よくあるご質問
商品について

Q
A

配送について

食べられない食材があるのですが…
お食事のメインメニューの部分からのみお除きすること

Q
A

あなたの 健康と向き合う

の

配達時に不在の場合はどうすればよいですか？

宅配健康食

ご不在の際にはヤマト運輸のドライバーより不在票をポ

ができます。ご希望の際はご注文時にお申しつけください。
（制

ストに投函致しますので、お手数ですが再配達のご手配をお

限食料理キットは申し訳ございませんが、ご対応致しかねま

願い致します。

す。）

なお予めご不在の日時がお分かりでしたらご注文時にお申し付
けください。

Q
A

主食はついてくるの？
お米やパン、麺など主食のご用意はございません。冷

Q
A

お料理キットタイプ

注文してからどのくらいで届きますか？

お 弁 当タイプ

ご注文より 1 週間前後でお届け致します。

凍でおかずのみお届けしておりますので、ご自身でお好みの主
食をご用意ください。

Q
A

いつ食べたらよいですか？

Q

注文者とお届け先が異なる場合、

A

請求先様とお届け先様が異なる場合でもご利用いただ

注文者が支払うにはどうすればいいですか？

けますのでご注文時にご指定ください。「郵便局・コンビニ払

朝、昼、夕、お好きなタイミングでお召し上がりいただ

い（後払い）」お支払いでのご注文の場合は、商品発送後、
ご請求書を別途ご請求先様へ郵送いたします。

けます。冷凍なので、長期間の保存も可能です。

ご注文・お問い合わせはこちら！

0120-503-999
受付時間

9:30〜18:00（日・祝休）

wellness-dining.co.jp
ウェルネスダイニング

公式

検索

初回ご注文特典

送料無料
2 回目以降のご注文について
お得な「定期お届けコース」と「その都度お届けコース」
からお選びいただけます。「定期お届けコース」なら送料
がお得に。
（通常送料：税込 770円／定期お届けコース送料：

スマートフォン専用サイト

税込385円）お届け食数・間隔が選べるので、ご自身のペー
スで続けられます。

【お支払い方法】 郵便局・コンビニ払い（後払い）／クレジット払い／代金引換 ※手数料 330 円（税込）
【

配送方法

】 ヤマト運輸クール冷凍便
★日にちや時間をご指定いただけます。
（8 時〜12 時／ 14時〜16時／ 16時〜18時／ 18時〜20時／ 19時〜21 時）

【商品について】お申し込み後、１週間前後でお届けいたします。商品は国内で製造しております。アレルゲンを含む場合がございます。詳しくはお問い合わせください。【返品交換について】食品のため、お客様都合による返品・
交換はご容赦ください。万が一商品開封時に破損等がございましたら、返送料当社負担にてお取り替えいたしますので、お手数ですが商品到着後、直ちにご連絡ください。【個人情報について】当社では、商品発送と商品・サービ
スに関する情報のお知らせのみに使用いたします。詳しくはホームページにてご確認ください。

パンフレット有効期限：2021 年 11 月 30 日（火）

ウェルネスダイニング株式会社（東京都江東区亀戸 1-5-7 錦糸町プライムタワー 2F）

して、ウェルネスダイニング です。
はじめま

レンジ

毎日飽きずに続けられる多彩なメニュー

でチンするお弁当

お 弁 当 タイプ
チキンの豆乳

牛肉の洋風煮込み

牛肉とピーマンの

クリーム煮

タラの

アジフライ

たまごあんかけ

気配りポイント
管理栄養士監修で、

POINT

01
02
POINT

03

豚肉とキャベツの

サーモンの

味噌炒め

ちゃんちゃん焼き風

サワラの西京焼き

麻婆豆腐

すぐに食べられるので時短にもなって洗い物もありません！火を使うのが不

だけで食べられる！

安な方でも安心です。

1 日 1 食から

無理のない食事制限のペースを見つけることで、飽きずに続けるコツも掴め

気軽にできる！

2

ひじきと野菜の

豆腐ハンバーグ

カレイの

豆腐揚げ

おろしあんかけ

きのこあんかけ

豚肉の生姜焼き

タラと法蓮草の

八宝菜

クリームソース

マスの香草焼き

たんぱく＆塩分調整

糖質制限

健康応援

（厳選）
栄養バランス

気配り宅配食

気配り宅配食

気配り宅配食

気配り宅配食

気配り宅配食

気配り宅配食

カロリー：300kcal以下
塩

分：2.0g以下

塩

分：2.0g以下

たんぱく：10g以下

カリウム：500mg以下

主菜

栄養バランス重視の 2 つのコース

塩分制限

カロリー：300kcal以上

カロリー ：240kcal±10%
塩
糖

分 ：2.0g以下
質 ：15g 以下

赤魚のごまあん
※メニューは一例です

カロリー制限

分：2.5g以下

イカカツ

ます。

食事制限でお悩みの方へ 4 つのコースをご用意しています

塩

梅ソースかけ

士にお任せなので、自分で栄養バランスを考える必要がなくて楽ちんです。

レンジでチンする

カロリー：240kcal±10%

イワシフライ

和・洋・中さまざまな味付けの食事が食べられます。組み合わせは管理栄養

安心の栄養バランス！

POINT

※メニュー例（タンドリーチキン）

豚肉の中華あんかけ

中華炒め

カロリー：300kcal以下
塩

分：2.5g以下

1 品＋副菜 3 品

冷凍で

まとめて
お届け

カロリー：300kcal±20%
塩

3ヵ月

分：2.5g以下

カロリーと共に塩分にも配慮

塩分にこだわりながらも、香

腎臓への負担を軽くしたい方に

糖質の摂取量をコントロール

食習慣を改善したい方、体型

栄養バランスを考え、国産の野

した栄養バランスの良いお食

辛料や出汁などで物足りなさ

おすすめです。たんぱく質と塩

したい方におすすめ。糖質に

が気になる方におすすめです。

菜を中心に、1 食あたり 10 品目

事。

を解消しています。

分に加えてカリウム量も調整。

加えて塩分量も調整。

以上の食材を使用しています。

7食セット

4,860 円（税込）

7食セット

4,860 円（税込）

7食セット

5,184 円（税込）

7食セット

7食セット

4,644 円（税込）

7食セット

4,968 円（税込）

14食セット

9,504円（税込）

14食セット

9,504円（税込）

14食セット

10,152 円（税込）

4,860 円（税込）

14食セット

14食セット

9,180 円（税込）

14食セット

9,828 円（税込）

21食セット

14,040円（税込）

21食セット

14,040円（税込）

21食セット

15,012 円（税込）

9,504円（税込）

21食セット

14,040円（税込）

21食セット

13,608 円（税込）

21食セット

14,580 円（税込）

賞味期限
冷凍で
以上

横20cm×縦15cm×高さ4cm

※容器は異なる場合がございます。

苦手なものは主菜から除くこともできますので、お気軽にお申し付けください。
なお、アレルギーの完全対応は出来かねますので、あらかじめご了承ください。
ご不明な点などございましたらお問い合わせください。
（注）糖質制限食をご検討の方へ：下記にあてはまる方は、糖質制限に十分な注意
が必要です。ご利用の前に医師にご相談ください。《お子様、妊娠中の方・
経口血糖降下剤の内服やインスリン注射を使用している方・腎障害、活動性
の膵炎、肝硬変の方・機能性低血糖の方》
※病気の治療目的でのご利用は主治医とご相談ください。
※栄養基準値は日本食品標準成分表 2015 を参照
3

お客様の声

タイプ
お弁当

塩分制限気配り宅配食
をご利用中

最初は味が 薄いものだと思ったが、体が

たんぱく＆塩分調整気配り宅配食
をご利用中

味 が濃いものを食べ過ぎていたんだと思

私は料理を全くしないので好きなもの
ばかり食べていて、かなり栄養が偏っ
ていると思います。苦手なものもあり
ますが、管理栄養士さんが選んで

う。飽きたり冷凍庫にたまってきたら休
んでいるが、弁当が全くないのも不
安だから、また頼むようにし
ている。

一日一食、夜だけ食べています。もとも

徹底管理された国内の工場で、
ひとつひとつ手作りしている宅配食。
安全性・衛生面にこだわる工場の製造過程をご紹介します！

工場に足を踏み入れる前に…

K代さん

慣れてきたのか気にならなくなった。今まで

健康応援気配り宅配食
をご利用中

ウェルネスダイニングの

宅配食ができるまで

T男さん

A子さん

工場をのぞき見！

STEP

1

目元以外を覆った格好で髪の毛などの混入を防止し、粘着ローラーとエア
シャワーでちりやホコリを除去しています。手洗いも1分 45 秒と洗浄時間を
ルール化。タイマーで時間をはかりながら、念入りに洗います。

と食べ過ぎないように気を付けていたの
で、ボリューム感も問題なし。毎食をウェ

原材料の仕入れと下処理

ルネスダイニングの宅配食にしている
わけでもないので、飽きも来な

くれている安心感があるので

いと感じています。

続けています。

STEP

2

野菜の泥は菌の塊。安全面に配慮し、泥付きは使っていません。綺麗に洗
われた青果物をはじめ、カットされたもの、加熱されたものを中心に仕入
れています。計量後は素早く冷蔵庫へ。品質を落とさぬよう、冷凍食材は
基本的に低温で解凍します。

Y 子さん
K和さん

S 男さん

栄養バランス料理キット
をご利用中

たんぱく＆塩分調整料理キット
をご利用中

買い物に行かなければいけない回

制限をしている自分と家族では、食

数が減りました。また、食事選

べるものが違うので一人分を区別し

びの時間が減ったので自分の

て調理できる点がよかった。自分で

時間が増えました。

は避けてしまう献立も必然的に

カロリー＆糖質制限料理キット
をご利用中

ンに沿った温度の計り方で、安全性を確保しています。調理器具は洗浄後、
二酸化炭素で消毒。

ですが、食事だけでも難しいことを考
えずに、母にアツアツの食事を食
べさせてあげることが出来て

お料理キッ
トタイプ

管理栄養士によるお食事相談で
あなたの健康をサポート！

ノンオイルドレッシングの方が

3

加熱時に芯温計で食材の温度をチェックして、食中毒を予防。ガイドライ

があると何かと考えることが多く大変

嬉しいです。

普通のドレッシングより

STEP

母の数値が良くなっていました。病気

摂ることができて健康的
だと思う。

加熱する際の決まりごと

体に良い？

温度管理もしっかりと！
STEP

4

菌の繁殖を抑えるため、調理後の食品はすぐに冷却機に。温度がある程度
下がったところで、さらに差圧冷却庫と呼ばれる冷蔵庫で保管します。手
作業で念入りにひとつひとつ温度を調べ、充填作業へ。

盛り付け時の気遣い
腎臓が悪くなって
たんぱく質とカリウムを制限
することに。コツはある？

常駐する管理栄養士に、宅配食についての質問から、

STEP

5

宅配食の盛り付けはスピードが命！汚れや菌を引き継がないよう、手袋は
30 分ごとに交換。異物の混入にも細心の注意を払い、こちらも 30 分おきに
粘着テープを使用し清潔を保っています。

お食事についての悩みまで、お気軽にご相談くださ
い。皆様からのお電話、お待ちしております。
糖尿病で高血圧。

「カロリーオフ」と「ノンカロリー」

品質管理室で菌検査

の違いって？

血糖値を下げるために

STEP

ご飯を我慢しないと
いけないかな？

管理栄養士
常駐！

たんぱく制限をしているけど
お肉が食べたい！

6

充填後の宅配食を金属探知機に回してから、最後に品質管理室で衛生状態
を確認。主に大腸菌群と一般細菌の有無を調べます。一般細菌は国の基準
よりも厳しく、１万個 /g 以下が出荷基準に。さらに日持ち検査や原材料の
検査も実施しています。

どこの部位なら食べられる？
※提携工場の一例です
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