り方で

いかに赤字を減らし、7 割に縮小したマー

たちの攻め方、戦略を認めていただいたか

展開します。

ケットでも ±0 になるような業態構造をつ

らこそ受けられた融資で、
いわば銀行のお

くりあげることです。さらに、過剰な 3 割の

墨付きをいただいたということです。

私たちがやるべきことは何かといえば、
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日本最大手の畜産会社との提携により圧
倒的な仕入れ力を得て 5 月に出店した「か

店舗については閉めるか、あるいは業態転

客層を広げる
「まごころダブル」
を発売

外食事業で注力していくのは、和牛です。

換するかの判断をしなければいけません。

ーそれぞれの事業について、具体的な戦

みむら牧場」は、国内のみならず、11 月には

そのために改めて外食事業のポートフォリ

略を伺えますか。

台湾に出店します。

オの見 直しも行ってきました。また、緊 急

宅食事業は、
これまでは私たちが良いと

同じ焼肉でも、郊外、駅前一等地で大型店

事態宣言の際は外食 400 店舗を休業しま

思うものをつくり提供するプロダクトアウ

舗を展開する
「かみむら牧場」に対し、
より
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の場面を提供していくことに変わりはあり

すれば日本政策金融公庫からの融資を受

ません。

けることができ、参入ハードルも低くなり
ます。コロナ禍において、新たに何かを始

ー「999 万円出店モデル」の開発など、
フ

めたいという方の選択肢の一つにしていた

ランチャイズ（以下、FC）の展開も加速して

だきたいと考えています。

いくお考えですか。
直営店はモデルづくりと、研修店舗とい
特急レーンや配膳ロボットを活用した「焼肉の和民」

う位置づけで、今後の出店は FC が中心に

株主様へのメッセージ
今後のワタミにご期待ください
きく芋は秋に
黄色い花をつけます

なります。
「焼肉の和民」については、当初

ーワタミオーガニックでも新たな展開が

カジュアルに気軽にご利用いただけるの

の 120 店舗は直営店になりますが、それ以

あるそうですね。

が、10 月からスタートした「焼肉の和民」

降は FC 展開です。
「から揚げの天才」
は今期

「きく芋」を中心とした新商品の展開を

です。開発を進める中で数多くの和牛の仕

100 店 舗、
「bb.q OLIVE CHICKEN café」

本格化します。
「きく芋」に含まれる水溶性

入れルートの開拓に成功し、質の良い肉を

は来期 80 店舗の出店を目指し、
「かみむら

食物繊維の イヌリン ” には、小腸で吸収

手ごろな価格で提供することが可能にな

牧場」の海外展開も FC になります。

されずに糖や脂肪の吸収を穏やかにした

ー最後に株主様へのメッセージをお願い

「999 万円出店モデル」は、
「から揚げの

り、大腸に届き善玉菌のエサになるといわ

します。

天才」の FC 出店をしやすくするために開

れ、多くのお客さまにおすすめしたいもの

第 1 四半期の決算発表の際、約 45 億の

の和民」に転換。住宅地の私鉄沿線などを

発したものです。従来のモデルだと加盟金

です。今後、料理に使いやすいパウダー状

赤字を計上しましたが、第 1 四半期の赤字

中心に展開を進めてまいります。また、
「焼

等々含めて 2,000 万～ 3,000 万円かかり

にしたものや、お茶、焼酎など、
「きく芋」を

を可能な限り回収して今期を終わるべく、

肉の和民」
では、
『 和民和牛』
という和牛の

ますが、
コンテナを活用することで店舗費用

使った加工品の開発・販売を積極的に進

努力を重ねています。本部社員は半分以

オリジナルブランドの開発を進めてまいり

を抑え、
トータル 1,500 万円程度で FC オー

め、
ワタミの有機野菜を代表する作物とし

上を配置転換し、営業や店舗運営を強化し

ます。本来は和牛としては流通しない経産

ナーになれるモデルをつくりました。1,500

て育てていきます。他にも、
ワタミファーム

ています。これ以上、株主の皆様にご迷惑

牛に穀物を与えて再肥育し、和牛として提

万円なら、
しっかりした事業計画書を提出

で栽培している旬の獲れたての野菜を詰

をかけることはできないという思いのも

めた「野菜ボックス」の販売を開始します。

と、絞れるものは徹底的に絞り、守りを固

りました。まずは、400 店舗ある居酒屋の
120 店 舗を今年から来 年にかけて
「焼肉

供する取り組みは、地球の食糧問題にも
寄与することから、SDGs の目標達成にも

です。多くの方にご来場いただき、楽しん
でいただきたいですね。

めています。同時に、
マーケットが従来の 7

つながるサステナブルな取り組みです。
2021 年早々にはアメリカでの展開も予

ーワタミオーガニックランドのオープンが

割に縮小することを前提に、3 割削減する

間近に迫ってきました。

のではなく、新たな展開でとりに行くとい

新型コロナウイルスの影響で遅れはあ

う決断をしました。この攻めの戦略は必ず

りますが、
オープンの目玉は、有機野菜のハ

実を結ぶと確信していますのでご理解い

ただ、居食屋「和民」がなくなることには

ウスでお客様に野菜の収穫を楽しんでも

た だ けると幸 いで す。今 後ともワタミグ

一抹の寂しさがあります。とはいえ、私た

らい、獲れた野菜をその場でバーベキュー

ループへのご支援のほど、
よろしくお願い

にして味わっていただく、体験型レストラン

いたします。

定しており、今後、世界に和牛のおいしさ
を伝えていきます。

ちの本来の目的である
「家族のだんらん」
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小投資モデルの「から揚げの天才」上尾店
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2020 年度 上半期トピックス

特集

ワタミグループでは 2020 年度にさまざまなチャレンジをしてきました。
各事業で推進してきた取り組みを紹介します。

Topics

外食

笑顔があふれる「ハレの日の家族の食卓」
幸せの焼肉食べ放題「かみむら牧場」

特急レーンに乗って運ばれてくるのは、
お肉やお寿司。

宅食

九州豪雨の被害を受けた方にお弁当支援
「毎日届けられるお弁当に助けられました」

「『ワタミの宅食』の九州豪雨支援のお弁当をお願いし
て、久しぶりに炊いたごはんが食べられました。野菜が
入ったおかずもずっと食べることができなかったので、
支援物資のカップめんやパンにはないうれしさです」

子どもだけでなく、大人も興味深そうにレーンに見入って

「ワタミの宅食」
では、
7月13 ～17日、20 ～22日の 8日

います。5 月にオープンした幸せの焼肉食べ放題「かみむ

間、令和 2 年 7 月豪雨によって九州地方で特に被害を受

ら牧場」京急蒲田第一京浜側道店での一コマです。

けた地域で、九州豪雨支援を実施、支援策として
「まごこ

「かみむら牧場」
は、国内有数の和牛生産者であるカミ
チクホールディングスが生産したＡ４ランクの薩摩牛を
3,980 円
（税抜）
で楽しめることが大きな特徴です。
「かみ

ろ御膳」
「まごころおかず」を無料で提供しました。九州
「かみむら牧場」京急蒲田第一京浜側道店

豪雨支援は「被害にあわれてお困りの方に対してお食事
の面から少しでも支援したい」
という気持ちから実施し

むら牧場」
で実現したいのは
「ハレの日の家族の食卓」
で

たものです。これからも食のインフラとしての役割を担

す。焼肉だけでなく、
お寿司も食べ放題で楽しめるように

うとともに、九州発祥の事業として貢献してまいります。

「被害の後片付けが大変で
食事の支援が助かりました」

することで、家庭では提供できない外食の価値を提案して
います。
「幸せの焼肉食べ放題」
という業態コンセプトのと
おり、店内にあふれる笑顔を増やしていきます。

外食

お肉と笑顔を運ぶ特急レーン

「から揚げの天才」出店拡大で 50 店舗達成
低投資「999 万円モデル」開発で出店後押し

10 月5 日、外食事業の新ブランド
「焼肉の和民」
がオー
プンしました。居酒屋の「和民」を業態転換して、焼肉の
指します。

「から揚げの天才」の店舗展開が加速しています。6 月か

「焼肉の和民」では、手ごろな価格で和牛を楽しめる

らフランチャイズ出店を加速しており、毎月 10 店舗を上

ように
「和民和牛」を開発しました。
「和民和牛」は出産

回る数の出店を進めてきました。コロナ禍により生活様

を終えた雌牛から優良な牛を選び、九州の自然の中で

式が変化し、
テイクアウトやデリバリーといった需要が

「焼肉の和民」
のロゴマーク

半年以上をかけて再び肥育します。これにより赤身のう

高まったことも、
「から揚げの天才」にとっては追い風と
高まっています。

新業態に向けて「和民和牛」
を開発
ひと手間かけて高品質の食材に

専門店として住宅地の沿線などを中心に店舗展開を目

揚げたてから揚げと、
テリー伊藤こだわりの玉子焼き

なりました。現在、
フランチャイズオーナーの注目度も

外食

投資額を従来の半分に抑えた
「999 万円出店モデル」

まみや香りが感じられ、適度な脂身がはいった和牛へと生まれ変わります。
同時に複数のコロナウイルス対策も施し、安心して利用していただけるようにしました。

こうしたニーズを受けて、9 月には埼玉県上尾市に初期費用を従来の約半額に抑えて設

店内の空気は約３分に１回すべて入れ替わります。特急レーンを設けた席があるほか、配膳

計した事業モデル「999 万円出店モデル」を採用した店舗も出店しました。
「999 万円出店

ロボットも店舗で活躍することで、店舗スタッフとお客様の接触機会を減らしています。店舗

モデル」は初期投資額を抑えることで今後の出店につなげていきます。

スタッフとの非接触率は最大８割減（当社居酒屋比）を実現しました。
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特集

Topics

宅食

2020 年度●上半期トピックス

生活様式の変化に合わせて新商品投入
幅広いターゲットに向けた新提案

環境

プラスチックの使用とごみを削減
レジ袋や持ち帰り容器にバイオマスを使用

宅食事業「ワタミの宅食」
では、
コロナ禍における生活様
式の変化を受けて新商品を投入しました。新商品は幅広い
層への販売を目指しています。これまでの高齢者層だけで

ワタミグループではプラスチックごみの削減に向けて、
さまざ

なく、働く主婦層やシニア層、
テレワーク中の方などに向け

まな取り組みを進めています。外食事業でも新たな取り組みを

て販売を強化してまいります。あわせて健康のサポートを

始めました。
外食事業で 7 月 1 日から新たに採用したのは、バイオマス素材

意識した商品も投入してまいります。
新たに投入した
「まごころダブル」
は、
肉と魚介を使用した
主菜２品を入れており、
おかずのボリュームや食べごたえを

9 月の発表会には 50 社を超える
マスコミが集まりました

「ミライザカ」
「鳥メロ」
といった居酒屋業態でもテイクアウトをす

ト調査をしたところ、約 3 割の方よりボリュームが少ないと

る際に使用しています。

いった声が寄せられました。ターゲットを拡大する上で、
より

外食事業では、2019 年 11 月から料理を持ち帰る際に利用す

多くの人に満足していただける商品と位置付けています。
ルキット」を本格展開するほか、高まる健康志向に対応す

るプラスチックパックはすべてバイオマス素材で作っています。
主菜を２品にした
「まごころダブル」

るため野菜の不足を補える商品として開発した「野菜を食べる健康習慣」を投入しました。

環境

を減らすことができるだけでなく、CO2 の削減にもつながります。
このレジ袋はテイクアウト主体の「から揚げの天才」をはじめ、

意識しました。3 月に実施した臨時休校支援の際にアンケー

このほか、伸長する食品宅配市場に向けて
「ワタミのミー

を 25％使用したレジ袋です。これによってプラスチックの使用量

外食 5 社連携で食品リサイクル・ループを構築
食品残さを鶏のエサとし、鶏卵をマヨネーズへ

さまざまな形でプラスチックの使用削減とともに使用量減少に
向けた取り組みを進めていきます。

環境

電気料金の１％を再生可能エネルギーに投資
「電気を選ぶ」
という関わり方で環境負荷低減

ワタミグループで環境事業を手掛けるワタミエナジーが、電気

愛知県名古屋市で外食事業者 5 社による食品リサイクル
の取り組みが始まりました。参加しているのは、
ワタミ、
（株）

料金の 1％を再生可能エネルギー発電施設に投資する取り組み

セブン＆アイ・フードシステムズ、
（株）
トリドールホール

を始めました。ワタミエナジーが発売する
「ワタミの電気」の売上

ディングス、
（株）松屋フーズ、
リンガーハットジャパン
（株）。

高 1％を再生可能エネルギーの発電施設に投資することで、お客

7 月 20 日には、農林水産大臣、環境大臣、厚生労働大臣よ

様とともに再生可能エネルギーの発電量を増やして環境負荷の

り、食品リサイクル法に基づく
「再生利用事業計画」の認定

低減に貢献していきます。投資先となるのは、環境負荷の小さな

を取得しました。複数の外食事業者が連携した食品リサイ
クルは初めてのことです。

食べ残しではなく、食品循環資源です

小水力発電などです。
この取り組みにより、
「ワタミの電気」
を選ぶという関わり方で、

5 社が名古屋市内で運営する計 36 店舗で生じた調理残さなどの食品循環資源を飼料化

再生可能エネルギーを拡大することができます。自分で電気を

します。その飼料を養鶏場で給餌して、生産された鶏卵を外食事業者が買い戻し、商品に加

選ぶといった行動が再生可能エネルギーの増加や環境負荷の低

工してお客様に提供するというものです。ワタミでは、鶏卵をマヨーネーズにして宅食で利

減という大きな課題解決につながっていきます。ワタミらしい取

用します。複数の企業が手を組み、回収の効率化や商品化といった課題を解決します。

り組みがスタートしました。

8

「から揚げの天才」や
居酒屋でもレジ袋使用

電気を選ぶことが
再生エネルギーの拡大に

9

「ワタミオーガニック公式サイト」開設
オーガニック食材使用の加工品を販売へ

株主様
ご優待制度

活用ガイド

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。

優待制度
長期優待
ワタミオーガニック公式サイト

社会貢献

株主様からの「ワタミファームの商品を購入するにはどうしたらいいの？」
といった声に応えて、
「 ワタミオーガニック公式サイト」を開設しました。
サイトを通じて商品販売や情報発信をしていきます。
ワタミでは、
ワタミファームで生産したオーガ
ニック食 材を使用した加 工 品の購 入ができる
WEBサイト
「ワタミオーガニック公式サイト」を

近に感じてもらうようにオーガニック新聞として
ブログもスタートしました。
「ワタミオーガニック公式サイト」では、ワタミ

株主様ご優待制度のご案内

p12

p12

長期株主様ご優待制度のご案内
社会貢献団体への寄附

外食

p13

p14

ワタミグループ国内外食店舗で
お得に楽しくお食事を！

ファームや協力生産者が生産した野菜や乳製品

オープンしました。
「ワタミオーガニック公式サイト」は商品を販

を使用した加工品を販売しています。いずれの商

売するだけでなく、
ワタミがオーガニックをめざ

品も素 材の魅力を楽しんでいただける内 容に

した理由をはじめ、
ワタミファームの基本である

なっています。

土づくりへのこだわり、
ワタミグループで取り組

販売している商品としては、北海道せたな町に

んでいる「きく芋プロジェクト」などの情報発信

あるワタミファーム瀬棚農場で生産・加工した有

をしています。あわせて、
ワタミファームをより身

機認証を受けた有機アイスクリームと、有機生乳
からつくった発酵乳を使用したフローズンヨー

さまざまな商品を
用意しました

グルトをセットにした「有機アイスクリーム＆フ
ローズンヨーグルト」、兵庫県丹波市にあるワタ
ミファーム丹波農場で生産した有機にんにくを
熟成した「有機黒にんにく」など、本サイトでしか
購入できない商品なども取り揃えています。

ワタミオーガニック公式サイトURL

宅食

p15

「ワタミの宅食」の商品を
お得に購入！
ワタミの
逸品

p16

「スーパー BIOフード きく芋」
について

ワタミの逸品をご注文！

URL https://watami-organic.jp/
右の QR コードからも利用できます→
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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！
株主様ご優待券で寄附をして、社会貢献ができます！

株主様ご優待制度について
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。

優待制度
割当基準日

社会貢献

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。
寄附先の社会貢献団体のご紹介

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
1 枚 500 円の株主様ご優待券を下記の通り送付

◇ 送付時期

開発途上国での教育支援

環境貢献

夢 実 現 の サ ポ ート

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

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。

「食 品リサイクルル ープ」の 構
築を主とした資 源循環の推 進
と森 林 の 再生保 全に 取 組み、
持 続可能な循環 型社会 づくり
に貢献しています。

「みんなの夢 AWARD」
「高校生
みんなの夢 AWARD」
など、
一人
でも多くの人が夢を持ち、夢を
追い、夢をかなえるための支援
活動を行っています。

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

株主様ご優待制度

1 回の送付枚数

合 計

100～299 株

6枚

（3,000 円分）

300～499 株

12 枚

（6,000 円分）

500～999 株

18 枚

（9,000 円分）

1,000 株以上

24 枚

（12,000 円分）
（2020 年 9 月末現在）

※紛失または廃棄した場合、再発行できかねますのでご注意ください。

長期株主様ご優待制度について
長期優待

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。

▪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。
保有株 数

保有期間

贈呈品

3 年目超

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
※1
番号で 7 回連続で記載された株主様（1 回限り）

オリジナル記念品 ※2

6 年目超

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
※1
号で 13 回連続で記載された株主様（1 回限り）

オリジナル記念品 ※2

1,000 株以上

ご利用方法

※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。

1 枚 150 円分として受け付けさせていただきます。
・寄附の場合は、
・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。

※2 対象の株主様には 2020 年 12 月にご案内をお届けする予定です。記念品は 2021 年 2 月～3 月にお送りする予定です。
※3 商品の在庫状況によっては発送時期が変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

送付先

※4 申し込み期限を過ぎますと受付できない場合がございますのでお気をつけください。

■2020 年 3 月期長期優待制度の対象
2014 年
3 月末

9 月末

2015 年

2016 年

3 月末 9 月末

3 月末 9 月末

2017 年
3 月末

2018 年

9 月末

3 月末

9 月末

2019 年

2020 年

3 月末 9 月末

3 月末 9 月末

「3 年目超」対象の株主様（1 回限り）

〒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

ワタミの外食店舗に
・公益財団法人 School Aid Japan への寄附は、
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。
・有効期限が切れた株主様ご優待券でもご寄附いただくことが可能です。

募金箱

「6 年目超」対象の株主様（1 回限り）
12

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください 13

「ワタミの宅食」
の商品をお得に購入できます！

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

「株主様ご優待券」は、国内にあるワタミの外食店舗（一部除く）
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。

株主様ご優待券のご利用について
2020 年 11 月発行の「株主様ご優待券（有効期限：2020 年 12 月 1 日～2021 年 5 月
31 日）」
より、
ご利用いただける店舗に一部変更がございます。
何卒、
ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

宅食

「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。

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

お手頃サイズ、4 種類のお惣菜

一番人気、400kcal 基準のお惣菜

2つの主菜で大満足、500kcal 基準のお惣菜

1 食 500kcal 基準のお弁当

●「株主様ご優待券」
は、下記の店舗以外でご利用いただけます。

ただし、デリバリー、テイクアウトでは全店ご利用いただけませんので、あらかじめ
ご了承ください。

「株主様ご優待券」
をご利用いただける店舗につきましては、巻末（p.20～23）の「ワタ
ミグループ国内外食ご利用店舗リスト」
をご確認いただくか、
ご利用になられる店舗

※写真は 1 人用の献立例です

へお問い合わせいただきますようお願い申しあげます。

食材セット

業態転換、撤退、
その他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

ワタミのミールキット
●
お料理キット

ください。

●

ご利用方法

・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。
■店舗に関するお問い合わせ

ワタミ
〈外食事業〉
ホットライン
電話でのご予約

携帯電話からはこちらへ

0120-116-722
03-5737-9446

受付時間 AM9 : 00 ～ PM9 : 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
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ワタミ
〈外食事業〉
公式サイト

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください

https://watamishopsearch.jp

まごころ商店
( 単品商品 )

一部地域限定
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、調味料、
レシピをお届けします。
※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。

お弁当・お惣菜の献立表、
「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。
※
「まごころ商店」は、お弁当・お惣菜、食材セットをご注文のお客さまにお届けしています。

● 地域により販売している商品が異なります。● 一部、お届けできない地域がございます。詳しくはお問い合わせください。

ご利用方法

まごころ商店を購入する際に、1 枚 500 円分の金券として
・ 上記のお弁当・お惣菜、食材セット、
株主様ご優待券をご利用いただけます。
「ワタミの宅食ダイレクト」）
ではご利用いただけません。
・ 通信販売（「宅食らいふ通販特集」
・ 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。
ご利用ください。
・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、
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。

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください
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ワタミのこだわりを集めた逸品をお届け！
形で広めていきます。

ワタミイチオシの野菜

ワタミの逸品 「スーパー BIOフード きく芋」
について解説します。

きく芋はキク科の食物で、芋と表現され
ますが、一般的な芋と違いでんぷん質をほ
とんど含まないため 100ｇあたり35kcalと
低カロリーです。イヌリンと呼ばれる水溶

スーパー BIO フード

性食物繊維を含むほか、ポリフェノール、亜

きく芋

きく芋ごはんの
まごころ御膳

鉛、
ビタミンB 群などの栄養素を含んでいる
ことが大きな特徴です。風味は同じキク科

「ワタミきく芋プロジェクト」の先鞭をつ

の野菜、
ごぼうに似ており、お茶にすると香

ける形で、8 月から
「ワタミの宅食」で「きく

ばしさとほのかな甘さが楽しめます。

芋ごはん」がスタートしました。
「ワタミの
宅食」の主力商品「まごころ御膳」の炊飯米

きく芋

にパウダー状にしたきく芋由来のイヌリン

ワタミのきく芋プロジェクトがスタート
きく芋で日本を元気にする！

し上がりいただけるよう工夫しました。今

ワタミでは、
ワタミファームを通じておいしく食べて健康維持の役に立つ野菜をオーガ

後はきく芋を使用したお惣菜も提供してい

ニックで栽培してきました。新たに注目した野菜が「きく芋」
です。外食、宅食といった

きます。

を炊き込んでいます。ごはんの味や香りを

ワタミファーム倉渕農場

損なうことなく栄養をプラス、美味しくお召

事業ではきく芋を取り入れることで、
より付加価値の高い商品を提案してきます。

外食では、
きく芋がトッピングされたサ
ラダやきく芋入りの炊込みご飯を提供しま

「こんなに大きくなったんだ」。

す。ワタミオーガニックでは、お茶などの加

８月の暑い日、群馬県高崎市にあるワタ

ワタミファーム山武農場では５月に作付

ミファーム倉渕農場では、人の背丈ほどにま

工品の販売も展開していきます。

※「きく芋」に含まれる “ イヌリン ” は、プレバイオティクスといわれています。イヌリンを豊富に含む「きく芋」を

で伸びたきく芋が畑一面に並んでいました。

プレバイオティクスの綴りの BIO をとって、
スーパー BIO（ビオ）
フードと表現しています。

種芋を植えてから３ヶ月ほどで、
これほど
の高さにまで成長しており、その強い生命

「ワタミの逸品」リニューアルのご案内

力には驚かされます。9 月後半から 10 月前
半にかけて黄色い花が咲き、根の部分が実
になっていきます。ワタミファームでは倉渕

ワタミファーム倉渕農場

農場だけでなく、
きく芋を栽培している 5 カ

気にする！」をテーマとした「ワタミのきく

所の農場でこうした光景が広がりました。

芋プ ロジェクト」を 開 始しました。ワタミ

この
「ふれあい通信」
が株主様のお手元に届

ファームできく芋を栽培しているのもプロ

くころには、各地のワタミファームでオーガ

ジェクトの一環となります。ワタミグループ

ニックのきく芋が収穫期を迎えています。

として、
では、
「スーパー BIO フード きく芋※」

ワタミグループでは「きく芋で日本を元
16

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください

ワタミグループは 2002 年より有機農業に取り組み、有機野菜や特別栽培農産物
を使用したメニューを開発し、外食店舗のメニューとしてお客様にご好評をいただ
いております。
今年から、
ワタミグループの戦略商品として
「きく芋」の栽培に取り組んでおります。
今回よりワタミの逸品の商品を刷新し、
ワタミイチオシの野菜「きく芋」をつかった
商品を用意いたしましたので、是非、
ご賞味ください。
なお、
商品の詳細、
お申し込み方法につきましては、
本紙 P.18 ～19をご参照ください。

その魅力を外食、宅食を中心にさまざまな
お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください
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申込締切

ワタミのこだわりを集めた逸品をお届け！
ワタミイチオシの野菜、
「 きく芋」をつかった商品を揃えました。

ワタミの逸品

商品発送期間 : 2021 年 2月19日
（金）～ 3月31日
（水）

今回よりワタミの逸品の商品を刷新し、ワタミイチオシの野菜「きく芋」をつかった
商品を用意いたしました。是非、ご賞味ください。

■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）

3,000 円コース
A

A 商品は株主様ご優待券3,000円分で
お申し込みいただけます

きく芋茶

2020年

有効期限が 2020年12月1日（火）～2021年5月31日（月） 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

12 月 31 日（木）
当日消印有効

ではお申し込みいただけません。

！ ご記入および同封の株主様ご優待券の枚数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。
！ お選びいただいた商品や送付先等の変更はお受けできません。
あらかじめご了承ください。
！ 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

きく芋茶（ティーバック：2g ×30 包）
国産 100%

・ A 商品は 3,000 円分、 B ・ C 商品は 6,000 円分の株主様ご優待券でご注文いただ
けます。
・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、2020 年 12 月 31 日
（木）
までにご郵送ください（当日消
印有効）。

6,000 円コース

B 商品、C 商品は株主様ご優待券6,000円分で

お申し込みいただけます

B きく芋茶 ×きく芋焼酎

詰め合わせセット

800セット限定
きく芋茶（ティーバック：2g ×30 包）
きく芋焼酎（720ml×1 本）※アルコール分 35 度
国産 100%

（木）を過ぎた申込書はお受けできません。
・お申し込み期限 2020 年 12 月 31 日
申込書とともに
「株主様ご優待券」を返却いたしますので、あらかじめご了承ください。
（金）～ 2021 年 3 月 31 日
（水）
までに発送いたします。
・商品は、2021 年 2 月 19 日
・お申し込み後の商品の変更や、お届け先の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 ：きく芋茶 × きく芋焼酎詰め合わせセット」ならびに「 C ：きく芋茶 × きく芋サプリ
・
メント詰め合わせセット」は数量限定のため、
ご注文多数の場合は、抽選とさせていただ
きます。
「 A ：きく芋茶」を申し込みセット数分（優待券 6,000 円分 1 口につ
・抽選漏れの場合は、
き２セット）を発送いたしますが、
「株主様ご優待券返却」をご希望の場合は、
「ワタミ
の逸品専用申し込み用紙」の「株主様ご優待券返送希望」欄に□をご記入ください。

C きく芋茶 ×きく芋サプリメント

詰め合わせセット

3000セット限定
きく芋茶（ティーバック：2g ×30 包）
きく芋サプリメント（300 錠：1日10 錠 ×30日分）
※目安の分量です

国産 100%
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お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください

「株主様ご優待券返送希望」欄にご記入がなく、抽選に漏れた場合は、
「 A ：きく芋茶」
をお申し込みのセット数分（優待券 6,000 円分 1 口につき２セット）発送いたしますので、
あらかじめご了承ください。
「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
・ご注文の際は、
ださい。
・お受け取りの商品はお早めに内容のご確認をお願いいたします。
・商品は天候の影響や商品施策などにより選定をしております。台風など天候による影響に
より、数量を確保できない場合は、商品を変更する場合がありますことをご了承ください。

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください 19

（2020 年 10 月末現在）

ワタミグループ国内外食
ご利用店舗リスト

JAPANESE DINING「和民」
東京都

秋葉原駅前店

西新井西口駅前店

Ｌ 光が丘 IMA 公園通り店
●

2020 年 11 月発行の「株主様ご優待券（有効期限：2020 年 12 月 1 日～ 2021 年
5 月 31 日）」より、ご利用いただける店舗に一部変更がございます。何卒、ご理解を
賜りますようお願い申しあげます。
●「株主様ご優待券」は、下記の店舗以外でご利用いただけます。
ただし、デリバリー、テイクアウトでは全店ご利用いただけませんので、あらか
じめご了承ください。

東川口駅前店

048-291-1371

成田店

0476-24-7001

豊橋店

0532-51-5088

愛知県

ワタミ
〈外食事業〉ホットライン

（受付時間

ワタミ
〈外食事業〉公式サイト

9 時～ 19 時

https://watamishopsearch.jp

ください。

業態転換、撤退、その他により、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。
なお、時間帯や実施日が変更になる場合もございますので、

ホームページかお電話にてご確認ください。
ワタミ＜外食事業＞公式ホームページ
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https://watamishopsearch.jp

ご宴会の予約も
こちらから！

048-528-0670

外苑前スタジアム通り店

03-5772-6172

学芸大学西口店

03-5725-7415

北千住東口店

03-5284-5271

神田西口駅前店
錦糸町南口店
高円寺北口店
糀谷店
笹塚店

三軒茶屋駅前店
品川港南口店

03-5289-8120
03-5669-5224
03-5373-7418
03-5735-7251
03-5478-7540
03-5433-5271
03-5715-0121

久茂地店

098-860-9494

新宿南口店

03-5368-2818

語らい処「坐・和民」
錦糸町南口駅前店

奈良県

奈良三条通り店

和歌山県

03-5249-7491

新小岩南口駅前店
新宿御苑前店

新橋銀座口ガード下店

0742-20-6561

平井駅前店

半蔵門駅前店
分倍河原駅前店

西宮北口駅前店

0798-69-1601

目白通店

岡山錦町店

086-234-7720

045-311-3681

明大前店
武蔵境店

有楽町日比谷口店

神奈川県

京急杉田店

松本駅前店

栃木県

桜木町野毛店

026-229-5512
0263-38-1214

JR 橋本店

湘南台西口駅前店

東急武蔵小杉駅前店

赤羽東口駅前店

03-3598-8701

横浜西口南幸町店

秋葉原駅前店

03-5289-7830

埼玉県

上野駅前店

03-5827-1693

大宮西口駅前店

王子店

03-5902-5281

梅島駅前店

03-5355-3571
03-5996-7155
0422-50-1240

03-5510-2366

0467-42-8061
045-226-4015
045-778-7855
042-769-8166
045-250-1741
044-221-0455
042-770-9718

0466-42-4792
044-739-1066

0466-55-3511

本厚木店

0297-47-8105

池袋サンシャイン通り店

03-5679-5781

藤沢南口店

平塚北口店

守谷駅前店

昭島南口店

042-358-9955

045-869-6255

028-610-5886

東京都

03-5628-7081

戸塚西口店

東武宇都宮駅前店

茨城県

03-5215-5871

045-840-1385

関内北口店

JR 川崎東口店

長野善光寺口店

03-5775-2517

上大岡店

福島県

長野県

03-5749-4733

0463-90-1577

大船店

古淵駅前店

024-528-9931

03-6219-8031

伊勢原駅南口店

「三代目 鳥メロ」
0246-35-6722

03-3539-2397

042-589-0971

旗の台店
原宿店

03-5737-9701

03-5312-5801

豊田北口駅前店

豊洲 IHI ビル店

船堀店

大鳥居駅前店

03-5678-6235

03-5653-9440

03-5669-5211

「焼肉の和民」

03-5638-1266

東陽町駅前店

ロイネットホテル和歌山店 073-402-0432

福島駅東口店

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

熊谷北口駅前店

03-5292-3873

いわき駅前店

●こちらは、2020 年 10 月末現在の店舗一覧です。

03-5283-2286

新宿歌舞伎町店

横浜店

お願い

御茶ノ水駅前店

0794-64-6811

沖縄県

岡山県

※土日・祝日も受付可）

048-241-1761

小野店

兵庫県

0120-116-722

川口東口店

03-5735-9295

JR 両国駅前店

兵庫県

赤羽東口店

■ 店舗に関するお問合せ先

03-5961-6303

大鳥居駅前店

052-533-0312

名駅 4 丁目店

東京都

「株主様ご優待券」をご利用いただける店舗につきましては、右記の「ワタミグルー
プ国内外食ご利用店舗リスト」をご確認いただくか、ご利用になられる店舗へお問い
合わせいただきますようお願い申しあげます。

03-5383-7147

03-5751-8291

千葉県

■ 株主様ご優待券のご利用について

03-5845-5281

武蔵小山店

埼玉県

「重要なお知らせ」

03-5209-1721

大塚駅前店

溝の口店

三ツ境南口店
元住吉西口店

0463-20-4771
0462-94-1245
044-829-3385
045-369-1129
044-431-1190

045-412-1473

042-500-2151

横浜東口店

03-5953-2751

朝霞南口駅前店

048-458-6636

大宮東口店

048-650-0061

03-5845-5361

春日部西口店

045-444-1538

048-657-3921
048-753-5661

川越クレアモール店
Ｌ JR 川越西口店
●

千葉県

0957-49-9118

049-240-1740

稲毛東口駅前店

043-207-8530

新松戸駅前店

047-330-5631

五香西口駅前店
スーク海浜幕張店

047-311-8151
043-298-3631

津田沼北口店

047-403-3611

Ｌ 西船橋南口店
●

047-410-1785

成田駅前店

新潟県

0476-22-4751

新潟駅前東大通り店

025-240-5210

福井駅前店

0776-26-1055

静岡南口店

054-280-3300

浜松有楽街店

053-450-3655

福井県

静岡県

沼津南口店

愛知県

055-964-0066

今池店

052-745-3223

刈谷駅前店

0566-62-4780

塩釜口駅前店

052-861-7087

尾張一宮東口駅前店
栄広小路店

豊橋東口駅前店

Ｌ名駅４丁目店
●

岐阜県

0586-28-7522

052-238-1523
0532-57-5160
052-569-2928

名鉄岐阜駅前店

058-267-7630

近鉄四日市駅前店

059-350-1203

三重県

大阪府

梅田お初天神通り店

06-6130-9301

梅田茶屋町店

06-6292-5740

京橋駅前店

06-6242-8930

岸和田駅前店
香里園店

大正駅前店

難波道頓堀店
枚方市駅前店
布施店

京都府

四条烏丸店
伏見桃山店

滋賀県

072-430-4733
072-802-3721
06-4394-3571
06-6214-5921
072-804-8066
06-6618-8128
075-256-8705
075-605-4505

近江八幡駅前店

0748-31-2511

奈良三条通り店

0742-20-0161

JR 和歌山駅前店

073-435-4065

明石駅前店

078-919-4322

JR 立花駅前店

06-6424-6373

奈良県

和歌山県
兵庫県

JR 尼崎南口店
垂水店

西宮今津店
西宮北口店

06-6401-9580
078-704-2740
0798-37-3223
0798-69-0805
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阪急伊丹駅前店

072-773-5153

大森北口店

03-5764-5431

東松山店

0493-27-6337

松江北口駅前店

0852-59-9661

岡山本町店

086-212-0266

金町北口駅前店

03-5660-7161

蕨東口駅前店

048-434-2102

呉中通り店

0823-32-3035

小山西口店

0285-20-3881

青森県

広島駅新幹線口店

082-568-7871

北千住店

広島駅南口店

082-506-1770

大塚店

03-5957-5801

岩手県

岡山県
広島県

広島駅南口店

082-506-2850

福山店

084-973-2261

広島西条駅前店

山口県

082-493-7370

神楽坂店

亀有駅前店

吉祥寺南口店
銀座５丁目店

新橋銀座口ガード下店
国分寺北口駅前店

03-5225-2968
03-5682-7931
03-5813-3971
0422-76-8535
03-5537-3422

03-3539-2158
042-359-6081

徳山店

0834-33-3121

駒込南口駅前店

03-5940-8275

米子駅前店

0859-37-5177

志村坂上店

03-5915-0301

今治ドンドビ店

0898-34-3071

石神井公園店

03-5910-7357

鳥取県

愛媛県

松山大街道店

香川県

089-915-1651

JR 新大久保駅前店
Ｌ 渋谷道玄坂店
●

新宿御苑前店
新宿西口店
新宿東口店

高松南新町店

087-832-2966

JR 香椎駅前店

092-663-5112

仙川駅前店

七隈四つ角店

092-874-3371

高田馬場駅前店

福岡県

神保町店

092-717-8338

高尾南口店

西鉄久留米一番街店

0942-46-1175

高幡不動店

佐世保京町店

0956-42-1001

千歳烏山北口店

天神西通り店

長崎県

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

盛岡駅前店

019-606-4633

岩手県

秋田県

秋田駅前店

018-884-3630

山形駅前大通り店

023-615-0820

仙台駅西口プレイビル店

022-212-7631

山形県

宮城県

仙台名掛丁店

022-722-1591

いわき駅前店

0246-35-5818

長野善光寺口店

026-219-0507

福島県

長野県

松本駅前

栃木県

宇都宮駅西口店
宇都宮東口店
小山東口店

群馬県

0263-39-8413

028-600-3460
028-651-3580
0285-20-0621

高崎西口駅前店

027-330-6071

勝田駅東口店

029-202-5501

茨城県

水戸 OPA 店

東京都

029-222-7750

青山外苑前店

03-5414-2081

板橋店

03-5943-9555

大井町東口駅前店

03-5783-5455

池袋西口ロマンス通り店
Ｌ 王子店
●

22

03-5956-4531

03-5902-5261

田無駅前店
調布南口店

03-5337-8371

03-5456-6027
03-5367-3512
03-5339-2415
03-5919-1431
03-5217-1061
03-5315-3155
042-629-1381
03-5286-7478
042-599-2785
0424-60-3181
03-5314-1071
042-490-5231

Ｌ 天王洲オーシャンスクエア店 03-5460-9172
●

東武練馬駅前店

03-5922-1585

西荻窪駅前店

03-5303-1255

成増北口店
西台店

西日暮里駅前店
日暮里駅前店
練馬店

東村山駅前店

Ｌ 日比谷富国生命ビル店
●

府中並木通り店
目黒東口駅前店

神奈川県

Ｌ 鎌倉ミライザカ
●

川崎砂子店

京急久里浜駅前店
JR 橋本店

相武台前店

茅ヶ崎北口駅前店
中山南口店

淵野辺北口駅前店
向ヶ丘遊園南口店
横浜西口駅前店

横浜西口鶴屋町前店

埼玉県

上尾モンシェリー店
朝霞台駅前店
大宮東口店

川越東口クレアモール店
久喜駅前店

小手指北口店

03-5383-7733
03-5914-3978
03-5604-2901
03-5604-8417
03-5912-5261
042-390-1501

03-5157-5400

042-368-9700
03-5448-9125

0467-60-4731
044-223-3822

046-830-5562

042-770-9581
046-266-6681

0467-89-3875

045-929-1771

千葉県

04-7141-5601

JR 市川北口駅前店

047-323-7125

北習志野店

JR 津田沼北口店
千葉駅前店

松戸西口駅前店

新潟県

上越高田店

新潟駅前東大通り店

静岡県

048-470-5712
048-650-0211

049-228-2317

0480-25-5290
04-2929-4929
049-280-5021

047-308-2011
025-521-6061

025-240-6530

静岡駅前南口店

054-202-5330

御殿場駅前店

清水西口駅前店
藤枝北口店

富士北口駅前店

富山県

0550-81-5151
054-371-0200
054-645-5151
0545-66-0233

富山駅前店

076-445-1851

栄錦通り店

052-955-8721

藤が丘駅前店

052-760-5785

愛知県

東岡崎駅前店
名駅４丁目店
本山駅前店

大阪府

0564-66-1166
052-589-1444
052-789-1022

梅田店

06-6316-8775

京阪京橋駅前店

06-6242-6800

心斎橋駅前店

06-4963-7535

谷町４丁目店

06-4790-3292

梅田茶屋町

06-6292-5735

Ｌ 京橋 OBP ツイン 21-1F 店 06-4794-9205
●

住道北口店
天満橋店

阪神野田店
本町店

Ｌ淀屋橋店
●

滋賀県

草津東口店
瀬田駅前店

南草津駅前店

奈良県

和歌山県

048-778-3001

047-470-3136

043-201-5617

0537-61-3311

045-290-4735

045-410-4766

047-496-5161

掛川北口駅前店

近鉄奈良駅前店

044-931-1631

048-460-1629

柏西口駅前店

042-786-0830

さいたま新都心東口駅前店 048-650-8511
坂戸北口駅前店

和光南口店

大和八木店

072-816-1981
06-6920-5460
06-6456-2361
06-6265-0568
06-6203-8136
077-569-5030
077-547-4510
077-569-5071
0742-25-2180
0744-20-3651

JR 和歌山駅前店

073-428-6971

和歌山城公園前店

073-428-8214

明石駅前店

078-919-6930

兵庫県
三宮店
姫路店

三木志染店

岡山県

岡山本町店

島根県

078-265-1175
079-221-8295
0794-87-6300
086-231-8050

広島県

八丁堀店

広島西条駅前店

広島ミライザカ本通り店

082-544-2680
082-493-5605

082-545-1946

福山店

084-973-0885

岩国駅前通店

0827-30-1011

徳山店

0834-33-3731

山口県

宇部新川店
湯田温泉店

ルルサス防府店

徳島県

0836-37-6460
083-921-8351
0835-27-1566

徳島両国橋店

088-611-3870

新居浜店

0897-65-1150

愛媛県

松山大街道店

香川県

089-998-8200

居食屋「炭旬」
日立駅前店
船橋仲通り店
谷町４丁目店
芦屋店

Ｌ 西明石駅前店
●

下関店

その他
0294-26-7701
047-460-8025
06-6910-1643
0797-25-0805
078-926-0191
083-229-2500

MODERN MEXICAN DINER
「TEXMEX FACTORY」
Ｌ 渋谷公園通り店
●

03-5459-3690

大森北口店

03-5767-4895

博多口駅前店

092-437-6231

京橋店

06-6355-5551

佐賀県

092-534-3701

佐賀南口駅前店

0952-27-1507

熊本下通りアーケード街店

096-312-4881

熊本県
八代店

0965-31-1160

佐世保夜店公園店

0956-37-2152

長崎県

長崎駅前店
長崎銅座店

宮崎県

延岡中央通り店

095-818-7177

梅田店

Ｌ 原宿店
●

炭火串焼と旬鮮料理の店 かぼち家 03-5912-2091
炭火串焼と旬鮮料理の店 ひろじん 03-5613-1861

やさい巻き串の獅志丸

神奈川県

03-5964-5616

あさかのビストロ BocO
浩治朗

ヤキトリ酒場武州屋

0476-20-2273

静岡県

餃子と串カツ 遠州誠家

0537-61-1125

わんぱく酒場 鶏太

072-760-3505

大阪府

京都府

Ｌ 京都 季鶏屋
●

京急蒲田第一京浜側道店

奈良県

03-5791-9153

044-431-1381

03-5381-4095

03-5909-1205
03-5777-5375
03-5638-7455
06-6130-9310

守口南寺方店

06-6992-2911

American Restaurant & Bar
「TGI FridaysSM」
Ｌ 有明ガーデン店
●
Ｌ 池袋店
●
Ｌ 上野中央通り店
●
Ｌ お台場アクアシティ店
●
Ｌ五反田店
●

Ｌ 品川店
●
Ｌ 渋谷神南店
●
Ｌ 東京ドームシティ店
●
Ｌ 原宿店
●
Ｌ 町田店
●
Ｌ MM21 クロスゲート店
●
Ｌ 横浜西口店
●
Ｌ イクスピアリ店
●

03-6457-1395

居食屋 草津炭旬

兵庫県

垂水炭旬

Ｌ 播州炭右衛門
●

山口県

078-704-2601
079-287-2550
0827-29-0980

やきとりの炭活

0948-21-6070

03-5520-1020

博多かつりき

03-5798-2755

077-569-4185

岩国縁家

福岡県

03-5719-6306

075-353-4471

Ｌ炭火串焼と旬鮮料理の店 しかまる 0742-20-6620
●

03-5957-2355
03-5807-9655

0537-61-0220

備長炭焼 遠州葵家

0982-28-0071

03-5480-0621

049-249-0070

備長炭焼 七左衛門

072-228-6016

03-5412-7548

048-450-2171

048-658-1103

千葉県

03-5912-5033

048-424-8602

スケイチ

06-6469-8111
06-6427-8617

03-5607-7955

炭火串焼と旬鮮料理の店 富の市 0467-73-7311

埼玉県

大衆焼肉ホルモン酒場「もつ★りき」
練馬店

03-5779-7861

炭火串焼と旬鮮料理の店 あわわ屋 03-5967-2262

滋賀県

「ニッポンまぐろ漁業団」
Ｌ 新宿西口店
●
Ｌ 浜松町店
●
Ｌ 錦糸町店
●

堺東駅前店

03-5940-2591

「幸せの焼肉食べ放題 かみむら牧場」

「炉ばたや銀政」
Ｌ 新宿野村ビル店
●

阪急塚口店

炭右衛門 茗荷谷店

095-818-6080

CHINA BISTRO「WANG'S GARDEN」
Ｌ 大崎ブライトコア店
●
Ｌ 武蔵小杉店
●

西九条店

03-5835-1606

旬八 駒沢大学駅前店

045-260-5317

092-663-8611

薬院ミライザカ

居食屋 大樹

東京都

旬八 黄金町駅前店

しろくまストア
大山南口店

022-302-6137

042-354-3651

03-5735-6211

JR 香椎駅前店

0942-36-2038

0225-92-0935

宮城の酒処 鶏きち

03-5735-1135

092-554-7551

西鉄久留米ミライザカ

石巻酒場 わたみんち

居食屋 渡美

大橋ミライザカ

092-805-4711

019-604-6185

宮城県

048-770-3012

087-832-2955

九大学研都市駅前店

居食屋 炭旬秀家

03-5394-7381

高松南新町店

福岡県

0172-31-5021

呑み処 左藤 総本店

カタマリ肉ステーキ＆サラダバー「にくスタ」
Ｌ 上尾店
●
Ｌ 羽田大鳥居店
●
Ｌ 府中若松店
●

津軽の酒処 わたみ

大分県

Ｌ 別府 炭旬
●

092-402-2263
0977-73-9090

03-5459-3555

03-5803-4151

03-5774-6855
042-710-1161

045-222-0691

045-290-4755
047-316-4055
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株主様ご優待制度のお問い合わせ先

外食事業

ワタミ
〈外食事業〉
ホットライン

0120-116-722
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

0120-321-510

宅食事業

受付時間

AM9:00 〜 PM6:00 ※土日・祝日も受付可

● 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

ワタミの逸品

「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

優待制度

AM9:00 〜 PM6:00 ※土日・祝日も受付可

ワタミ株式会社 広報部

社会貢献、
その他ワタミグループに
対するご意見

03-5737-2814

受付時間 ＡＭ9:00 〜 PM6:00 ※平日のみ

※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
利用いたします。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。

「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。
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本誌の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。

