Vol.30

2021 年 5 月発行

「ワタミの宅食」新たな販売チャネルへ

4月よりテレビショッピングがスタート！
会長メッセージ

トピックス

株主優待ガイド

国内外食店舗リスト

会 長 インタビュー

飛躍を目指し、
今だからこそできることに
注力する
●取材・文／編集部

ワタミ株式会社 代表取締役会長
兼 グループ CEO

渡邉 美樹

Miki Watanabe

コロナ禍の今だからこそできることに注力し、機を逃
すことなく攻め続ける。さらなる飛躍に向けた、
ワタミ
グループの戦略、株主様への思いを聞きました。

ー2020 年下期、新型コロナウイルス感染
症拡大に歯止めがかからない中で、
さまざ
まな施策に取り組んでこられました。
コロナ禍だから動かないという発想で

ています。
「焼肉の和民」
や
「から揚げの天
才」においてもその思いは変わりません。
逆境だからこそ原点に立ち返り、
あらゆる
世代の人が、手ごろな価格で安心して心も
お腹も満たせる場面を提供してまいります。
ー今後の外食産業を取り巻く環境につい
ては、
どのようにお考えですか。
依然として厳しい状況が続くでしょう。

「焼肉の和民」では A5 和牛カルビで商品力強化

めていくことこそが大切なのです。各事業

居酒屋の需要については、
コロナウイルス

におけるベーシックな商品において、改め

の感染拡大が落ち着いてもかつての 70％

て仕入れや加工、味付けを見直し、
「ワタミ

場」
で得た仕入れ力や生産性のノウハウを

程度までしか戻らないと予想していますが、

の商品は質がよくて、値段も手ごろでいい

活用して居酒屋の転換を図り、
「焼肉の和

今期予算については 55％で計画していま

ね」
と言っていただけるように、商品を磨き

民」が誕生しました。売り上げは居酒屋業

す。しかし、第 4 波の可能性や変異株の拡

あげていきます。

態の 3 倍と大変好調に推移しています。

大などを考えれば、
さらに悪くなることも

２. 経営指導員・スーパーバイザーの

覚悟しておく必要があります。

育成

（取材：2021 年 3 月 12 日）

厳しさを増す外食産業
逆境の中でもできることがある

の場面を提供したいという思いから始まっ

また、
「から揚げの天才」の出店が一気に
加速しました。お弁当のおかずの定番であ
るから揚 げと玉 子 焼きの 専 門 店として、

これは、今後の FC 拡大に向けた方針で

2022 年の飛躍に向けて
2021 年の「７つの方針」

す。これまでワタミは直 営 店を展 開し、地

はなく、今だからこそできることに注力し、

「食卓にもう一品ほしい」
というときに手軽

明日への準備をすることを常に心がけてき

にご利用いただけることが、
コロナ禍のテ

ーそうした厳しい状況の中、計画では
「飛

店舗の管理・営業指導を行ってきました。

ました。2020 年においては生産性をあげ

イクアウト・デリバリー需要と合致し、出店

躍の年」
としていた 2021 年を、
「準備の年」

しかし、FC 展開を拡大するにあたっては、

る仕組みをつくることができましたし、FC

増につながったと感じています。

と変え、
「７つの方針」を発表されました。

FC オーナー に対して、QSC（クオリティ、

域ごとにエリアマネジャーを配置し、複数

（フランチャイズ）の多店舗展開の準備や、

もともと
「和民」
は
「居食屋」
として、
おいし

2022 年を「大いなる飛 躍 の 年」
とする

サービス、
クレンリネス）の徹底をはじめと

新たな業態を開発することもできました。

いものを囲んで家族や仲間が集う、団らん

ために、今だからこそできることを実行す

する、経営指導を行っていかなければいけ

確かに業 績は厳しい状 況にありますが、

る。そのために 7 つの方針を示しました。

ません。そのためには、エリアマネジャーと

“ コロナ禍だからこそ ” 新たな施策を着実

１. 圧倒的な商品力へ

は異なる視点で、経営コンサルタントの役

に進めることができたと思います。

商売をしていて売れ行きが落ちると、
つい

割まで担うことができるスーパーバイザー

たとえば、
「焼肉の和民」。当初の計画で

変わったことをしたくなります。見た目の

が必要になります。育成カリキュラムはす

は「かみむら牧 場」の展 開を軸に、居 酒 屋

変わった商品や、お客さまが驚くような商

でに完成しており、
スーパーバイザーの早

は居酒屋として守っていく戦略でした。し

品を打ち出して関心を高め、目先の売り上

期育成で、FC 出店を加速します。

かし、新型コロナウイルスの影響は予想以

げを伸ばそうと考えがちです。しかし、それ

３．フランチャイズの出店加速

上でしたので、打開策として
「かみむら牧
2

コロナ禍で店舗を増やした「から揚げの天才」

は違います。ベーシックな商品の価値を高

目標としているのは、
「から揚げの天才」
3
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肉の和民」で和牛を販売し、各国でのビジ
ネスモデルを確立します。

７．ワタミオーガニックランドオープン
4 月 29 日、岩手県陸前高田市に体験型
の有機農業テーマパーク
「ワタミオーガニッ
本格出店する
「bb.q OLIVE CHICKEN café」

200 店、
「bb.q OLIVE CHICKEN café」
80 店、
「焼 肉 の 和 民」20 店、
「かみ むら牧
場」10 店です。

BS 放送でテレビショッピング開始

を目指します。

クランド」
がオープンしました。陸前高田市
は東日本大震災の際、津波で大きな影響を

「ワタミオーガニックランド」完成予想図

受け、多数の尊い命が失われました。その

も生むためには、大胆な取り組みが必要で

主力商品である冷蔵弁当については、4 月

場所に、
「生命」
をテーマとするオーガニック

す。全国の被災地の復興に向け、経営者と

から BS 放 送 でテレビ ショッピング をス

ランドをつくったのは、
この地を訪れる一

しての視点を活かして、尽力してまいります。

タートしました。併せて営業活動を支援・強

人ひとりが「生命」
と向き合う場所であり

ー最後に株主様へのメッセージをお願い

「焼肉の和民」を新規に直営で 50 ～ 70 店

化するキャンペーンなどの施策にも力を入

たいという思いからです。また、再生可能エ

します。

舗の出店を考えています。居酒屋業態の

れていきます。
「まごころスタッフ」
には、
お弁

ネルギーを活用した循環型６次産業モデ

回復が難しい状況下で、社員の活躍の場

当を届けると当時に、営業マンとしても、
さら

ル「ワタミモデル」
を具現化する場所でもあ

株主優待制度を変更することといたしま

として直営店は必要です。経営者として社

に活躍していただきたいと思います。

ります。電力はすべて再生可能エネルギー

した。利用方法が変わり株主様にはご不

また昨年より、食材キットや冷凍惣菜の

を活用し、食品や包装容器をリサイクルし、

便をおかけしますが、
これまでどおり
「同じ

開発にも力を入れ、商品の種類を増やし、

地域の食材を地域で加工・販売し、地域経

思いを持つ同志」
として、
ご来店いただき、

コロナ後 の 居 酒 屋 の 需 要 は かつての

幅広いお客様に販売する取り組みを進め

済を活性化する。ワタミが目指す持続可能

味や接客、雰囲気を確かめ、
さまざまなご

70％程度と前述しましたが、
さらに厳しく

てきました。冷 蔵 弁当は「まごころスタッ

な社会を一歩ずつ形にしてまいります。

意見を頂戴したいという思いは変わりま

なることも考えられます。決して楽観視は

フ」が最大の販売ルートになりますが、食

できません。しかし、居酒屋でお酒を飲み

材キットや冷凍惣菜の販売数を増やして

おります。

ながらコミュニケーションを楽しむといっ

いくには、主要な顧客層に合わせて有効な

株主様へのメッセージ
ワタミグループは攻め続けます

た文化や、居酒屋の需要がゼロになること

販路を築いていくことが重要です。そのた

ー「ワタミオーガニックランド」は陸前高

くと予測されますが、
ワタミグループは攻

はありません。そうであるならば、
しっかり

め 4 月からは冷 蔵 弁当、食 材キット、冷 凍

田市の地方創生にも大きく貢献する事業

めの手を緩める考えはありません。できる

守りぬき、残存者利益の獲得を目指します。

惣菜、3 つの事業部を編成し、それぞれの

ですが、3 月 6 日付で復興庁の復興推進委

ことを一つひとつ積み重ね、回復の兆しが

今を耐えて居酒屋を守りぬき、
「コロナ後」

販売を強化しております。

員会の委員に就任されました。

あれば一気に攻めに転じ、必ずご期待に応

に備えます。

６．海外外食 各国モデルの確立

また、攻めの資金調達に目処が立てば、

員の雇用を守っていきます。

４．居酒屋を守る

５．宅食の 6 万食増に挑戦

日本食に対する各国のニーズについて、

陸前高田市は、確かに復旧しています。

すでにお知らせしているとおり、
この度、

せん。多くの株主様のご利用をお待ちして
2021 年度は、
まだまだ厳しい状況が続

えられる数字を出せると確信しています。

しかし復興はこれからです。復興に一番大

株主の皆様にはぜひ、今後にご期待いた

コロナ禍で外食事業が大きな打撃を受

どのような形で受け入れられるかがわかっ

事なのは、産業が興ること。地域のものをど

だくとともに、現在進めている取り組みにつ

ける中、
ワタミグループの事業の柱になっ

てきました。新型コロナウイルスの感染拡

うやって売るか、
どうやって人を集めるか、

いてご理解を深めていただけると幸いです。

ているのが宅食事業です。今年度、
さらに

大が落ち着き次第、
アメリカへの出店、中

具体的な提案をしていきたいと思います。

今後とも、
ワタミグループへの変わらぬご

注力し、24 万食から 30 万食まで 6 万食増

国本土再挑戦を目指します。いずれも
「焼

企業誘致を図って新たな雇用も生み、消費

支援のほど、
よろしくお願いいたします。
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2020 年度 下半期トピックス

ワタミグループでは 2020 年度下期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。

「ワタミの宅食」がテレビショッピング開始
コロナ禍で「1 日１食、健康のためのご提案」

外食
( 国内 )

「から揚げの天才」100 店舗達成目前
フランチャイズで中小企業を活性化

「あ～げたてから揚げ、
あ～げたてから揚げ、
てんてん、
てんさ～い、天才ッ♪」
「うちの近所にもお店ができて、
この歌を耳にするよ

食事宅配サービスを行う
「ワタミの宅食」
は、4 月 5

うになりました！」

日よりBS テレビ放送でテレビショッピングを本格的
に開始いたしました。コロナ禍において、食事のデリ

「から揚げの天才」が 3 月 20 日、東京都江戸川区に鹿

バリーに対するニーズは拡大する一方で、対面営業等

骨店を出店して 90 店舗となりました。2018 年 11 月、

は難しい状況が続いております。高齢者を中心とした

東京都大田区に 1 号店となる梅屋敷店を出店して、2 年

「外出自粛層」
に商品の魅力やサービスの利便性を訴

4 ヶ月で大きく成長しています。フランチャイズ展開を

求するため、
テレビショッピングに参入しました。

4 月には BSテレビ２局で放送しました

2021 年度は 200 店舗を出店する計画

始めた 2020 年 6 月から出店を拡大したことで、大きく店舗数が増えました。

「ワタミの宅食」
が従来実施してきたテレビ CMと比べ、
テレビショッピングでは、
より長い時

「から揚げの天才」は中小企業の活性化、定年退職をした人のセカンドキャリアとしても

間で、健康にこだわった商品であることや、専任の “まごころスタッフ” がご自宅までお食事を

活用できる業態として開発しました。フランチャイズの加盟企業も順調に増えており、2021

届けるサービスの世界観を、会長の渡邉美樹が、熱を込めてプレゼンテーションいたします。

年度には 200 店舗を出店する計画です。

テレビショッピングでは、
日替わり全 20 食「特別プラン」
を特別価格の 9900 円で販売いたし

これからもこの歌が流れる街を増やしていきます。

ます。

外食
( 海外 )

世界への歩みは台湾からスタート
和牛食べ放題で人気「かみむら牧場」

開店後１時間にして、
その日の予約がいっぱいに

「焼肉の和民」のキャラクター、和民和牛
いるだけでなく、お店がオープンするときに

プンした幸せの焼肉食べ放題「かみむら牧場」微風広

は、各店舗をおとずれて告知をすることで

場店は、
いまでも週末には開店後１時間ほどで、
その

店頭を盛り上げています。かわいらしいルッ

日の予約が埋まってしまいます。
「かみむら牧場」
とし

クスで、子どもやファミリー、若い層に
「焼肉

ては初の海外出店で、
日本で育ったブランド和牛「薩
台湾でも人気の
「かみむら牧場」

台湾は日本食との親和性が高く、
日本の焼肉店の人気も高いですが、
日本産の和牛はとくに
注目度の高い食材です。
「かみむら牧場」微風広場店も国内有数の和牛生産者、
カミチクホー
ルディングスから調達したブランド和牛
「薩摩牛」
を食べ放題で楽しめます。日本産和牛のブラ
ンド力を実感するともに、海外展開に向けて手ごたえを感じさせる一歩となりました。
6

関東・東海・関西で順調に出店
革命 A５和牛カルビの食べ放題で商品も進化

くんをご存知ですか ? 店舗のロゴになって

なってしまうお店。2020 年 11 月、台湾・台北市にオー

摩牛」
を食べ放題で楽しめることが人気の要因です。

外食
( 国内 )

A5 和牛カルビも食べ放題

の和民」オープンを伝えてくれる貴重な存在です。
和民和牛くんは関東だけでなく東海、関西でも飛び回っています。
「焼肉の和民」は 2 月
11 日には大阪府大阪市に 20 店舗目となる梅田茶屋町店がオープンしました。2021 年度
も居酒屋業態から業態転換によって店舗を増やしています。出店だけではなく、商品面でも
進化をしています。３月からは焼肉チェーンとして異例の革命、A5 和牛カルビを食べ放題
メニューに加えました。和民和牛くんとともに外食の楽しさを、提供していきます。
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野菜詰め合わせ「旬の野菜ＢＯＸ」お届け
デリカフーズと提携で初の生鮮品をご自宅に

環境

SDGs の取り組みが次々表彰
食品・プラ容器リサイクルを推進

「ワタミの宅食」の新たなチャレンジは「旬の野菜

ワタミが進めている環境関連の取り組みが

BOX」の販売です。ワタミは 2020 年 12 月、青果専門

評価を高めています。2020 年 12 月には
「第 8 回

商社デリカフーズホールディングス株式会社と業務

食品産業もったいない大賞」
（主催 公益財団法

提携しました。デリカフーズホールディングスは野菜

人食品等流通合理化促進機構）農林水産省食料

の産地開拓から仕入・加工・物流を手掛けており、熟

産業局長賞を、2021 年 2 月には
「愛知環境賞」

練のプロが厳選した商品が「旬の野菜 BOX」
です。
「旬の野菜 BOX」
はすべて国産野菜で、
ワタミファー

（主催 愛知県）優秀賞をそれぞれ受賞しました。
旬の野菜 BOX

ムの有機野菜や、厳選野菜と銘打った高品質な野菜など７種類以上を詰め合わせています。
２月の全国発売では、計画を大きく上回り、好調なスタートを切っています。お弁当・お惣菜
だけでなく、
「新鮮な野菜も自宅まで届けてくれて便利です」
とお客様からもご好評をいた
だいています。

ワタミ
オーガニック
ランド

「第 8 回食品産業もったいない大賞」農林水
産省食料産業局長賞は、愛知県名古屋市内に店
舗を持つ外食事業者５社が連携し、農林水産・

「愛知環境賞」表彰式で、
（右から）愛知県 大村秀章知事、
ワタミ社長 清水邦晃、
環境パートナーシップ・CLUB 寺師茂樹会長

環境・厚生労働の各大臣による、食品リサイクル法に基づく食品リサイクルループ（再生利
用事業計画）認定取得が評価されました。
「愛知環境賞」優秀賞は、
「ワタミの愛知モデル Wリサイクルループ」の構築で食品リサイ

陸前高田ワタミオーガニックランド４月開業
岩手県産食材バーベキュー提供

クルループ、
プラスチック弁当容器リサイクルループを確立して、環境負荷低減と循環型社
会の形成が評価されました。

宅食

「ワタミの宅食」
と
「明治の宅配」がタッグ
お弁当と一緒に乳製品「R-1」
をお届け

4 月 29 日、岩手県陸前高田市に
「ワタミオーガニッ
クランド」
がオープンしました。
「ワタミオーガニックラ
ンド」
は有機・循環型社会をテーマにしたオーガニック

「ヨーグルトは健康にいいと聞いているので、食事の際に食

テーマパークで、段階的に設備を拡充していきます。将

べています。お弁当と一緒に持ってきてくれるので助かってい

来は約 23haという広大な施設をめざして整備を進め

ます」。東京都板橋区に住むお客様は「ワタミの宅食」のお弁

ていく計画です。今回オープンしたのは岩手県産食材
を活用したバーベキューが楽しめるバーベキュー棟、

当とともに、明治の乳製品「R-1」
を一緒にご注文くださってい
施設とともに農作物も生産

農作物を生産するハウス棟です。
「ワタミオーガニックランド」
の建設に向けて、3 月には東京農
業大学と連携協定を締結しており、土づくりから人材育成まで幅広い分野でさまざまな取り組
みを進めていきます。
将来は国内外から人を呼び込める魅力ある場所をつくり、陸前高田市で生産されたオーガ
ニック商品を販売していきます。
8

ます。これまではスーパーでヨーグルトを購入されていました
が、
まごころスタッフにすすめられて、初めて
「R-1」
を飲んだ
ら
「すごくおいしかった」
ことから購入を決められました。
2 月 1 日から
「ワタミの 宅 食」
と明 治 の 乳 製 品 等 の 宅 配

まごころスタッフのおすすめがポイント

サービス
「明治の宅配」が相互の商品を販売しています。新型コロナウイルスの影響により、
外出を控えている方、健康を意識されている方のニーズにこたえる取り組みです。
9

「第35期 定時株主総会」のお知らせ
株主様へのお願い
●

株主の皆様の健康と安全を最優先に考え、本年も、新型コロナウイルス感染防止の

株主様
ご優待制度

観点から規模を縮小し開催いたします。出席を御希望される株主様が多数となっ

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。

た場合、抽選によりご参加いただける株主様を決めさせていただきますこと、あら
かじめご了承ください。
●

新型コロナウイルスの感染の影響により、本株主総会におきまして、当日までの感

優待制度

染拡大の状況や政府の発表内容によっては、開催時間や内容などを変更する場合
がございます。
会場には、株主様のみご入場いただけます。株主様のご家族・ご友人様につきまし
ては、
ご入場いただけません。
●

本年も、昨年同様に株主総会ご出席の株主様へのお土産の配布を取り止めさせて
いただきます。

長期優待
外食

何卒ご理解ならびにご了承くださいますようお願い申しあげます。

詳細は、6 月 11 日発送の「株主総会招集ご通知」をご覧ください

宅食
日時

2021 年 6 月 27 日
（日）
開始 10 時（予定）
場所

おせち

ワタミ株式会社 本社 8 階
東京都大田区羽田 1 丁目1-3
内容

□ 2020 年度の結果報告

株主様ご優待制度のご案内
長期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！

p12

p14

p15

p16

「ワタミの宅食」
の商品を
お得に購入！
p17

「わたみのおせち」
を
お得に早期お申込み！

昨年の株主総会の様子

□ 事業経営の説明
□ 議案提示
□ 質疑応答
□ 議案決議

※内容は変更となる場合がございます

株主総会の様子については、後日
ホームページにて動画を公開い
たしますので、
ご視聴ください。

ワタミの
逸品

p18

ワタミの逸品をご注文！

2021 年度は、
「 関西経営説明会」の開催はございません
本件に関するお問い合わせ

ワタミ株式会社 ブランド広報室（広報担当）
受付時間

10

03-5737-2784

社会貢献

p22

社会貢献団体への寄附

平日AM9：00 ～ PM6：00 ※土曜・日曜・祝日休み

11

重要

【

株主様ご優待制度 変更のお知らせ
2021 年 2 月8日開催の取締役会において、

株主優待制度の変更について決議いたしましたので、
お知らせいたします

】

今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、当社では経営環境や財務状

国内外食店舗でのご利用
変更前

変更後

況等を総合的に勘案し、慎重な検討を重ねた結果、株主優待制度を変更することとい
たしました。
ご利用方法の変更により株主様にはご不便をおかけいたしますが、一方で株主様ご

１回に何枚でも利用可

お一人様 1 日１回１枚（500 円）
までのご利用となります
※３名様でご来店の場合は３枚までご利用いただけます

優待券の配布枚数を増やし、併せて有効期限を１年間に延長することで、株主様の利
便性の向上を図っております。
今後は、現在進めている業態転換や事業構造改革の推進により、早期の業績回復に

ランチタイムの利用可

ランチタイム
（11 時～16 時）
ではご利用いただけません

努めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申しあげます。
（2021 年 2 月 12 日
「株主優待制度の変更に関するお知らせ」
より）

「 ワタミ の 宅 食 」で の ご 利 用

ご利用期間
変更前

変更後

有効期限 : 半年間

有効期限 :１年間に延長

変更前

お弁当、お惣菜は日替わり５日間コース、
７日間コース
１人用の注文ごとに、優待券１枚（500 円）利用可

2021 年 5 月発行分

5 月発行分（通常）

※２、
３日間コースでの利用は不可

⇩

⇩

2021 年 6 月 1 日～ 2022 年 5 月 31 日

6 月 1 日～ 11 月 30 日

※有効期限の延長は、今回 2021 年 5 月発
行分のみの措置です。次回 11 月発行の
ご優待券から有効期限は半年に戻ります

購入時に、
１回に何枚でも利用可

▪お弁当、お惣菜
▪まごころ商店

まごころ商店の「旬の野菜 BOX」
での購入は、

▪わたみのおせち

変更後

変更前

ワタミのミールキット、お料理キットは日替わり５日間
１セット注文ごとに優待券１枚（500 円）利用可
※２日、
３日、
４日間コースでの利用は不可

▪食材セット

配布枚数

１回１枚（500 円）
まで利用可
※まごころ商店の単品商品での利用は不可

100 ～ 299 株

6枚

100 ～ 299 株

8枚

300 ～ 499 株

12 枚

300 ～ 499 株

14 枚

わたみのおせちは１セット注文につき

500 ～ 999 株

18 枚

500 ～ 999 株

20 枚

１枚（500 円）利用可

1,000 株以上

24 枚

1,000 株以上

30 枚

利用枚数および利用範囲の制限により、
ご優待券の利便性が下がった一方、
配布枚数を変更させていただきました。

12

変更後

本件に関するお問い合わせ

ワタミ株式会社 ブランド広報室
受付時間

03-5737-2784

AM9:00 ～ PM6:00 ※土曜・日曜・祝日休み
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株主様ご優待制度について

ワタミの国内外食店舗でお得に楽しくお食事できます！

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

外食
下記業態のワタミの国内外食店舗でご利用いただけます

毎年 3 月 31 日および 9 月 30 日

対象となる株主様

「株主様ご優待券」は、国内にある以下の外食店舗でご利用いただけます。

（本誌のP24 ～ P27 に国内外食店舗一覧を掲載しています）

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

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

8枚

（4,000 円分）

300～499 株

14 枚

（7,000 円分）

500～999 株

20 枚

（10,000 円分）

1,000 株以上

30 枚

（15,000 円分）
（2021 年 3 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

「1 枚 500 円分のお食事券」
として、
お一人様 1日1 回 1 枚ご利用いただけます。
・株主様ご優待券は
お会計時に従業員にお渡しください。

贈呈品

・金・土・祝日の前日も含め、全営業日でご利用いただけます。

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

・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。
・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。
・ランチタイム
（11 時～16 時）
ではご利用いただけません。
・
「から揚げの天才」
「bb.q OLIVE CHICKEN café」
「厳選煮干しらーめん にぼ助」
では
ご利用いただけません。

※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 2021 年 6 月にご案内をお届けする予定です。記念品は 2021 年 8 月～9 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。

■店舗に関するお問い合わせ

■2021 年 3 月期長期優待制度の対象
2015 年

2016 年

3 月末 9 月末

3 月末 9 月末

2017 年
3 月末

9 月末

電話でのご予約

2018 年
3 月末

9 月末

2019 年
3 月末

9 月末

0120-18-9446
03-5737-9446

ワタミグループ 宴会受付センター

※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 月末

9 月末

「3 年目超」対象の株主様（1 回限り）

2021 年
3 月末

携帯電話からはこちらへ

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。

9 月末

ホームページでの
ご予約

ワタミ
〈外食事業〉
公式サイト

https://watamishopsearch.jp

「6 年目超」対象の株主様（1 回限り）
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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 15

「わたみのおせち」をお得に早期お申込み！

「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

商品の特徴

商品名
■ お弁当・お惣菜

株主様ご優待券を
利用可能なコース

お手頃サイズ、
４種類のお惣菜

5日間

まごころおかず

一番人気、
400kcal 基準のお惣菜

5日間

まごころダブル

２つの主菜で大満足、
500kcal 基準のお惣菜

5日間

まごころ御膳

１食 500kcal 基準の
お弁当

5日間

※コースについてはお問い合わせください

ワタミの
ミールキット
お料理キット

株主様ご優待券の利用

日替わりコース

まごころ手鞠

■ 食材セット

おせち

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

１人用

１人用

１人用

１人用

3,400 円（税込）

5日間

5日間
１セット

早期予約特典として5％割引！
日替わり5日間コース
7日間コース
１人用の注文ごとに
優待券 1 枚（500 円）
利用可

「わたみのおせち」
は、
人気！
素材選びと味づくりに

毎年大

わたみの
おせち

2,900 円（税込）

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

※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。

日替わり5日間
1 セット注文ごとに
優待券 1 枚
4,800 円（税込）～ （500 円）利用可

4,500 円（税込）～

※写真は、昨年の「四段重」
です。今回販売する商品ではございません。

ご利用方法

・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」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。

■ まごころ商店

旬の野菜 BOX

5％割引！

※2021 年 10 月17日
（日）
までに資料請求してください。

日替わりセット
１セット

早期予約特典

早期予約特典

2021 年 10 月27日
（水）
までにご注文いただくと、

2,450 円（税込）

3,080 円（税込）

「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。

国産野菜７品以上を
詰め合わせ

１セット

1,980 円（税込）

１回１枚（500 円 )
まで利用可

ご利用方法

・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、
ご利用の株主様
ご優待券を、担当スタッフにお渡しください。
・お弁当・お惣菜の７日間コースの価格についてはお問い合わせください。なお、一部お届けでき
ない地域がございます。
・食材セットは一部地域での限定販売です。
・株主様ご優待券は、
２・3・4 日間コースではご利用いただけません。
・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、健康習慣シリーズ、
「まごころ商店」の単品商品、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。
・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。

16 お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください

・株主様ご優待券は、
「わたみのおせち」1 セット注文につき1 枚（500 円）
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 2021 年 6月1日
（火）
～2022 年 5月31日
（月）
までのものです。

5％割引
早期予約特典
ご希望の場合

通常価格での
ご予約の場合

資料請求受付期間：2021 年 10 月17日
（日）
まで

当日消印有効

ご注文受付期間：2021 年 10 月27日
（水）
まで

当日消印有効

（日）
まで
資料請求受付期間：2021 年 11 月21日

当日消印有効

ご注文受付期間：2021 年 12 月1日
（水）
まで

当日消印有効

・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。
・2021 年 12 月 31 日
（金）
にご指定のご住所に 宅急便 にて商品をお届けします。
※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。

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください

17

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

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。

ワタミの「きく芋」
プロジェクト始動
「きく芋」
で日本を元気に！

日当たりのよい場所から
黄色い花が咲き始めました
日当たりのよい場所から、黄色いきれいな花が
咲き始めました。土の中では、茎に実の原型とな
るこぶができ始めました。
「きく芋」は茎の一部な
んですよ。

約 1 ヶ月でひざ丈ほどの大
きさまで育ちました。植え
付け直後は雑草の除去も
おこな い ました が、
「きく
芋」
の成長力は雑草をしの
ぐ勢い。同じ時期に作付け
した生姜はまだ 1 センチ程
芽が出ただけなので、
「きく
芋」
のすごさがわかります。
18

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください

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

タミファームや協力生産者が生産した野菜
などを使用した加工品を販売しています。
いずれの商品も素材の魅力を楽しんでい
ただける内容になっているほか、本サイトで
しか購入できない商品も取り揃えています。

茎が冬枯れしていくと
「きく芋」は、収穫間近

エリアごとに作付けの
間隔を変えて植え付け

約 1 ヶ月でひざ丈まで成長
予想外の生命力に驚き

ワタミでは、ワタミファームで生 産した

「ワタミオーガニック公式サイト」
では、
ワ

「きく芋」成長日記

作付け

オーガニック食材使用の
加工品を販売へ

公式サイト」をオープンしました。

2020 年、
ワタミファームでは、
初めて有機「きく芋」栽培の取り組みをはじめました。
この１年の「きく芋」の成長を振り返ります

「きく芋」は土に芋を直接植え付けます。栽培ノ
ウハウを構築するためエリアごとに作付けの間
隔を変えたり、工夫をしながらのスタートです。

ワタミオーガニック公式サイト

わずか 2 ヶ月で人の背丈に
葉も青々と立派です
まだ 約 2 ヶ月だというの
に、身長 180 センチほどの
スタッフが 埋もれるほど
に背丈が伸び、葉も青々と
立派に生い茂っています。
畑に来るたび、目に見えて
成 長している
「きく芋」に
驚きを隠せません。

上部を刈り落としても
また脇芽が伸びてきます
そのままでは背丈が 3m に
も達しそうな勢いですが、
伸びすぎると風で倒れやす
くなるため、胸丈ほどで刈
落としています。でも、
あっ
という間に脇芽が元の背
丈まで。どこまで成長する
のか楽しみです。

その 他、
「ワタミオーガニック公 式サイ

寒くなり、枝葉が枯れた頃に、地中の芋が大きく
なっていきます。もう収穫間近。試しに掘った部
分からは 1 株で 1kg 程の芋が穫れました！

ト」は商品を販売するだけでなく、
ワタミが
オーガニックをめざした理由をはじめ、ワ
タミファームの基本である土づくりへのこ
だわり、ワタミグループで取り組んでいる
「きく芋プロジェクト」などの情報発信をし
ています。あわせて、ワタミファームをより
身近に感じていただけるようにオーガニッ
ク新聞としてブログもスタートしました。
さまざまな商品を
用意しました

上草を刈り土を機械で掘って
いよいよ、
「きく芋」の収穫です
冬晴れの中、
「きく芋」の収穫が始まります。枯れ
て茶色く朽ちた上草を刈り、手で探っていくと大
小ごつごつとした「きく芋」が土の中から出てき
ました！ 無事に育っていて一安心です。なるべく
良い状態で収穫、出荷ができるようエ夫をしな
がら収穫を進めていきます！

収穫

ワタミオーガニック公式サイトURL

URL https://watami-organic.jp/
右の QR コードからも利用できます→

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 8月20日
（金）～ 9月30日
（木）

ワタミイチオシの野菜「スーパーBIOフード 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）

2,000 円コース

A コースは株主ご優待券2,000円分でお申し込みいただけます

2021年

有効期限が 2021年6月1日（火）～2022年5月31日（火） 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

6 月 30 日（水）
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。

A 有機きく芋茶

ご利用方法
有機きく芋茶（2g×20 包）

・ A 商品は 2,000 円分、B 商品は 4,000 円分、C ・ D 商品は 5,000 円分の株主様ご

※ワタミファーム産 有機きく芋使用

優待券でご注文いただけます。

4,000 円コース

B コースは株主ご優待券4,000円分でお申し込みいただけます

B ワタミファームセット

様ご優待券を必要枚数入れて、2021 年 6 月 30 日
（水）
までにご郵送ください（当日消印
有効）。
（水）を過ぎた申込書はお受けできません。
・お申し込み期限 2021 年 6 月 30 日

・有機きく芋茶 お試しパック
（2g×10 包）
・生姜シロップ レモン
（250ml×1 本）
・キャロット＆オレンジ（160g×2 本）

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 9 月 30 日
（木）
までに発送いたします。
・商品は、2021 年 8 月 20 日

※ワタミファーム産
有機きく芋・有機生姜・有機人参使用

5,000 円コース

・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

・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。

C D コースは株主ご優待券5,000円分でお申し込みいただけます

C きく芋酒セット
[ 日本酒仕込み ]

D きく芋酒セット
[ 焼酎仕込み ]

「 C ：きく芋酒セット
〔日本酒仕込み〕」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。抽選漏れの場合は、
「 D ：きく芋酒セット
〔焼酎仕込み〕」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「株主様ご優待券返却希望」欄に□をご記入ください。
「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。

2000セット限定
・有機きく芋茶
お試しパック（2g×10 包）

・有機きく芋茶
お試しパック（2g×10 包）

・きく芋酒 [ 純米酒使用 ]
（720ml×１本）

・きく芋酒 [焼酎使用]
（720ml×１本）

※ワタミファーム産
有機きく芋使用
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→きく芋を日本酒に
漬け込みました

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください

※ワタミファーム産
有機きく芋使用

・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。

→きく芋を焼酎に
漬け込みました

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください 21

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！
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。

2020 年度は、株主様ご優待券にて合計

寄 附 先の社 会 貢 献 団 体のご紹介

開発途上国での教育支援

環境貢献

寄附御礼

851,400 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。

起業家の発掘・育成・支援

寄 附 先 社 会 貢 献 団 体の 2 0 1 9 年 度 活 動 報 告
公益財団法人

School Aid Japan

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・孤児院事業を行って

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

います。2002 年から学校建設に取り組み、2021 年 1 月末までに
中学校・小学校・幼稚園を合わせ 318 校を建設しました。教育支
援活動では文房具・制服を累計 16,511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 12,292 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 125,879 万人の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。

公益財団法人

Save Earth Foundation

資源循環事業では、2020 年春から愛知県名古屋市にて、
ワタミグ
ループなど外食企業のライバル 5 社が連携して調理くずや期限切

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」
「渡美塾」
「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。

ご利用方法

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、

実施、2021 年 3 月現在で累計 15,494 名に参加いただいています。

みんなの夢をかなえる会

当会は 2010 年から
「社会起業家※の発掘・育成・支援」
を行ってい
ます。当会主催のビジネスプランコンテスト
「みんなの夢 AWARD」

ビジネスマッチングの機会などを提供し、事業の成功と社会問題
の解決を後押ししています。そして、社会起業家・経営者の支援として、実践経営塾「渡美塾」を開催。
当会代表渡邉美樹が塾長となり、自身の創業からの歴史をなぞりながら経営の要諦を伝えています。

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

さらに、2020 年から
「高校生みんなの夢 AWARD」を開催。全国の高校生を対象として、様々な社会

まま募金箱にご投函ください。

お問い合わせ先は、裏表紙をご覧ください

千葉・長野・兵庫・大分に加え、2020 年春から愛知県での活動も開始し、活動面積は合計 86 ヘクター
ルとなりました。感染症対策に万全を期し、地域の特性に合わせた再生保全活動・体験イベント等を

2000 万円の出資交渉権など資金面への協力、協賛企業各社との

ワタミ株式会社 ブランド広報室 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、
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農林水産省食糧産業局長賞を受賞しました。森林再生事業では、

を 11 年 連 続で 開 催。AWARD 受 賞 者 には、経 営 の 指 導、最 大

〒144-0043 東京都大田区羽田 1-1-3

・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。

品リサイクルループ」を実現し、第 8 回食品産業もったいない大賞

公益財団法人

・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。
送付先

れ食材などを飼料化し、生産された鶏卵を商品として提供する
「食

問題・SDGs・社会起業家について学ぶ機会をオンライン学習プログラムで展開し、社会問題を解決
募金箱

するビジネスアイデアを考えて応募してもらうことで、社会起業家を志す人の裾野を広げています。
※企業としての雇用創出や納税、
それと同時に社会問題を解決する起業家
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（2021 年 4 月末現在）

ワタミグループ国内外食
ご利用店舗リスト

「焼肉の和民」

外苑前スタジアム通り店

03-5772-6172

大宮東口店

048-650-0061

学芸大学西口店

03-5725-7415

春日部西口店

048-753-5661

東京都

神田西口駅前店

03-5289-8120

川口東口店

048-241-1761

池袋西武東口店

03-5396-7725

北千住東口店

03-5284-5271

川越クレアモール店

0957-49-9118

大鳥居駅前店

03-5737-9701

錦糸町南口店

03-5669-5224

熊谷北口駅前店

048-528-0670

03-5902-5261

高円寺北口店

03-5373-7418

03-5682-7931

糀谷店

03-5735-7251

千葉県

Ｌ 王子店
●

「重要なお知らせ」

亀有駅前店
Ｌ 錦糸町南口駅前店
●

■ 株主様ご優待券のご利用について

2021 年 5 月発行の「株主様ご優待券（有効期限：2021 年 6 月 1 日～ 2022 年 5
月 31 日）」より、株主優待制度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。
●新型コロナウイルス感染症拡大の影響による時限措置として、2021 年 5 月発行
の株主様ご優待券については、有効期限を 1 年間に延長いたしました。
●一回あたりの送付枚数が増えました。
① 100 株～ 299 株
② 300 株～ 499 株
③ 500 株～ 999 株
④ 1,000 株以上

03-5669-5211

笹塚店

03-5478-7540

稲毛東口駅前店

043-207-8530

042-320-8825

三軒茶屋駅前店

03-5433-5271

五香西口駅前店

047-311-8151

志村坂上店

03-5915-0301

品川港南口店

03-5715-0121

新松戸駅前店

047-330-5631

調布南口店

042-490-5231

JR 両国駅前店

03-5638-1266

スーク海浜幕張店

043-298-3631

東村山駅前店

042-390-1501

新宿歌舞伎町店

03-5292-3873

津田沼北口店

047-403-3611

新宿御苑前店

03-5312-5801

成田駅前店

0476-22-4751

045-773-6601

新宿南口店

03-5368-2818

Ｌ 西船橋南口店
●

047-410-1785

045-311-3681

新橋銀座口ガード下店

03-3539-2397

新潟県

神奈川県
京急杉田店
Ｌ 横浜店
●

埼玉県
朝霞台駅前店
坂戸北口駅前店

14 枚 （7,000 円分）

30 枚（15,000 円分）

●お一人様 1 日 1 回 1 枚（500 円）までのご利用となります。
●ランチタイム（11時 ～16 時）ではご利用いただけません。

東陽町駅前店

03-5653-9440

新潟駅前東大通り店

豊洲 IHI ビル店

03-6219-8031

福井県

049-228-2317

旗の台店

03-5749-4733

福井駅前店

049-280-5021

原宿店

03-5775-2517

静岡県

025-240-5210
0776-26-1055

半蔵門駅前店

03-5215-5871

静岡南口店

054-280-3300

東岡崎駅前店

0564-66-1166

平井駅前店

03-5628-7081

沼津南口店

055-964-0066

名駅４丁目店

052-533-0312

分倍河原駅前店

042-358-9955

浜松有楽街店

053-450-3655

本山駅前店

052-789-1022

船堀店

03-5679-5781

愛知県

大阪府

明大前店

03-5355-3571

今池店

052-745-3223

06-6644-3605

目白通店

03-5996-7155

尾張一宮東口駅前店

0586-28-7522

住道北口店

072-816-1981

武蔵境店

0422-50-1240

刈谷駅前店

0566-62-4780

梅田茶屋町店

06-6485-0138

有楽町日比谷口店

03-5510-2366

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

Ｌ 南海難波駅前店
●

兵庫県

神奈川県

川西能勢口駅前店

072-756-6080

伊勢原駅南口店

0463-90-1577

明石駅前店

078-919-6930

大船店

0467-42-8061

お願い

小野店

0794-64-6811

上大岡店

045-840-1385

岐阜県

●こちらは、2021 年 4 月末現在の店舗一覧です。

関内北口店

045-226-4015

名鉄岐阜駅前店

大和八木南口駅前店

京急杉田店

045-778-7855

三重県

古淵駅前店

042-769-8166

近鉄四日市駅前店

「三代目 鳥メロ」

桜木町野毛店

045-250-1741

大阪府

JR 川崎東口店

044-221-0455

梅田お初天神通り店

06-6130-9301

●一 部店舗に定休日を導入しています。
「ワタミ＜外食事業＞公式ホームページ」に詳細を掲

福島県

JR 橋本店

042-770-9718

梅田茶屋町店

06-6292-5740

● 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

奈良県

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、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。

0744-20-2910

Ｌ名駅４丁目店
●

052-569-2928
058-267-7630
059-350-1203

載しておりますので、ご確認のうえ、ご来店ください。

いわき駅前店

0246-35-6722

湘南台西口駅前店

0466-42-4792

岸和田駅前店

072-430-4733

福島駅東口店

024-528-9931

東急武蔵小杉駅前店

044-739-1066

香里園店

072-802-3721

変 更になる場合もございますので、ホームページまたはお電話にて

長野県

戸塚西口店

045-869-6255

大正駅前店

06-4394-3571

ご確認ください。

ワタミ＜外食事業＞公式ホームページ

https://watamishopsearch.jp

■ 店舗に関するお問い合わせ先
ワタミグループ宴会受付センター
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048-470-5712

愛知県

20 枚（10,000 円分）

049-240-1740

国分寺南口店

Ｌ 川越東口クレアモール店
●

８枚 （4,000 円分）

Ｌ JR 川越西口店
●

0120-18-9446

（受付時間

AM 9：00 ～ PM 9：00

※土日・祝日も受付可）

長野善光寺口店

026-229-5512

平塚北口店

0463-20-4771

難波道頓堀店

06-6214-5921

松本駅前店

0263-38-1214

藤沢南口店

0466-55-3511

枚方市駅前店

072-804-8066

溝の口店

044-829-3385

布施店

06-6618-8128

東京都
赤羽東口駅前店

03-3598-8701

元住吉西口店

044-431-1190

京都府

昭島南口店

042-500-2151

横浜西口南幸町店

045-412-1473

四条烏丸店

075-256-8705

池袋サンシャイン通り店

03-5953-2751

横浜東口店

045-444-1538

伏見桃山店

075-605-4505

梅島駅前店

03-5845-5361

埼玉県

王子店

03-5902-5281

朝霞南口駅前店

048-458-6636

大鳥居駅前店

03-5735-9295

大宮西口駅前店

048-657-3921

滋賀県
近江八幡駅前店

0748-31-2511
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奈良県
奈良三条通り店

福島県
0742-20-0161

和歌山県
JR 和歌山駅前店

いわき駅前店

神奈川県
0246-35-5818

長野県
073-435-4065

兵庫県

滋賀県

Ｌ鎌倉ミライザカ
●

草津東口店

077-569-5030

川崎砂子店

044-223-3822

瀬田駅前店

077-547-4510

Ｌ 大崎ブライトコア店
●

077-569-5071

Ｌ 武蔵小杉店
●

長野善光寺口店

026-219-0507

JR 橋本店

042-770-9581

南草津駅前店

松本駅前

0263-39-8413

相武台前店

046-266-6681

奈良県

茅ヶ崎北口駅前店

0467-89-3875

大和八木店

明石駅前店

078-919-4322

栃木県

JR 尼崎南口店

06-6401-9580

宇都宮駅西口店

028-600-3460

中山南口店

045-929-1771

和歌山県

JR 立花駅前店

06-6424-6373

小山東口店

0285-20-0621

淵野辺北口駅前店

042-786-0830

JR 和歌山駅前店

垂水店

078-704-2740

群馬県

向ヶ丘遊園南口店

044-931-1631

兵庫県

西宮今津店

0798-37-3223

高崎西口駅前店

横浜西口駅前店

045-290-4735

三宮店

078-265-1175

阪急伊丹駅前店

072-773-5153

茨城県

横浜西口鶴屋町前店

045-410-4766

姫路店

079-221-8295

岡山県
岡山本町店

086-212-0266

広島県

027-330-6071

0744-20-3651
073-428-6971

勝田駅東口店

029-202-5501

埼玉県

水戸 OPA 店

029-222-7750

大宮東口店

048-650-0211

岡山錦町店

久喜駅前店

0480-25-5290

広島県

04-2929-4929

呉中通り店

0823-32-3035

東京都

岡山県
086-234-7720

広島駅新幹線口店

082-568-7871

青山外苑前店

03-5414-2081

小手指北口店

広島駅南口店

082-506-2850

赤羽東口店

03-5438-7491

さいたま新都心東口駅前店 048-650-8511

八丁堀店

082-544-2680

広島西条駅前店

082-493-7370

秋葉原駅前店

03-5209-1721

東川口駅前店

広島駅南口店

082-506-1770

福山店

084-973-2261

池袋西口ロマンス通り店

03-5956-4531

千葉県

広島西条駅前店

082-493-5605

板橋店

03-5943-9555

北習志野店

047-496-5161

広島ミライザカ本通り店

082-545-1946

大井町東口駅前店

03-5783-5455

JR 津田沼北口店

047-470-3136

福山店

084-973-0885

神楽坂店

03-5225-2968

千葉駅前店

043-201-5617

山口県

金町北口駅前店

03-5660-7161

成田駅前店

0476-24-7001

徳山店

0834-33-3731

047-308-2011

湯田温泉店

083-921-8351

ルルサス防府店

0835-27-1566

山口県
徳山店

0834-33-3121

鳥取県
米子駅前店

0859-37-5177

愛媛県

048-291-1371

北千住店

03-5813-3971

松戸西口駅前店

今治ドンドビ店

0898-34-3071

吉祥寺南口店

0422-76-8535

新潟県

松山大街道店

089-915-1651

銀座５丁目店

03-5537-3422

上越高田店

025-521-6061

愛媛県

錦糸町店

03-5638-7455

新潟駅前東大通り店

025-240-6530

松山大街道店

新橋銀座口ガード下店

03-3539-2158

静岡県

国分寺北口駅前店

042-359-6081

御殿場駅前店

0550-81-5151

高松南新町店

香川県
高松南新町店

087-832-2966

福岡県

089-998-8200

香川県
087-832-2955

Ｌ 渋谷神南店
●

03-5459-3555

Ｌ 東京ドームシティ店
●

03-5803-4151

03-5791-9153

Ｌ 原宿店
●

03-5774-6855

044-431-1381

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

CHINA BISTRO「WANG'S GARDEN」

0467-60-4731

居食屋「炭旬」
津軽の酒処わたみ

0172-31-5021

石巻酒場わたみんち

0225-92-0935

小山西口店

0285-20-3881

日立駅前店

0294-26-7701

炭右衛門茗荷谷店

03-5940-2591

居食屋渡美

03-5735-1135

京都季鶏屋

075-353-4471

下関店

083-229-2500

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

03-5459-3690

カタマリ肉ステーキ＆サラダバー「にくスタ」
Ｌ 羽田大鳥居店
●

03-5735-6211

しろくまストア
京橋店

06-6355-5551

西九条店

06-6469-8111

堺東駅前店

072-228-6016

JR 香椎駅前店

092-663-5112

駒込南口駅前店

03-5940-8275

清水西口駅前店

054-371-0200

福岡県

天神西通り店

092-717-8338

JR 新大久保駅前店

03-5337-8371

藤枝北口店

054-645-5151

大橋ミライザカ

092-554-7551

七隈四つ角店

092-874-3371

Ｌ 渋谷道玄坂店
●

03-5456-6027

富山県

九大学研都市駅前店

092-805-4711

西鉄久留米一番街店

0942-46-1175

石神井公園店

03-5910-7357

富山駅前店

JR 香椎駅前店

092-663-8611

新宿御苑前店

03-5367-3512

愛知県

西鉄久留米ミライザカ

0942-36-2038

新宿東口店

03-5919-1431

豊橋店

0532-51-5088

博多口駅前店

092-437-6231

神保町店

03-5217-1061

藤が丘駅前店

052-760-5785

薬院ミライザカ

092-534-3701

仙川駅前店

03-5315-3155

名駅４丁目店

052-589-1444

佐賀県

高田馬場駅前店

03-5286-7478

大阪府

Ｌ 京急蒲田第一京浜側道店
●

03-5480-0621

高幡不動店

042-599-2785

梅田店

06-6316-8775

熊本県

Ｌ 府中店
●

042-354-3651

田無駅前店

0424-60-3181

梅田お初天神通り店

06-6130-9310

熊本下通りアーケード街店 096-312-4881

Ｌ 深井店
●

072-201-1129

千歳烏山北口店

03-5314-1071

梅田茶屋町

06-6292-5735

八代店

Ｌ 守口南寺方店
●

06-6992-2911

東武練馬駅前店

03-5922-1585

京阪京橋駅前店

06-6242-6800

長崎県

西新井西口駅前店

03-5845-5281

佐世保夜店公園店

0956-37-2152

西日暮里駅前店

03-5604-2901

心斎橋駅前店

06-4963-7535

長崎駅前店

095-818-7177

日暮里駅前店

03-5604-8417

谷町４丁目店

06-4790-3292

長崎銅座店

095-818-6080

練馬店

03-5912-5261

天満橋店

06-6920-5460

宮崎県

03-5157-5400

阪神野田店

06-6456-2361

延岡中央通り店

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

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

Ｌ 日比谷富国生命ビル店
●

宮城県

076-445-1851

佐賀南口駅前店



Ｌ 京橋 OBP ツイン 21-1F 店 06-4794-9205
●

仙台駅西口プレイビル店

022-212-7631

府中並木通り店

042-368-9700

本町店

06-6265-0568

沖縄県

仙台名掛丁店

022-722-1591

目黒東口駅前店

03-5448-9125

Ｌ淀屋橋店
●

06-6203-8136

久茂地店
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0952-27-1507

0965-31-1160

大衆焼肉ホルモン酒場「もつ★りき」
練馬店

03-5912-5033

幸せの焼肉食べ放題「かみむら牧場」

American Restaurant & Bar
「TGI FridaysSM」
Ｌ 有明ガーデン店
●

03-6457-1395

0982-28-0071

Ｌ 池袋店
●

03-5957-2355

Ｌ 上野中央通り店
●

03-5807-9655

098-860-9494

Ｌ お台場アクアシティ店
●

03-5520-1020

Ｌ五反田店
●

03-5719-6306
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株主様ご優待制度のお問い合わせ先
ワタミ
〈外食事業〉
ホットライン

外食事業

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

宅食事業

0120-321-510
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

わたみのおせち

「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 ～ 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

AM9:00 ～ PM6:00 ※土日・祝日も受付可

優待制度

ワタミ株式会社 ブランド広報室

社会貢献、
その他ワタミグループに
対するご意見

受付時間 ＡＭ9:00 ～ PM6:00 ※土日・祝日休み

03-5737-2784

※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。

