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デニーズ６ブロックWEB組合員集会デニーズ６ブロックWEB組合員集会オリジナルレシピ「ガパオオムライス」オリジナルレシピ「ガパオオムライス」 第5回支部役員会議第5回支部役員会議

新入組合員オリエンテーション新入組合員オリエンテーションセブンーイレブンそごう千葉店セブンーイレブンそごう千葉店

労働組合Webサイトも
要チェックです！

明るく元気に変
革を成功させよ

う！！



　昨年からのコロナにおいて、大変厳しい状況の中でも元気にがんばっている
支部、お店を紹介します。今回は、様々な取り組みを明るく、前向きにチャレ
ンジしているデニーズ山梨支部の取り組みについて紹介します。

～さまざまなチャレンジ～
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「やまなしグリーン・ゾーン認証」
とは？
　山梨県が主導で山梨県全体の安心・信

頼を提供することをテーマに、感染症に

強い事業環境づくりを強力に後押しし、

利用者の安心・信頼を獲得するための認

証制度として実施しています。

　県が設定した基準をクリアしていれば

認証が得られ、時短や酒類提供自粛をせ

ずに、営業ができる制度となっており、

店舗の入り口などに貼られた緑色のス

テッカーが認証の目印となっています。

　求められる感染対策の基準は55項目も

あります。飲食店の場合、全席に目を覆

う高さ以上のアクリル板などのパーテー

ション設置か、１メートル以上のテーブ

ル間隔の確保や換気の頻度などが、事細

かに決められています。

　認証取得後も、お客様から「店員がマ

スクから鼻を出していた」「大声で騒ぐ客

を注意しない」といった評価報告が県に

入る仕組みになっており、お客様・従業

員の双方で感染拡大を防ぐための緊張感

を持てる仕組みとなっています。

2021年4月より認証制度の
追加措置

　2021年4月には変異株によるクラ

スター（感染者集団）が認証店で発生

し、山梨県は追加措置をとりました。

　内容としては、

①  来店したお客様に対して氏名と連

絡先等を記入もしくは、QRコー

ドより入店管理

② 滞在時間を90分に変更

③  十字パーテーション等の設置（6

名掛けはキ字に

なるように）

④  二酸化炭素

測定器を設

置し、室温の

二酸化炭素

濃度を確認

⑤  空気清浄機の設置 

　　 　　　など

甲府昭和通り店 店長

片岡さん

ーー現在、追加措置の更

新手続きのために取り

組んでいる内容を教えてください。

　8月末の県職員による立ち合いに向け

て、取り組みを進めています。

　空気清浄器や、二酸化炭素測定器など

は、会社の協力もあり問題なく設置がで

きました。山梨県はコロナに対する対策

が飲食店以外でもとても進んでおり、お

客様の意識がとても高いと思います。そ

ういったお客様の要望に応えるために

も、テーブルコンディメントの瓶での提

供や（中身は使い捨て）、ドリンクバー

コーナーでのグラスカバーなどを実施し

ています。

　8月末の追加認証の立ち合いも、問題がな

くクリアーして、お客様・従業員共に安心

できる環境を継続していきます！

ニーズ甲府中央店、デニーズ甲府北店、デ

ニーズ甲府東店）で販売しています。

　山梨はとても地元の食材を使ったメ

ニューに関心がある地域です。毎年フ

ルーツ系のデザートは全社でも上位の販

売実績があり、地産地消の観点からも積

極的に販売をしています。限定数量の販

売のため、お客様から「販売をしています

か？」と多くのお問い合わせもあります。

お客様がご来店する「きっかけ」となって

いるメニューなので、今後も山梨県と連

携していろいろなメニューが販売できれ

ばと思っています。触感はエリンギに近

くコリコリとしており、とても美味しい

です。

労働組合と会社で森づくり！
　山梨県より山林の一部を借り受け、そ

の土地で植樹活動や間伐体験、木育活動

等レクリエーションを計画しています。

FSC認証紙ストローを使用！
　山梨県内で生産された日本初の国産紙

ストローを山梨県内のデニーズで使用し

ています。

山梨夏っ子きのことベーコンの
カルボナーラ～黒あわび茸の販売！

甲府中央兼甲府北店 店長

五味さん

　山梨県が生産拡大を

進めている「山梨夏っ子

きのこ」を用いたメニューを店舗限定（デ

　デニーズ山梨地区では、従業員と一緒に

どうやってお客様におうちデニーズの価

値を伝えるかを考えて取り組んでいます。

デニーズ甲府東店 店長　

真鍋さん

　全店店頭に冷凍ショー

ケースを設置しています

（冷蔵ショーケース設置に関しては甲府

中央、甲府北のみ）。

　パウチに関しては、会社のレシピもあ

りますが、地区の従業員にオリジナルレ

シピを考えてもらっています。自分たち

で考えたレシピを店頭での訴求やポス

ティング用のチラシに使用することに

よって、従業員も関心を持って取り組ん

でくれています。

　また、一度レイアウトを作ったら終わ

りではなく、修正をかけていくことで取

り組みを新鮮な気持ちで続けることがで

きています。

　お客様の反応としては、ディスプレイ

を設置することで、関心を持っていただ

け当日だけではなく、後日「おうちデニー

ズ」だけを買いに来るお客様もいらっ

しゃいます。

　自分たちで考え、行動してお客様に興

味を持ってもらえることはやりがいにと

ても繋がっています！

「やまなしグリーン・ゾーン認証」へのチャレンジ

山梨県と『森林及び環境の保全等に関する連携協定書』
を締結しました

※FSC
Forest Stewardship CouncilⓇ

［森林管理協議会］
　責任ある森林管理を
世界に普及させること
を目的に設立された国
際的な非営利団体。

十字型のパーテーショングラスカバーを設置

検温と消毒のセット

二酸化炭素測定器

「おうちデニーズ」のチャレンジ

山梨県の職員と視察山梨夏っ子きのこ

従業員によるオリジナルメニュー

下は冷凍ショーケース

Interview

Interview

Interview

ありがとう
ございます！



新入
社員
の

店舗
に

デニーズ
浅草雷門店

梶 佑太さ
ん

デニーズ
南阿佐谷店

小野 春花さ
ん

デニーズ
武蔵小杉店

平地 智弘さ
ん

社員食堂
アリオ橋本店

川澄 祐樹さ
ん

社員食堂
アリオ西新井店

宮原 明日美さ
ん

デニーズ
築地店

大村 祐実梨さ
ん

デニーズ
浜松町店

竹林 希璃さ
ん

デニーズ
南青山店

藤原 和希さ
ん

デニーズ
中村橋店

小山 菜摘さ
ん

デニーズ
上北台店

澤田 佳歩さ
ん

デニーズ
エミオ田無店

大山 さくらさ
ん

デニーズ
国分寺駅前店

久保田 舜さ
ん

デニーズ
西浦和店

本宮 裕太さ
ん

デニーズ
上野谷中店

金子 雄輝さ
ん

デニーズ
南砂店

鈴木 祐作さ
ん

デニーズ
奥戸店

鈴木 彩夏さ
ん

　教育店舗で店長や一緒に働く仲間から多くのこと

を学んでいる2021年度の新入社員を紹介するよ！毎

日働く仲間から様々な刺激を受け、頑張っている姿を

ご覧ください！

「2021年度
新入社員紹介」

の巻

 日　程  2021年7月１日（木）
 場　所  東京グリーンパレス会議室
 参加者  新入組合員16名、組合役員
 内　容  ・組合代表挨拶
　　　・組合員オリエンテーション
　　　  労働組合とは？
　　　・ゆたかな明日を築く会入会説明
　　　・賃金セミナー
　　　・社長の小松さんとの座談会

　例年、会社の辞令式に合わせて実施をしていまし

たが、新型コロナウイルス感染症への感染リスク回

避のため、今回は日程をずらして開催しました。

❶食べ歩き。❷サラダの5分

以内提供に挑戦したい！❸一

生懸命前向きに毎日頑張り、今

以上にお店を明るくします！

❶サッカー・ラグビー。❷全

国を周ってみたい！❸斉藤店

長のような誰からも一目置か

れる存在になります。

❶食べ歩き、

音 楽 鑑 賞。

❷ドイツ語

を勉強した

い！❸まだ

まだできないことも多いです

が、笑顔と元気は誰にも負け

ないです！お客様のことを

常に考え、喜んでいただける

サービスの提供を目指して頑

張っています！

❶スノーボード。❷ゴルフに

挑戦したい！❸笑顔がたくさ

ん生まれる環境を作れるよう

に努めます！

❶アニメを見ることです！

❷キッチンリーダーの早期

取得を目指したい！❸初心

を忘れずに、日々の業務から

一生懸命頑張ります！

❶趣味：食

べること、

特技：水泳。

❷調理師免

許の取得に

挑 戦した

い！❸フードシステムズの一

員として、お客様、働く仲間に

喜んでもらえるように、常に

感謝の気持ちを持ち、最高の

料理を提供します！

❶ランニング·読書。❷任され

た仕事をしっかり実行しでき

ることの幅を少しずつ広げ、

頼られる社員、そして早期に

キッチンリーダーを目指した

い！❸同じことで注意を受け

ないように

し、自分ので

きない部分を

改善して行き

たいです。

❶趣味：野球（観戦もプレーす

るほうも）、特技：スキー、ス

ノーボード。❷日本一周！❸

できることは全力で、できない

ことはできるように、常に向上

心を持ち続けていきたいです。

❶食べ歩き。❷商品開

発部でメニュー開発を

すること。"デニーズと

いえばこれ"という商

品を開発し続けて新しい時代の先駆者

になることに挑戦したい！❸新しい風

を吹かせます。日々の業務で感じる"な

ぜ？どうして？"の意識を大切に、常に

考え行動し、新入社員だからこそできる

事を多く見つけて風通しの良い職場づ

くりの一助となるよう努力します。

❶ダンス・歌うこと。❷健康

的な食事制限を心がけたい！

❸お客様に、笑顔や幸せな気

持ちになっていただけるよう

努めることはもちろん、働く

仲間同士の雰囲気もより明

るくなるよう、デ

ニーズエミオ田無

店に私からプラス

オーラを発信して

いきたいです！

❶ゴルフ・野

球観戦など。

❷●ミッショ

ン、ビジョン

に沿ったお店

づくり●従業員さんの働きやす

い職場づくり、以上の2つに挑戦

していきたいと思います。❸一

日でも早く戦力になって、お店

で働く仲間や会社に貢献できる

ように頑張っていきたいです。

❶フェス、ライブに行くこ

と。❷ゴルフに挑戦したい！

❸早く一人前になって周り

から憧れられる存在になり

たいです！

❶趣味：ドライブ、特技：水泳。

❷デザートを完璧に作れるよ

うになりたい！❸毎日、前向

きに、かつ全力で業務に取り

組みます！

❶読書。❷デ

ザートを作る

ことを頑張り

たいです！❸

これからも、

お客様の笑顔

を想 像して、

一皿一皿丁寧に調理したいと

思います。そして1年以内に

キッチンリーダー取得を目指

します！

❶趣味：国内旅行、特技：空手。

❷衛生管理に興味があるので

QC室で勤務してみたい。❸店

舗の即戦力

となれるよ

う努力しま

す！一緒に頑張って
いきましょう！

一緒に頑張って

いきましょう！

一緒に頑張って

いきましょう！

一緒に頑張って

いきましょう！

一緒に頑張って

いきましょう！

❶趣味：アニメを見ること、特

技：チアリーディング。❷広

告や宣伝に興味があるので色

彩感覚をもっと身につけたい

です。❸まだまだできないこ

とばかりですが一つひとつ一

生懸命取り組

みます！よろ

しくお願いし

ます！

新入組合員オリエンテーション

❶趣味・特技はなんですか？
❷これから挑戦したいことはなんですか。
❸仕事に対する意気込みを教えてください。
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頑張ります！



組合活動
ミエル君の

Let’sEnjoyLLLLL t jjjjj yyyLet’sEnjoy組合組合組合組合組合組合組合組合組合組合活動動動動動組合yyyyyyyy組合活動
　このコーナーでは、労働組合の活動
をご紹介します。会議やレクリエーショ
ンなど、その活動内容は様々。皆さんの
参加を募っているものもあるので、機
会があったらぜひご参加ください！

WEB組合員集会WEB組合員集会
　今回はコロナの感染拡大予防の観点から、初のリモートで

組合員集会を実施しました。

オンライン科学実験教室オンライン科学実験教室
　夏休みに家族で参加できる企画として、オン

ライン科学実験教室を開催しました。

日　時  8月3日（火）13:30～15:30
参加人数  24名

第5回第5回
支部役員会議支部役員会議
　7月13日（火）13:00～

17:30にリモートで第5回

支部役員会議（ホスト会場

二番町本部）を実施しまし

た。今回参加した役員数

は88名。報告、確認事項

以外に「今後、そして将来

の会社と組合活動につい

て」議論しました。

　５ブロック135名の方が参加をしてくださいました！

　ご参加ありがとうございました。今回はテストをかね

て5ブロックで開催しました。次回は秋に開催を予定し

ていますので、ぜひご参加ください。

日　程 ブロック名 参加人数
5月20日（木） デニーズ11ブロック 43名
6月21日（月） デニーズ５ブロック 43名
6月21日（月） デニーズ９ブロック 14名
6月22日（火） セブン－イレブンブロック 10名
6月28日（月） デニーズ6ブロック 25名

事前に組み立てキットと
教材を郵送

わからない部分はその場で
質問しながら作成

オンラインで講師が実演

すごーい！！

みんな
一生懸命作っ
てるね！！

夏休みの
想い出になった

かな？
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みえる君の

トレンド！
気になる

みえる君の

トレンド！
気になる

みえる君の

トレンド！
気になるトレンド！

始めてみよう、SDGｓ！
　最近よく耳にするSDGｓ。現在は小学校でも教えて

くれるところが増えています。しかし、言葉として理解をしていて

も、難しく考えて取り組めていない人も多いのでは？　今回は上部

団体であるUAゼンセンで開催されたSDGｓセミナーの様子と、講座

を受けて取り組んでいるデニーズ半田店の取り組みを紹介します。

そもそもSDGsとは？
　SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可

能な開発目標）」の略称です。2015年9月の国連サミットで

採択されたもので、国連加盟193か国が2016年から2030年

の15年間で達成するために掲げた目標です。

上部団体（UAゼンセン）主催の
SDGsセミナーへの参加
　2021年7月2日（金）に上部団体であるUAゼンセン主催の働

く仲間交流会でSDGsセミナーが開催されました。７FS労働

組合からは7名が参加し、講師の三井恒雄様からSDGsのボー

ドゲームを使用したセミナーをリモートで受講しました。

　今回のセミナーに参加をした猪口さんが、さっそくお店で

SDGsの取り組みを始めました。

　以前よりSDGsに関心があ

り、今回のセミナーに参加しま

した。実際にセミナーを受講

し、お店で「つくる責任、つか

う責任」を果たす取り組みがし

たいと思い、従業員と話し合い、DMの由良さんから許可を

いただき、コーヒーかすの「リユース」と牛乳パックの「リサ

イクル」に取り組んでいます。

　コーヒーかすの配布は想像以

上にお客様からの反響が大きく、

従業員も“喜んでいただけた”“お

客様との会話が増えた”と喜んで

います。私たちがお店でできるこ

とは地球規模で見たら、とても小

さなことかもしれません。しかし

輪が広がり一人ひとりが意識を

持ち、行動を変えることによって

大きな変化に繋がると思います。

デニーズ半田店での取り組み

講師の三井様オンライン上でカードゲーム

トイレに設置したコーヒーかす 自由にお持ち帰りできるコーヒーかす

Interview
デニーズ半田店

店長の猪口さんに話を
聞きました

牛乳パックの取り組みポスター

お客様に
とても喜んで
いただけて
ます

すでに70パック
以上もお持ち帰り
いただいています！
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相談内容の秘密は厳守します。
匿名でも可能ですので、
お気軽にご相談ください！

携帯からも受け付けますが、メールでの返信をご希望の方でドメイン指定されている方は、解除、もしくは7ir-7fs.comを設定してから送信してください。

・相談内容 仕事のこと、生活のこと、お金のことなどなんでも
・対象者 7FSで働く方ならどなたでも7FS労働組合相談窓口

7fskumiai@7ir-7fs.comメール
0120-459-394電 話

H　P http://www.7ir-7fs.com/

●電話の受付時間
　月～金　9時～18時

●メール・HP受付時間
　24時間

かわい たかのり参議院議員と

田村 まみ参議院議員の活動紹介

　私たちの代表、かわい たかのり参議院議員と田村 まみ参

議院議員の直近の活動を紹介するよ！

　　　　　

●  2021UAゼンセン重点課題を厚生労働省へ提出

●  緊急事態宣言等に伴う飲食店等へ

の支援を求め菅総理大臣へ要請

●厚生労働委員会にて、

　① コロナワクチン接種後のマスク

着用について

　② カスタマーハラスメン

ト対策推進について

　③ ワクチン職域接種に

ついて　　　　   など

　私たちの声を国政の場に届けてくれる、かわい たかのり
参議院議員、田村 まみ参議院議員を応援しよう！

ままミ

エ
ルく
んの

田村 まみ参議院議員（左）とかわい たかのり参議院議員（右）

栄養バランスを考えた食事を意識しよう！

まだまだ暑い日が続いています。暑い日が続くことに

よって食欲が減少し、栄養バランスが崩れることも多

いと思います。今回は栄養バランスを考えた食事を摂るこ

との重要性を管理栄養士の井浦 沙織さん（IY本部社員食堂

勤務）に教えてもらうよ！

栄養バランスを考えた食事の
必要性について

　毎日の食事で最も重要なことは、栄養的にバランスがと

れているかどうかです。まず、メインの食材を選択する際

に、疲労回復に効果的な豚肉、アンチエイジングに効果的な

卵は、残暑が厳しいこの時期に適しています。そして、野菜

を積極的に摂りましょう。普段の食事にもう1品加えたい、

疲労回復効果のあるお酢を使ったピクルスをご紹介します。

たくさん作って、好みのスパイスやハーブを足して味に変化

をもたせると、最後まで美味しくいただけますよ。もっと簡

単に、市販の調味酢を使用しても良いです。食生活を改善す

ることは、健康の維持・増進に繋がります。日々の食事を少

し意識して、バランスの良い食事を摂りましょう！

● 彩り野菜のピクルス
　  （写真右下）

　 酢 ………… 100ml
　 水 ………… 100ml
　 砂糖 ………大さじ2
　 塩 …………小さじ1
　 ローリエ ………1枚

１． 鍋に水、砂糖、塩を入
れ火にかける。

２． 砂糖が溶けたら火を
止め、酢とローリエ
を加え、粗熱をとる。

３． 切った野菜を漬ける。

し う！

美味しそう！

管理栄養士 井浦さん

農林水産省へ外食産業再興にむけ
ての意見交換




