
 

2019年 7月 16日 

報道関係各位 

静鉄プロパティマネジメント株式会社 

はごろもフーズ株式会社 

 

 
 

 

 

「新静岡セノバ」[所在地：静岡市葵区鷹匠／運営：静鉄プロパティマネジメント株式会社/代表取締

役：川井敏行]は、新静岡セノバ館内におきまして、はごろもフーズ株式会社[所在地：静岡市／代表取

締役社長：池田憲一]と“『シーチキン食堂』スペシャルコラボ キャンペーン”を開催します。 

食卓の定番である「シーチキン」は、静岡県・はごろもフーズで誕生して 60 年以上の歴史のある商品です。

子供の頃から身近な食材として、様々な想い出とともに親しみを持っていただいている方も多いのではないでし

ょうか。 

そんな「シーチキン」誕生の地・静岡で、CM でおなじみの『シーチキン食堂』と新静岡セノバがスペシャルコ

ラボし、静岡の街に「おいしい！うれしい！たのしい！」をお届けします。 

スペシャルコラボ キャンペーン期間中には、新静岡セノバの飲食・食物販店舗にて、『シーチキン食堂』限

定コラボメニューを販売のほか、シーチキン詰め合わせ 120 個が当たるプレゼントキャンペーンやご家庭でお

すすめの『シーチキン食堂』レシピを再現した実演調理を実施。新静岡セノバ館内の『シーチキン食堂』の装飾

展開にも注目です。 

お客様を「おいしい！うれしい！たのしい！」でお迎え致します。 

 

記 

 

◆期  間  2019年 7月 22日(月)～8月 21日(水) 

◆内  容 ( 1 ) 『シーチキン食堂』限定コラボメニュー販売 

【対象店舗】 新静岡セノバ 飲食・食物販店舗 ： 20店舗 
［B1］ロティサリーアンドゥ／季の香 田子の月／サナ プラス／惣菜屋はなまる／广匠 花城／どん

ぶりや／アジアンダイニング サイゴン／しずてつストア 

［1F］ヴィノスやまざき 

［2F］メゾン・ド・ヴェール 

［3F］チャーハン達人／パスタ屋一丁目／ラーメン専門店にしかわ 

［5F］アタリ カフェ＆ダイニング／五穀／三宝庵／西安健菜キッチン／沼津港 かねはち／ピッツ

ェリアドォーロ ローマ／ビュッフェレストラン ぶどうの丘 

( 2 ) プレゼントキャンペーン 

新静岡セノバ対象店舗※にて、コラボメニュー・対象商品お買い上げで、応募券をプレ

ゼント。シーチキン詰め合わせ 120個をはじめ、はごろもフーズのギフトなど豪華賞品が

総勢 80名様に当たります。 
※（1）『シーチキン食堂』限定コラボメニュー販売店舗 

 

 

シーチキン食堂 × 新静岡セノバ 

本日開店！『シーチキン食堂』がセノバにやってきた！ 

飲食・食物販店舗に、『シーチキン食堂』限定コラボメニュー登場！ 



( 3 ) 『シーチキン食堂』レシピを再現した実演調理 

トゥーワントゥーキッチンストア[B1]による、『シーチキン食堂』のレシピを再現した実演調

理を実施。 

■ 日時  ：8月 11日(日)・18日(日) 各日 11:00～17:00 

■ 場所  ：新静岡セノバ B1 しずてつストア横 特設会場 

■ メニュー：8月 11日(日) 「サラダシーチキンのしそ香るホットサンド」, 

「スティック野菜とシーチキンディップ」 

8月 18日(日) 「人参しりしりシーチキン」, 

「スティック野菜とシーチキンディップ」 

( 4 ) はごろもフーズ商品 特別販売コーナー 

しずてつストア[B1]にて、はごろもフーズの商品を販売する特設販売コーナーを展開。 

■ 場所  ：新静岡セノバ B1 しずてつストア 内 

 

( 5 ) 館内『シーチキン食堂』 装飾展開 

新静岡セノバ館内にて、スペシャルコラボキャンペーン期間中、『シーチキン食堂』特

別装飾を展開。 

■ 場所  ：新静岡セノバ 館内各所 

 

 

 

※シーチキン、シーチキン食堂は、はごろもフーズ株式会社の登録商標です。 

 

以上 

 

本件に関するお問い合わせ先 

【スペシャルコラボ キャンペーン に関するお問い合わせ先】 

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 

 

【はごろもフーズ商品 に関するお問い合わせ先】 

◇報道関係の皆様 

はごろもフーズ株式会社  

   企画部 

   ■TEL：054-288-5208 ■FAX：054-288-5217 

 

◇お客様      

はごろもフーズ株式会社 

   お客様相談室 

■TEL：0120-123620 

受付時間：9：00～17：00（土・日・祝日を除く） 



はごろもフーズ“シーチキン食堂”とセノバグルメがコラボレーション
各店シェフが趣向を凝らしたメニューをどうぞお召し上がりください！

先着で
シーチ

キン食
堂

オリジナ
ルクリア

ファイル

プレゼン
ト！（数量

限定）
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ポークジンジャー弁当 
with シーチキンのプッタネスカ ¥880+税

ロティサリーアンドゥ［B1］
ポークジンジャーとシーチキンを使った
プッタネスカの夏のお弁当です。

シーチキン大福 
¥138+税

季の香 田子の月［B1］
シーチキンと大豆を使い、ほんのり
スパイスを効かせた全く新しい大福です。

グリルパプリカ＆アジアン春雨
シーチキンサラダ ¥362+税

アジアンダイニング サイゴン［B1］
丸ごとグリルしたパプリカに
相性抜群の春雨サラダを合わせました。

シーチキンとシャキッとコーンをたっぷりのせて
焼き上げたもちもち食感のナポリピザです。

しずてつストア［B1］

シーチキンとコーンのピザ
(10インチ）¥680+税

スパニッシュ風オムレツ～シーチキンあんかけ～
(100ｇ）¥175+税

惣菜屋 はなまる［B1］
シーチキンとふんわりたまごの
ハーモニー。

どんぶりや［B1］
シーチキンと炒り玉子の
可愛くて美味しい軍艦です。

シーチキンサラダ 
¥250+税

广匠 花城［B1］
シーチキンとキャベツ＆たまねぎの
コラボレーションサラダです。

シフォンのシーチキンサンド
¥400+税

サナ プラス［B1］
プレーンシフォンにシーチキンと野菜を
サンドした新感覚のサンドイッチです。

シーチキン軍艦 
¥550+税

対象店舗にて、
コラボメニュー・
対象商品ご購入で
応募券プレゼント！！

※対象店舗は裏面に記載しております。
※詳細はHPをご確認下さい。

特賞：シーチキン詰め合わせ 120個・・・5名様
A賞：プレミアムギフト 鮪三昧・・・・・・・15名様
B賞：シーチキン号 ミニカー・・・・・・・・・30名様
C賞：新静岡セノバお買物券500円分・・・・・30名様

EVENT

総勢80
名様に

当たる！

7.22mon 8.21wed
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シーチキンスモーブロー 
¥556+税

ヴィノスやまざき［1F］
デンマーク風オープンサンドウィッチ、
ワインのおつまみにもピッタリです。

シーチキンとフレッシュ野菜のニース風タルティーヌ
¥630+税

メゾン ・ ド ・ ヴェール［2F］
カリッとトーストしたカンパーニュに
シーチキンと季節の野菜をトッピングしました。
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シーチキンと完熟トマトの天津チャーハン
¥750+税

チャーハン達人［3F］
完熟トマトの甘みと
シーチキンの旨み！夏の逸品です。

シーチキンイタリアントマトスパゲティ
¥750+税

パスタ屋一丁目［3F］
シーチキンと完熟トマト、
バジルの香りがベストマッチ！

シーチキンと特製チーズディップのライ麦サンド
（フライドポテト、スープ付）
¥880+税

アタリ カフェ＆ダイニング［5F］
爽やかなライ麦の風味と、
歯応えのある食感が美味しいです。

シーチキン釜飯定食（シーチキンサラダ・ちくわシーチキン天ぷら）
¥1,380+税

五穀［5F］
人気のシーチキンを釜飯に！
是非ご賞味ください！

シーチキンサラダそば
¥980+税

三宝庵［5F］
シーチキンとシーザーサラダの組み合わせで
バランスのとれた美味しい一品です。

シーチキンとトマトの真っ赤な冷し麺
セット ¥1,343+税　　　　単品 ¥1,112+税
（エビギョーザ・イカギョーザ・スープ付）

トマトの旨みがギュギュっと詰まった
健菜オリジナルトマト麺です。

西安健菜キッチン［5F］

シーチキンと玉蜀黍野菜のかき揚げ冷製梅風味うどん
¥1,480+税

とうもろこし

とうもろこしとシーチキンをかき揚げにした
夏にぴったりな料理です。

沼津港 かねはち［5F］

シーチキンまぜそば
¥760+税

ラーメン専門店にしかわ［3F］
玉ねぎスライスの
シャキシャキ感がアクセント！

シーチキンとバジルマヨネーズピッツァ
¥1,180+税

バジルの清涼感とマヨネーズのコクで
シーチキンの美味しさを引き立てます。

ピッツェリアドォーロ ローマ［5F］
新鮮なお野菜とシーチキンを
ふんだんに使ったグラタンです。

ビュッフェレストラン ぶどうの丘［5F］

シーチキンと夏野菜のグラタン（ビュッフェ料金に含む）
大人 ランチ（平日）￥1,800+税 （土日祝）￥2,200+税

ディナー（平日）￥2,200+税 （土日祝）￥2,500+税

［B1］アジアンダイニング サイゴン／サナ プラス／しずてつストア／惣菜屋 はなまる／广匠 花城／季の香 田子の月／どんぶりや／ロティサリーアンドゥ
［1F］ヴィノスやまざき ［2F］メゾン・ド・ヴェール ［3F］チャーハン達人／パスタ屋一丁目／ラーメン専門店にしかわ ［5F］アタリ カフェ＆ダイニング／五穀／三宝庵／西安健菜キッチン／
沼津港 かねはち／ピッツェリアドォーロ ローマ／ビュッフェレストラン ぶどうの丘

7.22mon 8.21wed

※1日限定10食
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