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セントラルキッチン ご契約先事業所
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日清医療食品は、「おいしく食べて元気に！」を
モットーに、医療・福祉施設に特化した
ヘルスケアフードサービス事業を全国展開しています。

私達は創業時の原点にたち還り

•お客様には仕事をさせて頂いている
•仕入先には売って頂いている
•協力企業の方々には仕事をして頂いている
•会社のみなさんには働いて頂いている

という感謝の気持ちと謙虚な姿勢で何事にも接する社風を醸成するとともに、
誰もが思いやりの心を持ち、互いに協力し、
人に誇れる立派な会社に勤めて良かったと思えるグループにする。
以上を礎としてワタキューグループの強固な石垣を構築するため
社是を「心」とする

基本方針

　少子高齢化が加速する現在のわが国において、医療・介護・福祉施設の重要性は増すばかりです。しかしながら、労
働力不足により施設機能維持も課題となっております。

　日清医療食品は、医療・介護・福祉施設を総合的に支えるワタキューグループの一員として、「食」の面でサービスを
提供しています。

　50 年もの長きにわたるノウハウの蓄積と専門性によって、多様化する食のニーズにもお応えし、給食業務を委託され
るお客様の経営効率を向上させるお手伝いをいたします。災害時でも食事提供を可能にする物流網やセントラルキッチ
ンを活用した省力化、各種イベント食、安全安心を支える衛生管理など、さまざまな側面からのサポート体制も万全です。

　「食」で医療・介護・福祉を支え、365 日欠かすことなく食事を提供し続けるという社会的使命を果たし、また、わが
国の医療福祉サービスの質の向上に貢献していきたいと考えております。

　食事のご提供に関することなら、ぜひ日清医療食品にお任せください。

代表取締役社長すべての人に
「食べるよろこび」を。



NISSIN HEALTHCARE FOOD SERVICE3 NISSIN HEALTHCARE FOOD SERVICE 4

「心」のこもった

食事サービスの提供を通して、

お客様の信頼に答えています。

創業より 50 年以上、業界トップのシェアと
全国 5,000 件を超える受託実績により
構築したノウハウで、お客様のニーズにあった
食事の提供に努めています。

保育所Field 3
子ども達の成長にあわせて、離乳食から普通食まで各段階ごとにあ
わせた食事をご提供します。また食文化や郷土への関心をもって貰
えるような食事提供や施設の食育への取り組みにも協力しています。

介護・福祉施設Field 2
栄養バランスのとれた豊富なメニューや嚥下対応の食事などのラ
インナップを揃えて、一人ひとりに食事をする楽しみを感じていた
だきたい。行事食やイベント食も様々ご提案させていただきます。

医療施設Field 1
入院中の患者様には治療効果が高まるお食事を提供して早く回
復していただきたい。栄養管理をサポートするため、施設側の
ご担当者と連携しながら効果的な食事提供を目指しています。
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さらに多彩・安心な食を。
ヘルスケアフードサービスのリーディングカンパニーとして、
日々さまざまな取り組みを推進しています。

ムース食
食べやすいだけでなく、
目でも楽しめるお食事

嚥下咀嚼困難な方にも召し上がっていただける
ムース食。素材の風味や色を目でも楽しんでいた
だけます。
きざみ食やミキサー食とは異なり、見てきれい、
食べて安心、形のある楽しい食事です。

行事食・イベント食
施設でのお食事を、
特別なものに

日々の食事に潤いを。お正月やひなまつり、七夕、
クリスマスなど、特別な日を演出するお食事も充
実しています。季節感のある献立で、召し上がる
方に楽しんでいただく演出も行います。

季節の行事食

プチトマトゼリー

白身魚風ムース

お客様の命をつなぐ食事を確実にお
届けするために。
震災や豪雨など想定外の自体に陥って
も、社員や関連機関、協力会社が連
携して、欠かすことなく食事を提供
してまいります。

災害対応

「安全で安心な食事」それは「食」のプロとして当たり前
のこと。この基本を守るために、自主衛生管理マニュアル
による万全な衛生管理を実施。また衛生管理室スタッフが
全国のご契約先事業所を巡回し、衛生チェック・指導を実
施。安心できる食事づくりのために努力しています。

品質・衛生管理
全国５ヶ所に展開（埼玉、愛知、京都、佐賀）。
セントラルキッチンでは、ご契約先事業所での作業の
効率化や調理コストの低減を目的とした衛生管理の徹底
された省力化商品を製造し、安定的に提供しています。

セントラルキッチン

商品を統括する部署にて商品を厳選・
その安全性を確認し、全国９箇所の
物流倉庫および３９箇所の配送セン
ターを利用し、全国の事業所に毎日、
安全・安心な食材を供給することが
可能な体制を構築しています。また、
独自の仕入・品質基準を設定し、一
層の品質向上を目指しています。

物流体制
食事ニーズの変化に対応できるよう、
独自の教育カリキュラムを展開。
栄養士、調理師のキャリアステップ
をサポート、プロフェッショナルな
人材を育成しています。また調理
スタッフについても、調理研修や調理
マニュアルを活用した教育を実施
しています。

人材育成
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「モバイルプラス」はセントラルキッチンにて調理し、ご契約先事業所へ配送する食事サービスです。
揚げ物、焼き物、煮物、和え物はもちろん、汁物の具や生フルーツも真空包装しセットでお届けします。

「モバイルプラスやわら御膳」は、「噛む」「飲み込む」をサポート
した高齢者にやさしい「刻まない介護食」です。セントラルキッチ
ンで集中調理及び、テクスチャ（硬さ・凝集性・付着性）の計測を行っ
たお食事をお届けすることで、安定した品質の介護食が手間なくご
提供できます。

弱い力でも噛みやすい

料理に料理らしいカタチがある 口の中でまとまり、飲み込みやすい
口に取り込みやすい食材の形状を実現 少ない労働力で均一な質を保てる

やわら御膳のメリット

セントラルキッチン
クックチル方式での調理により、衛生管理の徹
底されたより均一で高品質な食事の提供が可能
となります。

ご契約先事業所
厨房では当社の調理スタッフが再加熱・盛り付け
してご提供します。作業が効率化し、調理コスト
の低減が可能となります。

再加熱

盛り付け

提供

加熱調理

急速冷却

真空保存

ヘルスケアフードの「今」を変える

モバイルプラスとは
病院・福祉施設ともに幅広い喫食者に合わせたクオリティの高いお食事が提供可能です。

モバイルプラス充実のラインナップ

モバイルプラス
の流れ

真空パックに
保存して

セットでお届け

各食種、肉・魚・納豆・麺の禁止食に対応しています。 ※ミキサー食は除く。

やわら御膳

介護食

365 日、朝昼夕各食セットメニュー
春夏秋冬を感じていただけるメニュー構成です。

基本メニュー
お食事を豊かに、楽しんでいただくため、
年 15 回の行事食をご用意しています。

行事食

医療版
治療の一環としての病院向けのお食事。

全粥食
1500Kcal 塩分7.5g 未満

常食
1800Kcal 塩分7.5g 未満

減塩食
1800Kcal 塩分 6g 未満

エネコン食
1600Kcal 塩分 6g 未満

福祉版
やわらかい食材の福祉施設向けのお食事。

全粥食
1300Kcal 塩分7.5g 未満

常食
1500Kcal 塩分7.5g 未満

減塩食
1500Kcal 塩分 6g 未満

エネコン食
1300Kcal 塩分7.5g 未満

ミキサー食
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在宅向けのお食事の冷凍宅配サービスを展開
医療・福祉施設の食事づくりの負担軽減に役立ちます。ニーズにあわせてお選び頂けるメニューをご用意。

厨房スタッフの急なお休みに
当直職員向けの食事提供に
土日祝日はイベント気分でデイサービスのお食事に

厨房改修工事期間の食事提供に
検査などで食事時間に間に合わない場合に

施設での導入事例

ヘリコプターの運用

地震等の被害によって陸路が寸断された場合、陸上
の搬送ルートが使えない状況となります。そのため
ヘリコプター会社と契約し、災害状況、支援物資量
に合わせたヘリコプターによる物資搬送を可能にし
ています。

【ヘリコプター会社】
● ヒラタ学園　● 中日本航空　● 東邦航空

災害時、食料品の確保は重大な課題です。電気・水道・
ガスのすべてのインフラが寸断された場合でも食事
サービスの提供が継続できるように、災害時を見込
んだ献立の準備および食材をご契約先事業所に備蓄
いたします。

備蓄食の準備全国に備蓄倉庫の設置

通信手段の強化

停電時における電源確保の為、蓄電池を本社・支店・営業所・
ＣＫに設置をしております。

電源確保

社員の安否確認と同時に、事業所のインフラ
状況を確認し、迅速な対応を行います。

安否確認システム

本社・支店・営業所・ＣＫの連絡体制を確立
する為、災害時における通信制限を受けない
無線を導入しております。

ＭＣＡ無線

東日本大震災を踏まえたマニュアルを各ご契約先事業所毎に
備えております。
災害対策委員会を定期開催し、マニュアルの見直しを行って
おります。

災害マニュアル

週替わりのメニュー表を見ながら自由に選べます。
メニューは管理栄養士が考案しているため、栄養バラン
スのとれたおいしい食事を楽しめます。

おまかせコース

時間がなく慌ただしい朝食の準備。そんな忙しい時
間帯でも手間なく、あたたかくて、おいしい食事が
提供できます。塩分も 2.0g 以下に抑えております。

朝食メニュー

メニュー例：肉豆腐、
ロールキャベツのトマト煮

和・洋合わせて 15種類

見た目は普通のお食事のまま、歯ぐきで噛めるやわ
らかさを目安に調整しました。塩分も 2.0g 以下に抑
えております。

やわらかい食事コース

メニュー例：チキンカツの卵とじ

見た目は普通のお食事と同じ

沖縄県浦添市

北海道小樽市

岩手県紫波郡

宮城県仙台市

長野県上高井郡

愛知県小牧市

大阪府高槻市

石川県白山市

広島県東広島市

島根県松江市

山口県山口市

福岡県糟屋郡

熊本県上益城郡
鹿児島県鹿児島市

愛媛県新居浜市

埼玉県さいたま市

神奈川県川崎市

千葉県習志野市

非常用品を全国１８倉庫と各ご契約先事業所毎に
備え付けています。
□倉 庫

□事業所

備蓄用水（2ℓ）／ディスポ蓋
付汁椀／カセットコンロ／
カセットボンベ／サラン
ラップ／ガソリン缶／プラ
スチックコップ／先割れス
プーン
懐中電灯／ランタン 設置

食事以外の非常用品の備蓄

非常備蓄倉庫
指定倉庫

ミニマム
クッキング
20食温められる専用機器

1 日（3 食）のカロリー摂取量を約1,200kcal を目安に
したメニューです。

出汁を効かせて、しっかりとした味付けでありながら、
毎食の食塩摂取量を 2.0g 以下に抑えたメニューです。

1日（3食）のたんぱく質摂取量を約40gを目安にした
メニューです。塩分も 2.0g 以下に抑えております。

塩分ケア

カロリーケア1200

たんぱくケア

災害対策 ４つの柱
想定外 0 を目指して



グループ企業各社の専門性を活かし、幅広い事業領域と総合的なコンサルティングで
確かな実績と高い信頼を獲得しています。
日清医療食品は、その中核企業として食の分野を担っています。

ワタキューグループは、「心」を社是に健康・医療・福祉関連の
総合サービスを展開します。

会社設立

資本金

代表者

社員数

事業所

事業内容

主要取引先

本社

関連会社

函館

旭川

帯広

岐阜

静岡

山梨

新潟

北陸

岡山

松江

山ロ

松山

高知

大分

宮崎

鹿児島

1972 年 9 月 25 日

1 億円

代表取締役会長　安道光二
代表取締役社長　菅井正一

50,021 名（2021 年 4 月現在）

本社・支店（16 拠点）・営業所（16 拠点）

給食の受託業務、医療用食品の販売、
給食・弁当の配食業 等

全国各地の病院・医院・介護老人福祉施設・
介護老人保健施設・保育施設等

〒100 - 6420
東京都千代田区丸の内２丁目７番３号
東京ビルディング 20 階
ＴＥＬ．（03）3287 - 3618（人事部直通）

ワタキューセイモア株式会社
綿久リネン株式会社
株式会社フロンティア
株式会社メディカル・プラネット
古久根建設株式会社
一冨士フードサービス株式会社
イフスコヘルスケア株式会社
株式会社高南メディカル
株式会社アイコーメディカル
株式会社アグリック
株式会社のぼる
株式会社現代けんこう出版

北海道支店
〒060 - 0003
北海道札幌市
中央区北３条西４-１-１
日本生命札幌ピル 20 階
ＴＥＬ．011 - 219 - 6200

北東北支店
〒020 - 0022
岩手県盛岡市
大通３-３ -10
七十七日生盛岡ビル９階
ＴＥＬ．019 - 629 - 2360

仙台支店
〒980 - 0811
宮城県仙台市
青葉区一番町１-９-１
仙台トラストタワー 23 階
ＴＥＬ．022 - 221 - 8221

北関東支店
〒330 - 6020
埼玉県さいたま市
中央区新都心 11 - ２
ランド・アクシス・タワー 20 階
ＴＥＬ．048 - 600 - 2615

東関東支店
〒260 - 0028
千葉県千葉市
中央区新町 1000 番地
センシティタワー 20 階
ＴＥＬ．043 - 204 - 2121

東京支店
〒150 - 0013
東京都渋谷区
恵比寿１ - 19 - 19
恵比寿ビジネスタワー 15 階
ＴＥＬ．03 - 3473 - 0711

横浜支店
〒220 - 8127
神奈川県横浜市
西区みなとみらい２-２-１
横浜ランドマークタワー 27 階
ＴＥＬ．045 - 640 - 3177

名古屋支店
〒460 - 0008
愛知県名古屋市
中区栄２-３ -１
名古屋広小路ビルヂング５階
ＴＥＬ．052 - 222 - 7377

中部支店
〒380 - 0921
長野県長野市
栗田源田窪 1000 -１
長栄長野東口ピル７階
ＴＥＬ．026 - 269 - 6700

近畿支店
〒604 - 8171
京都府京都市中京区
烏丸御池下ル虎屋町 566 -１
井門明治安田生命ビル７階
ＴＥＬ．075 - 231 - 5100

関西支店
〒530 - 0017
大阪府大阪市
北区角田町８-１
梅田阪急ビルオフィスタワー 21 階
ＴＥＬ．06 - 6365 - 3301

中国支店
〒730 - 0013
広島県広島市
中区八丁堀３ - 33
広島ビジネスタワー 21 階
ＴＥＬ．082 - 211 - 1230

四国支店
〒760 - 0017
香川県高松市
番町１ - ６ - ６
甲南アセット番町ビル６階
ＴＥＬ．087 - 811 - 7717

福岡支店
〒812 - 0011
福岡県福岡市
博多区博多駅前 4 丁目 14 番 1 号
博多深見パークビルディング 11 階
ＴＥＬ．092 - 402 - 5701

南九州支店
〒860 - 0804
熊本県熊本市
中央区辛島町６-７
いちご熊本ビル４階
ＴＥＬ．096 - 323 - 5111

沖縄支店
〒900 - 0036
沖縄県
那覇市西１- 22 - ２
カテーラビル１階
ＴＥＬ．098 - 864 - 2522

会社概要 支店 営業所

●給食の受託業務 ●医療用食品の販売 
●食事宅配サービス

日清医療食品
●院外調剤薬局事業 ●福祉用具のレンタル・
販売 ●在宅介護のための住宅リフォーム

フロンティア

●医療・福祉系人材派遣・紹介事業

メディカル・プラネット

●総合建設業（建築・土木） 
●医療・福祉施設のコンサルティング

古久根建設

●リネンサプライ 
●ダストコントロール用品のリース・販売

綿久リネン
●病院・福祉施設向けリネンサプライ中心
の総合アウトソーシング

ワタキューセイモア
ワタキューグループ

差し込み 表



500km 2時間30分

300km 1時間30分

100km 0時間30分

100km 0時間30分

300km 1時間30分

500km 2時間30分

100km 0時間30分

300km 1時間30分

500km 2時間30分

5時間55分

5時間20分

4時間15分

※

※

※

北海道小樽市

岩手県紫波郡

沖縄県浦添市

ヘルスケアフード
サービスセンター岩槻

ヘルスケアフード
サービスセンター名古屋

ヘルスケアフード
サービスセンター京都

ヘルスケアフード
ファクトリー亀岡

ヘルスケアフード
サービスセンター九州 本社

宮城県仙台市

長野県上高井郡

愛知県小牧市

大阪府高槻市

石川県白山市

広島県東広島市

島根県松江市

山口県山口市

福岡県糟屋郡

熊本県上益城郡

鹿児島県鹿児島市

愛媛県新居浜市

埼玉県さいたま市

神奈川県川崎市

千葉県習志野市

※1時間の給油時間を含みます。

本社

支店

営業所

指定倉庫

衛生管理室

非常用備蓄品を備えた倉庫
セントラルキッチン

事業所 全国の 18 倉庫・事業所に
非常用品を備蓄しています。

北海道地区
〒060 - 3271
北海道小樽市
銭函５ - 61 - ５
日本アクセス北海道株式会社
石狩チルド物流センター内

東北地区
〒981 - 3206
宮城県仙台市
泉区明通 3 - 26
株式会社ヒューテックノオリン
東北支店第 2 センター内

関東地区
〒339 - 0011
埼玉県さいたま市
岩槻区長宮 1544 - 1
株式会社ヒューテックノオリン
埼玉支店内

甲信越地区
〒382 - 0800
長野県上高井郡高山村
大字高井字十二崖 6100 - 37
株式会社ヒューテックノオリン
中部支店長野営業所内

東海・近畿地区
〒485 - 0084
愛知県小牧市
大字入鹿出新田字村北 90 - 1
株式会社ヒューテックノオリン
中部支店内

沖縄地区
〒903 - 0103
沖縄県中頭郡
西原町小那覇 1322 - 3
株式会社あんしん
西原 FDC 内

近畿・北陸地区
〒569 - 0835
大阪府高槻市
三島江 1 - 7 - 28
名糖運輸株式会社
関西物流センター内

中国・四国地区
〒739 - 2208
広島県東広島市
河内町入野字鶴ノ巣 11876 - 1
株式会社ランテック
広島支店第 2 センター内

九州地区
〒811 - 2502
福岡県糟屋郡
久山町大字山田 2396 - 16
株式会社ランテック
福岡支店内

指定倉庫ヘルスケアフード ファクトリー亀岡
〒621 - 0013　京都府亀岡市大井町並河亀ヶ渕 46

ヘルスケアフードサービスセンター岩槻
〒339 - 0072　埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場 1-3-1

ヘルスケアフードサービスセンター名古屋
〒488 - 0052　愛知県尾張旭市下井町下井 2125

ヘルスケアフードサービスセンター京都
〒621 - 0013　京都府亀岡市大井町並河亀ヶ渕 48

ヘルスケアフードサービスセンター九州
〒842 - 0122　佐賀県神埼市神埼町城原 1511-1

衛生管理室
〒211 - 0016　神奈川県川崎市中原区市ノ坪 264-2

ハーティセンター
〒330 - 6019　埼玉県さいたま市中央区新都心 11-2
　　　　　　  ランド・アクシス・タワー 19 階

差し込み 裏


