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静鉄プロパティマネジメント株式会社（本社：静岡市葵区鷹匠、代表取締役社長：小坂 征広）が運営

管理する「新静岡セノバ」（所在：静岡市葵区鷹匠、以下 セノバ）は、2021 年 6 月 24 日（木）にリニ

ューアルオープンいたします。 

開業 10 周年を迎える本年のリニューアルは、2017 年から 2018 年にかけて行った開業後初の大型リ

ニューアルに続く大規模リニューアルです。前篇・後篇の 2 期にわたり食ゾーンのリニューアルを実施

し、前篇は 2021 年 6 月 24(木)、後篇は同年 9 月下旬のオープンを予定しております。 

前回のリニューアルでは、ファッション・ファッション雑貨、雑貨店舗を中心にリニューアルを行い

ましたが、今回のリニューアルでは『Re:Fresh(リ：フレッシュ)』をコンセプトに、B1 フード パーテ

ィー(食物販)・3F セノバキッチン(フードコート)の食ゾーンを大きくリニューアルいたします。コンセ

プトには、原点回帰の意味を込めた「Re:」と、いきいきとした賑わい・憩いの場を新たに創出する意味

を込めた「Refresh」のふたつの想いを込めました。 

リニューアル前篇では、B1 フード パーティー(食物販)11 店舗、3F セノバキッチン(フードコート)4

店舗の全 15 店舗がオープン。全国の人気店、静岡で活躍する地元の人気店が集結し、ランチやディナ

ーはもちろん、毎日の食卓を彩るテイクアウトグルメも充実します。 

開業 10 周年を迎えるセノバから、ワンランク上の“楽しい”“おいしい”をお届けします。 

記 

 

 

■リニューアル日時   2021 年 6 月 24 日（木） リニューアル店舗 12:00 オープン 

(その他店舗 通常営業) 

 【プレス内覧会】10:00~12:00 ※要事前申込み(6 月上旬ご案内予定) 

■リニューアルフロア   B1 フード パーティー(食物販)・3F セノバキッチン(フードコート) 

■リニューアル店舗   B1 フード パーティー(食物販) ：11 店舗  

3F セノバキッチン(フードコート) ： ４店舗 

合計：15 店舗 (※移転・改装含む) 

［新 規 出 店］11 店舗（うち 県内初出店：5 店舗、新業態：4 店舗） 

［移転・改装］ ４店舗 

 

■特設Webページ   https://www.cenova.jp/2021renewal/ （新静岡セノバ 公式ホームページ内） 

※4 月 14 日(水)13：00 更新 

新静岡セノバ 

リニューアルオープン前篇！ 

2021 年 6 月 24 日(木) リニューアルオープン 
B1 フード パーティー(食物販)・3F セノバキッチン(フードコート)に 

全 15 店舗のオープン決定！！！ 

 

リニューアルオープン前篇 概要 
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■B1 フード パーティー(食物販)  [県内初出店] 2 店舗 [新業態]4 店舗 全 11 店舗(移転・改装含)  

全国の人気店から、地元静岡で活躍する人気店まで食の専門店が充実！ 

テイクアウトはもちろん、新設のイートインスペースでその場でグルメを堪能できます。 

セノバセレクトの静岡の“イイモノ”が詰まった期間限定ショップ 

『CENOVA SELECT ~ガンバロウ シズオカ！プロジェクト~』もオープン。 
  

「RF1」がプロデュースする惣菜のセレクトショップ『グリーン・グルメ』や県内初出店となる焼き

鳥の『焼き鳥 串くら 京都・御池』などの全国の人気店のほか、手作りチーズが大人気の『うしづまチ

ーズ工場』、こだわりのハムやソーセージを取り揃えた『GKB 御殿場高原ビール』、中華専門店「祥瑞

(しょうずい)」の新業態・テイクアウト専門『祥瑞 デリカテッセン』など、静岡県内の人気店も充実

します。 

『广匠 花城』『とんかつ新宿さぼてん』『魔法のケーキ屋さん ぷるみえ～る』は、装いを新たにリフ

レッシュオープン。 

また、期間限定ショップ『CENOVA SELECT ~ガンバロウ シズオカ！プロジェクト~』がオープン。静岡県を

拠点としている様々な店舗が期間限定で登場します。静岡の“イイモノ”を発信する発信基地へ。知る人

ぞ知る地元の銘品、静岡県産にこだわった商品、アクセスしにくい人気店の商品など、セノバセレクト

の“イイモノ”に出会えるここにしかない期間限定ショップです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

うしづまチーズ工場  [チーズ・スイーツ(洋菓子)] 
 

「できたてのフレッシュチーズをもっと身近に」そんな思いを込めてひとつひとつ 

丁寧に手作業で製造しています。国産チーズ・静岡県のチーズ(乳製品)も取り揃えてお

ります。 

 

 

 

 

   

 

 

 

GKB 御殿場高原ビール [惣菜(ハム・ソーセージ・肉総菜)] 
 

地ビールレストラン「御殿場高原ビール」より、富士山の伏流水で造った地ビールと

富士山麓で丹精込めて作ったこだわりのハムやソーセージをお届けいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

創作海鮮 かねはち  [惣菜(寿司・海鮮丼)] 
 

沼津魚市場仲介人直営の鮨、海鮮丼、巻物、魚惣菜がテイクアウトできるお店です。仲

介人が目利きした新鮮な海の幸をたっぷりと使用した海鮮グルメをお楽しみくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

祥瑞 デリカテッセン  [惣菜(中華惣菜)] 
 

静岡で中華専門料理にこだわって 10 年。その「祥瑞(しょうずい)」の味を楽しめるデ

リカショップがオープンです。新メニューも加え、ますます多彩で美味しい中華をご

笑味ください。 

 

 

 

グリーン・グルメ [惣菜(和・洋・アジアン惣菜)] 
 

色とりどりのサラダが人気の「RF1」がプロデュースす

る惣菜のセレクトショップです。和・洋・アジアの枠

を超えた、野菜いっぱいの SOZAI を提案します。 

 广匠 花城      [惣菜(肉惣菜)] 
 

創業 80 年、ご家族の日々の食卓を彩る多種多様な手作

り惣菜を取り揃えた老舗です。看板商品の「吊るし焼

豚」「ジャンボ焼売」を是非一度ご賞味ください。 

 

 

 

天使の杏仁[フルーツサンド・スイーツ(洋菓子)・カフェ] 
 

人気のフルーツサンド店が初の実店舗をオープン！名

古屋等に 7 店舗ある想吃担担面の人気スイーツ正式杏

仁豆腐で作った「杏仁味の奇跡のフルーツサンド」。 

 とんかつ新宿さぼてん [惣菜(とんかつ)] 
 

創業 50 年のとんかつ専門店。匠の技で仕上げ、健康に

配慮した揚げ物を中心にお弁当、かつサンド、季節の

商品などを取り揃えております。 

 

 

 

魔法のケーキ屋さん ぷるみえ～る[スイーツ(洋菓子)] 
 

半熟プリンで有名なケーキ屋さん。シェフの魔法で素

材にこだわりをもって作りあげたぷるみえ～るにしか

ないスイーツの味を是非ご賞味ください。 

 焼き鳥 串くら 京都・御池 [惣菜(焼鳥)] 
 

串焼きやお惣菜は京料理のエッセンスを用いて、新鮮

な食材をより美味しく仕上げています。特性だれで焼

上げたの焼き鳥や季節の串焼きをお楽しみください。 

 

 

 

ららデリ     [惣菜(和・洋惣菜)] 
 

＃食卓を楽しもう 毎日の暮らしの中で食を中心とし

た心地よい時間を提供できる“あったらいいな”をカタ

チにしたお手軽に召し上がれる一品をラインナップ。 

  

店舗ラインナップ 
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新業態 

 
新業態 

 
新業態 

※改装 

※移転 

※改装 

新業態 

県内初 

県内初 



■3F セノバキッチン(フードコート)  [県内初出店] 3 店舗 全４店舗(移転・改装含) 

手軽で気取らないランチ・ディナーが楽しめるカジュアルさはそのままに、 

大人もついつい立ち寄りたくなる、ボーダレスで心地よいフードコートへ。 

静岡ではここでしか味わえない味をお気軽にお楽しみください。 

 

知る人ぞ知る東京都・葛西に本店を構えるラーメンの人気店『支那そば ちばき屋』が静岡県初出店。

料理人「千葉 憲二」が作り上げた絶妙な支那そばが、ついに静岡で食べられます。  

韓国料理専門店『韓美膳(ハンビジェ)』、讃岐うどんの『つるさく』は県内初出店。『築地銀だこ』は

装いを新たにリフレッシュオープンします。 

テーブル・椅子もリニューアルするので、お気に入りのお食事はもちろんお気に入りの一席が見つか

るはず。 

 

 

 

 

 

 

会社帰りに今日一日がんばった自分への「ご褒美惣菜」をお買い求めいただけるフード パーティー

(食物販)へ。そして、「フードコートがいい」と選んでいただけるセノバキッチン(フードコート)へ。リ

ニューアルする食ゾーンは、そんな気持ちになれるワンランクアップした空間へと生まれ変わります。 

 

■ B1 フード パーティー(食物販) 
リニューアルオープン前篇では、B1フード パーティーの中心ゾーンの中島区画が全面リニューアル。

都会的で洗練された空間で、デイリーのお買い物を楽しんでいただけます。見通しも良く買い回りしや

すい食物販ゾーンとなります。 

また、中央にはイートインスペースが新設され、テイクアウトだけでなくその場でお買い求めいただ

いた商品を召し上がっていただけます。 

忙しいあなたを応援し、あなたの毎日に “食”の魅力を発信します。 

 

 

■ 3F セノバキッチン(フードコート) 
北欧を思わせる明るく親しみやすいデザインを基調とした、居心地の良い空間にリニューアル。カジ

ュアル感の中にも洗練された雰囲気のある、大人でも気軽に利用しやすいフードコートに進化します。

ハイチェアスペースも新設され、1 人席も充実。お一人でのご利用もよりスマートに快適になります。 

 早く手軽なだけでなく、お食事や休憩のひとときを充実させるお手伝いをさせていただけるフードコ

ートです。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

支那そば ちばき屋  [ラーメン] 
 

東京・葛西で 1992 年創業の老舗。和食歴 20 年の技で作る一杯、繊細ながらもどこか

懐かしい味わい。今では定番の半熟煮玉子もはじまりは「ちばき屋」店主・千葉 憲二

創案によるもの。 

 

 

 

 

   

 

 

 

ハンビジェ [韓国料理] 
 

心も体も美しくなる韓国料理店「韓美膳(ハンビジェ)」。ヘルシーな韓国料理をバラエ

ティー豊かに提供いたします。たくさんの笑顔が見たい！これが韓美膳の「想い」で

す。 

 

 

 

築地銀だこ       [たこ焼] 
 

激選素材を使用して、皮はパリッと、中はトロッと、

たこはプリッと焼き上げた「ぜったいうまい！！」た

こ焼きです。美味しく召し上がれますように。 

 つるさく       [讃岐うどん] 
 

コシの強い生麺を秘伝のだしでご賞味ください。本場

讃岐のセルフ方式を採用し、お好みの食材やサイドメ

ニューを選んで「自分流のうどん」が楽しめます。 

リニューアルゾーンのポイント 

 

 
県内初 

県内初 ※移転 
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県内初 



 

※情報は変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

 

以上 

 

本リリースは、静岡県政記者クラブ、静岡市政記者室、静岡経済記者クラブへ投げ込みしております。 

 

★リリース内容・取材等のお問い合わせ先★ 
静鉄プロパティマネジメント株式会社 セノバ事業部 販売促進課 

■TEL： 054-266-7019  ■FAX： 054-254-9199 
＜内覧会のお申込み＞ ※要事前申込み（6 月上旬ご案内予定） 

****************************************************************************** 
★紙面や番組などでご紹介いただく際の一般のお客様からのお問い合わせ先★ 

総合インフォメーション ■TEL: 054-266-7500 ■e-mail: service@cenova.jp 
（各店舗へお繋ぎできませんので予めご了承ください。） 

 

新静岡セノバは、新型コロナウイルス感染拡大の抑止に取り組みながら、営業しております。 

ご来店のお客様にも、予防対策へのご協力をお願い申し上げます。 

 
 

■リニューアルオープン 前篇 [6/24(木)] オープン店舗 

B1 フード パーティー(食物販)   ：11 店舗  

3F セノバキッチン(フードコート) ： ４店舗     合計：15 店舗 (※移転・改装含む) 

［新 規 出 店］11 店舗（うち 県内初出店：5 店舗、新業態：4 店舗）［移転・改装］ ４店舗 

フロア 店舗名 業種 新店 移転 改装 県内初 新業態 
オープン

日 

B1 うしづまチーズ工場 チーズ・スイーツ(洋菓子) ●     

6/24(木) 

グリーン・グルメ 惣菜(和・洋・アジアン惣菜) ●     

GKB 御殿場高原ビール 惣菜(ハム・ソーセージ・肉惣菜) ●    ● 

祥瑞 デリカテッセン 惣菜(中華惣菜) ●    ● 

創作海鮮 かねはち 惣菜(寿司・海鮮丼) ●    ● 

广匠 花城 惣菜(肉総菜)   ●   

天使の杏仁 フルーツサンド・スイーツ(洋菓子)・カフェ ●   ●  

とんかつ新宿さぼてん 惣菜(とんかつ)   ●   

魔法のケーキ屋さん ぷるみえ～る スイーツ(洋菓子)  ●    

焼き鳥 串くら 京都・御池 惣菜(焼鳥) ●   ●  

ららデリ 惣菜(和・洋惣菜) ●    ● 

3F 支那そば ちばき屋 ラーメン ●   ●  

築地銀だこ たこ焼  ●    

つるさく 讃岐うどん ●   ●  

ハンビジェ 韓国料理 ●   ●  

 

■その他 オープン店舗 

※リニューアルオープン 前篇 [6/24(木)]とは別日にオープン・オープン予定の店舗 

フロア 店舗名 業種 新店 移転 改装 県内初 新業態 
オープン

日 

B1 御菓子庵 田子の月 スイーツ(和菓子)  ●    4/3(土) 

ミスタードーナツ スイーツ(ドーナツ)・カフェ  ●    3/31(水) 

2F アールエヌエーエヌ リソースコンプレックス レディスファッション ●     3/12(金) 

ファンケル コスメ・サプリメント ●     4/9(金) 

きものやまと 着物 ●     4/29(木) 

5F ビューティー＆リラクゼーション タイセイカンプラス 整体・リラクゼーション ●     3/30(火) 

出店店舗一覧 
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