
 

 

 

 

 

 

                   

 

  

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市、社長：

画の一環として、

を行います

 

１．コンセプト・

「シーチキン

今回、シーチキン誕生

両「シーチキン号」

お楽しみいただける各種コンテンツの提供および

本活動

に、ブランド訴求・

 

２．スケジュール（※現時点の予定です）

・６月１６日（土）：恵比寿ガーデンプレイス

・７月６日（金）、

・７月～８月頃：テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り

・９月８日（土）

・・・ほか、

 ※上記は変更になる場合があります。

クックパッド内のタイアップページでお知らせします。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「シーチキン号

※シーチキン号

シーチキンの原材料のまぐろの一種「びんながまぐろ」がモチーフです

                   

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市、社長：

画の一環として、イベント車両「シーチキン号」

を行います。 

コンセプト・概要

シーチキン」は

今回、シーチキン誕生

「シーチキン号」

お楽しみいただける各種コンテンツの提供および

本活動を通じ、今まで以上に身近にシーチキン

ブランド訴求・SNS

スケジュール（※現時点の予定です）

６月１６日（土）：恵比寿ガーデンプレイス

７月６日（金）、７月２９日（日）：東京ドーム

・７月～８月頃：テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り

・９月８日（土）、９月９日（日）：風とロック芋煮会音楽フェス（福島県）

・・・ほか、各地の様々なイベント会場

※上記は変更になる場合があります。

クックパッド内のタイアップページでお知らせします。

シーチキンの魅力が詰まったイベント車両

「シーチキン号

シーチキン号 

ーチキンの原材料のまぐろの一種「びんながまぐろ」がモチーフです

                   

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市、社長：

イベント車両「シーチキン号」

概要 

は 1958 年に商標登録し、

今回、シーチキン誕生 60 周年企画の一環として

「シーチキン号」を製作し、各地の催事場やスポーツ施設

お楽しみいただける各種コンテンツの提供および

今まで以上に身近にシーチキン

SNS への話題提供

スケジュール（※現時点の予定です）

６月１６日（土）：恵比寿ガーデンプレイス

７月２９日（日）：東京ドーム

・７月～８月頃：テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り

９月９日（日）：風とロック芋煮会音楽フェス（福島県）

の様々なイベント会場

※上記は変更になる場合があります。

クックパッド内のタイアップページでお知らせします。

「シーチキン

シーチキンの魅力が詰まったイベント車両

「シーチキン号

ーチキンの原材料のまぐろの一種「びんながまぐろ」がモチーフです

  

                   

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市、社長：

イベント車両「シーチキン号」

年に商標登録し、おかげ

周年企画の一環として

各地の催事場やスポーツ施設

お楽しみいただける各種コンテンツの提供および

今まで以上に身近にシーチキン

への話題提供等を行い、更なるファン

スケジュール（※現時点の予定です）

６月１６日（土）：恵比寿ガーデンプレイス

７月２９日（日）：東京ドーム

・７月～８月頃：テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り

９月９日（日）：風とロック芋煮会音楽フェス（福島県）

の様々なイベント会場に登場

※上記は変更になる場合があります。

クックパッド内のタイアップページでお知らせします。

「シーチキン

シーチキンの魅力が詰まったイベント車両

「シーチキン号」が各地

ーチキンの原材料のまぐろの一種「びんながまぐろ」がモチーフです
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はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市、社長：

イベント車両「シーチキン号」を製作し、

おかげ様で誕生

周年企画の一環として、シーチキンの魅力がたくさん詰まったイベント車

各地の催事場やスポーツ施設

お楽しみいただける各種コンテンツの提供およびシーチキンの

今まで以上に身近にシーチキンにふれあ

を行い、更なるファン

スケジュール（※現時点の予定です） 

６月１６日（土）：恵比寿ガーデンプレイス 

７月２９日（日）：東京ドーム（２２番ゲート前）

・７月～８月頃：テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭り 

９月９日（日）：風とロック芋煮会音楽フェス（福島県）

登場する予定

※上記は変更になる場合があります。スケジュールは随時、当社ホームページ内特設サイトや、

クックパッド内のタイアップページでお知らせします。

「シーチキン」誕生

シーチキンの魅力が詰まったイベント車両

」が各地

※展開イメージ

ーチキンの原材料のまぐろの一種「びんながまぐろ」がモチーフです

 

はごろもフーズ株式会社（本社：静岡県静岡市、社長：池田憲一）は、

製作し、様々なイベント会場

誕生 60 周年を迎えることができま

、シーチキンの魅力がたくさん詰まったイベント車

各地の催事場やスポーツ施設など、

シーチキンの PR

ふれあって頂き

を行い、更なるファンの獲得を目指します。

（２２番ゲート前） 

９月９日（日）：風とロック芋煮会音楽フェス（福島県）

予定です！ 

スケジュールは随時、当社ホームページ内特設サイトや、

クックパッド内のタイアップページでお知らせします。 

」誕生 60 周年企画

シーチキンの魅力が詰まったイベント車両

が各地に登場

展開イメージ 

ーチキンの原材料のまぐろの一種「びんながまぐろ」がモチーフです 

 

）は、「シーチキン

様々なイベント会場でシーチキンの

周年を迎えることができま

、シーチキンの魅力がたくさん詰まったイベント車

、様々なイベント会場

PR 活動を行います

って頂き、特にファミリーのお客様を中心

獲得を目指します。

９月９日（日）：風とロック芋煮会音楽フェス（福島県） 

スケジュールは随時、当社ホームページ内特設サイトや、

周年企画 

シーチキンの魅力が詰まったイベント車両

登場します！

 平成３０年６

シーチキン」誕生

シーチキンの

周年を迎えることができました

、シーチキンの魅力がたくさん詰まったイベント車

様々なイベント会場にて

活動を行います。 

、特にファミリーのお客様を中心

獲得を目指します。 

スケジュールは随時、当社ホームページ内特設サイトや、

 

シーチキンの魅力が詰まったイベント車両 

します！

（次頁に続く）

※

   

       

３０年６月８日 

誕生 60 周年企

シーチキンの PR 活動

した。 

、シーチキンの魅力がたくさん詰まったイベント車

にて、皆様に

、特にファミリーのお客様を中心

スケジュールは随時、当社ホームページ内特設サイトや、

 

します！ 

（次頁に続く）

※内装イメージ 

   海中散歩の様な

        雰囲気が楽しめます

    

（次頁に続く） 

 

海中散歩の様な 

が楽しめます 



オ
リ
ジ
ナ
ル
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
！ 

 

 

 

３．コンテンツ内容

くじ（税込

・A

・B

・C

※上記

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特設サイト

シーチキン号の情報やスケジュール

https://www.hagoromofoods.co.jp/seachicken60Go_Begin/

https://cookpad.com/ct/162717

 

※「シーチキン

※クックパッド（

開始した、日本最大の料理レシピ投稿・検索サービスです。

現在の投稿レシピ数は

 

 

報道関係の皆様：はごろもフーズ㈱

お客様    

・AR
オリジナルパッケージ

・ひまわり油、
シーチキン

イベント限定パッケージと連動
した
その場でプリント

撮影写真は

撮
影
し
た
写
真
が 

オ
リ
ジ
ナ
ル
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
！ 

コンテンツ内容

くじ（税込 100 円）を引いて頂くことで、以下コンテンツのい

A 賞：イベント限定パッケージのシーチキンプレゼント＋

B 賞：缶詰ガチャガチャ

C 賞：まぐろ風船プレゼント

上記内容は一例です。また、会場により内容は

特設サイト URL】

シーチキン号の情報やスケジュール

https://www.hagoromofoods.co.jp/seachicken60Go_Begin/

https://cookpad.com/ct/162717

シーチキン」は、はごろもフーズの登録商標です。

クックパッド（https://cookpad.com

開始した、日本最大の料理レシピ投稿・検索サービスです。

現在の投稿レシピ数は

報道関係の皆様：はごろもフーズ㈱

    ：はごろもフーズ㈱

イベント限定パッケージの
シーチキン

AR 撮影した写真を印刷した
オリジナルパッケージ

・ひまわり油、オリーブオイルを使用した
シーチキン 2 個パック

AR 撮影
イベント限定パッケージと連動
した AR 撮影。撮影した写真を
その場でプリントしパッケージ化

影写真は QR コードでその場でプレゼント

コンテンツ内容 

円）を引いて頂くことで、以下コンテンツのい

賞：イベント限定パッケージのシーチキンプレゼント＋

賞：缶詰ガチャガチャ 

賞：まぐろ風船プレゼント

内容は一例です。また、会場により内容は

】 

シーチキン号の情報やスケジュール

https://www.hagoromofoods.co.jp/seachicken60Go_Begin/

https://cookpad.com/ct/162717

は、はごろもフーズの登録商標です。

https://cookpad.com

開始した、日本最大の料理レシピ投稿・検索サービスです。

現在の投稿レシピ数は 280 万品を超え、国内では月間約

報道関係の皆様：はごろもフーズ㈱

：はごろもフーズ㈱

https://www.hagoromofoods.co.jp/

イベント限定パッケージの
シーチキンプレゼント

した写真を印刷した 
オリジナルパッケージ 

オリーブオイルを使用した
個パック 

撮影 

イベント限定パッケージと連動 
撮影。撮影した写真を 

しパッケージ化 

コードでその場でプレゼント 

円）を引いて頂くことで、以下コンテンツのい

賞：イベント限定パッケージのシーチキンプレゼント＋

賞：まぐろ風船プレゼント 

内容は一例です。また、会場により内容は

シーチキン号の情報やスケジュールを随時更新しています。

https://www.hagoromofoods.co.jp/seachicken60Go_Begin/

https://cookpad.com/ct/162717（クックパッド内タイアップページ

は、はごろもフーズの登録商標です。

https://cookpad.com ）は、“毎日の料理を楽しみにする”というミッションのもと

開始した、日本最大の料理レシピ投稿・検索サービスです。

万品を超え、国内では月間約

【本件のお問合せ先】

報道関係の皆様：はごろもフーズ㈱ 経営企画室

：はごろもフーズ㈱ お客様相談室

https://www.hagoromofoods.co.jp/

イベント限定パッケージの 
プレゼント 

 

オリーブオイルを使用した 

・シーチキンの歴史

・クックパッドと制作した
 
・シーチキンの

 
 

 

缶詰やイベントグッズ
ガチャガチャ

缶詰
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円）を引いて頂くことで、以下コンテンツのい

賞：イベント限定パッケージのシーチキンプレゼント＋

内容は一例です。また、会場により内容は異なります。

随時更新しています。

https://www.hagoromofoods.co.jp/seachicken60Go_Begin/

（クックパッド内タイアップページ

は、はごろもフーズの登録商標です。 

）は、“毎日の料理を楽しみにする”というミッションのもと

開始した、日本最大の料理レシピ投稿・検索サービスです。

万品を超え、国内では月間約

【本件のお問合せ先】

経営企画室  TEL 054

お客様相談室 TEL 0120

https://www.hagoromofoods.co.jp/
 

・シーチキンの歴史
楽しめるクイズ

・クックパッドと制作した
 料理動画放映
・シーチキンの

シーチキンクイズ
料理動画

 

やイベントグッズなどが当たる
ガチャを展開 

缶詰ガチャガチャ

 

円）を引いて頂くことで、以下コンテンツのいずれか

賞：イベント限定パッケージのシーチキンプレゼント＋AR 撮影＋クイズや映像の視聴

異なります。 

※その他、色々なコンテンツが盛りだくさん！

随時更新しています。 

https://www.hagoromofoods.co.jp/seachicken60Go_Begin/（当社ホームページ内特設サイト）

（クックパッド内タイアップページ

）は、“毎日の料理を楽しみにする”というミッションのもと

開始した、日本最大の料理レシピ投稿・検索サービスです。 

万品を超え、国内では月間約 5,500 万人に利用されて

【本件のお問合せ先】 

TEL 054-288-5208

TEL 0120-123620

https://www.hagoromofoods.co.jp/

・シーチキンの歴史などが 
楽しめるクイズ 

・クックパッドと制作した 
料理動画放映 

・シーチキンの CM 放映 

シーチキンクイズ 

料理動画、CM 放映

などが当たる 
 

ガチャ 

ずれかをお楽しみいただけます。

撮影＋クイズや映像の視聴

 

※その他、色々なコンテンツが盛りだくさん！

（当社ホームページ内特設サイト）

） 

）は、“毎日の料理を楽しみにする”というミッションのもと

万人に利用されて

08 担当 田中

123620（受付時間平日

https://www.hagoromofoods.co.jp/ 

 

 

 

放映 

 まぐろをデザイン
かわいい

まぐろ風船プレゼント

をお楽しみいただけます。

撮影＋クイズや映像の視聴

※その他、色々なコンテンツが盛りだくさん！

（当社ホームページ内特設サイト）

）は、“毎日の料理を楽しみにする”というミッションのもと 1998

万人に利用されています。 

田中 

（受付時間平日 9:00～17:00

 

デザインした 
かわいい風船をプレゼント

まぐろ風船プレゼント

をお楽しみいただけます。 

撮影＋クイズや映像の視聴 

※その他、色々なコンテンツが盛りだくさん！ 

（当社ホームページ内特設サイト） 

1998 年 3 月に

 

 17:00） 

風船をプレゼント 

まぐろ風船プレゼント 

    

 

 

 


