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セブン＆アイ・フ－ドシステムズ

デニーズ （ 株式会社ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ・ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑｽﾞ　東京都千代田区二番町8-8 / www.dennys.jp ）は、

2013年8月27日（火）より、中居正広さん主演の 『劇場版 ATARU‐THE FIRST LOVE ＆
THE LAST KILL‐』 とタイアップ、主人公｢チョコザイ｣が、アメリカで好んで飲んでいたスープを
イメージした｢カレースープ｣を販売致します。

デニーズオリジナル｢カレースープ｣販売

【 キャンペーンご紹介 】

１）　｢ATARUオリジナル付箋メモ帳｣ もれなくプレゼント！

｢カレースープグラタン～ATARU ライス＆サラダセット（740円）｣
又は｢カレースープグラタン～ATARU（450円）｣をご注文頂いた
お客様に、チョコザイのイラスト入り「ATARUオリジナル付箋
メモ帳」をもれなくプレゼント。

【 配布期間 】  2013年8月27日(火) ～ 2013年9月30日(月)

※「ATARUオリジナル付箋メモ帳」がなくなり次第終了となります。

×

【 デニーズ×ATARUコラボメニューご紹介 】

アメリカで｢チョコザイ｣が好んでいたカレースープをイメージして作った
｢ATARUのカレースープ｣。
スープボウルの中は、人参、キャベツ、長ねぎ、じゃがいもの野菜に、
押し麦も入った具だくさん。クミン、コリアンダー、レッドペッパー、シナ
モン、ターメリックなどのスパイスの香り高い中に、白醤油、たまり
醤油、昆布やかつおのダシを用いた〝和〟の要素も盛り込んだ
スープです。

ATARUのカレースープ 　250円

ATARUのスパイス感のあるカレースープに、デニーズ人気の
石窯パンとチーズを浮かべ、オーブンで焼き上げたグラタン風の
スープ。
チーズの香ばしさがある石窯パンは、熱々のスープに浸しながら
お召し上がりください。ボリュームあるスープですので、メインの
１品としてもお楽しみ頂けるよう、ライス・サラダのセット（+290円）

をご用意しました。

カレースープグラタン～ATARU 　450円

【左】
ATARUオリジナル付箋メモ帳
【右：メニュー】
カレースープグラタン～ATARU
ライス＆サラダセット 740円

- 豪華3本立てキャンペーン同時開催 -

『劇場版 ATARU』 とのコラボメニュー！

｢ATARUオリジナル付箋メモ帳｣をもれなくプレゼント、デニーズ×ATARUオリジナルグッズが
抽選で当たる応募キャンペーン、また、モバイルサイト｢デニモバクラブ｣会員限定の
『劇場版 ATARU』にちなんだレアグッズが当たるキャンペーンを開催致します。
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・ ＰＣ・スマートフォンより、 デニーズ公式ＨＰ（www.dennys.jp)から専用サイトへ
・ 携帯より、レシート下部にあるＱＲコードから専用サイトへ

デニーズモバイルサイト｢デニモバクラブ｣会員限定で、
チョコザイ愛用のショルダーバッグ※（同型タイプ）や、
チョコザイの好物「Speedy社のケチャップ＆ハニー
マスタード容器」など、他では入手困難な超レアアイテムが、
抽選で当たります。
詳細は、
 【 リニューアルしたモバイルサイト「デニモバクラブ」会員限定
　　　　　「デニーズ×ATARU」キャンペーン応募受付開始」　】
リリースをご参照ください。

２）　オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

３）　デニモバクラブ会員限定！
　　　『劇場版ATARU』　超レア アイテムをプレゼント！！

｢カレースープグラタン～ATARU（セットを含む）｣又は、｢ATARUのカレースープ｣を含み、1,000円以上
お召し上がり頂いたお客様にご参加頂ける応募キャンペーンを実施。
デニーズオリジナルデザインのグッズが、抽選で 計700名様 に当たります。

・デニーズオリジナル 特製タオル

・デニーズオリジナル ホットドッグ型USBメモリ

・デニーズオリジナル
　　　　　　　　　カレースープグラタンストラップ

・デニーズオリジナル ケチャップ型修正テープ

100名様

200名様

200名様

200名様

【 ＡＲイメージ 】

※プレゼントの内容は実際の賞品とは異なる場合がございます。※プレゼント画像はイメージです。

【応募方法 】
　会計時にレシートを受け取り、下記2つのいずれかの方法により、レシートに記載されている
　日付・店番号・レシート番号・欲しいグッズ№などを入力送信して頂きます。

【応募期間 】
　2013年8月27日（火)～2013年9月30日（月）
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以上

 セブンネットショッピング内 「おうちデニーズ」 で ｢ATARUのカレースープ｣が買える！

セブンネットショッピング内こだわり専門店｢おうちデニーズ｣
（http://www.7netshopping.jp/spc/shop/dennys）で、
ATARUのカレースープがお買い求め頂けます。

 　 〒131-0041　東京都墨田区八広一丁目25番12号　　http://www.7andi-fs.co.jp
　　　　　　　　　    ＴＥＬ．03‐5655-6506  ＦＡＸ．03-5655-6709

■■　 デニーズホームページ　　http://www.dennys.jp　 ■■

2013年9月14日公開
www.ataru-eiga.com
©2013劇場版「ATARU」製作委員会

【左】 ATARUのカレースープ　3,300円

　　　　　*送料700円 （数量限定）
　　　　　セット内容　：　 カレースープ　120ｇ（1人前）×20袋

【右】 カレースープグラタン～ATARU　2,900円

　　　　　*送料700円 （数量限定）
　　　　　セット内容　：　 カレースープ　120ｇ（1人前）×16袋、石窯パン　4個×1袋　　※チーズは入っておりません

※両商品ともクール冷凍便でのお届けとなります。

【販売期間 】 　2013年8月27日（火)～2013年9月30日（月）

検 索デニーズ

※表記の価格は全て税込価格でございます。
※佐野ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ店では、メニューの取り扱いがございません。

期間中に、セブンネットショッピング内こだわり専門店｢おうちデニーズ｣で
｢ATARUのカレースープ｣又は、｢カレースープグラタン～ATARU｣をご購入
されたお客様を対象に、世界に1つだけの本人様お名前刺繍入り
特製タオルが抽選で10名様に当たります。
（写真） デニーズオリジナル 特製タオル
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2013 年 8 月 27 日 

他では入手困難な、超レアグッズが当たる！ 

リニューアルしたモバイルサイト「デニモバクラブ」会員限定 

「デニーズ×ATARU」キャンペーン 応募受付開始！ 
   

  デニーズ（http://www.dennys.jp）などのレストラン事業を展開する株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ（本社：東

京都千代田区二番町 8-8）は、デニーズのモバイルサイト「デニモバクラブ」の大幅リニューアルを記念し、「デニモバクラ

ブ」会員に向け、2013 年 9 月 14 日（土）に公開される「劇場版 ATARU -THE FIRST LOVE & THE LAST KILL‐」とのコラ

ボキャンペーン「デニーズ×ATARU」キャンペーンを開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

  「デニーズ×ATARU」キャンペーンは、2013 年 8 月 27 日（火）～9 月 30 日（月）までの間、専用アプリ「デニモバ AR」を

ダウンロード（※1）のうえ、対象となる AR マーカーにスマートフォンをかざし、画面上に浮かび上がってくるしゃぼん玉に

タッチして現れるキーワードを入力頂くだけで、中居正広さん扮する“チョコザイ”が愛用しているショルダーバッグをはじ

め、劇場版「ATARU」の超レアアイテムが当たる期間限定のキャンペーンです。 
       （※1・・・携帯電話[フィーチャーフォン]の方は、QR コードからのご応募となります。） 
  セブン＆アイ・フードシステムズは、当キャンペーンを通じてより多くのお客様にデニーズを、もっと便利に、楽しく、お

得にご利用頂けることを目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規登録会員は今だけおトク！「デニモバクラブ」大幅リニューアルを記念したプレゼント企画を実施！ 
  デニーズのお得な情報はもちろん、会員のお客様限定の楽しいサービスを提供するモバイルサイト「デニモバクラブ」

の大幅リニューアルに伴い、対象期間となる 2013 年 10 月 31 日（木）までの間、新規で会員登録（※2）を頂いたお客様

全員にもれなくデニーズ 200 円 OFF クーポンや、抽選で毎日 20 名様に、デニーズお食事券 3,000 円分をプレゼントする

期間限定企画も実施します。さらに、誕生月には通常のメニューに掲載していないスペシャルバースデーデザートをプレ

ゼントいたします。             （※2・・・一度退会され、再度登録された場合は、新規登録の対象外となります。） 

 

デニモバアプリ「デニーズ」の配信も同時スタート！ 

  また、スマートフォンに対応した、お得なクーポンや、店舗検索などを掲載した会員制無料アプリ「デニー

ズ」の配信も開始いたしました。クーポン・新メニューなどの最新情報のほか、新しく楽しい企画を用意して参

ります。デニモバアプリ「デニーズ」は｢App Store｣ ｢Google Play｣ からダウンロード可能です。 

 

 

セブン＆アイ・フ－ドシステムズ 

他では入手困難な超レアアイテムは全4 種類！ （各アイテムの写真はイメージです） 

チョコザイ愛用のショルダーバッグ 
スピーディー社のトマトケチャップ

＆マスタード容器 

1名様 3名様 2名様

沢の目覚まし時計

１名様

グランドプリズン 
カレースープ容器 

（*同型・色違いのタイプになります）  (*中身は入っておりません) 



 
【「デニーズ×ATARU」キャンペーン 概要】 

■キ ャ ン ペ ーン 名 ： 「デニーズ×ATARU」キャンペーン 

■応 募 期 間 ： 2013 年 8 月 27 日（火）～2013 年 9 月 30 日（月） 

■応 募 方 法 ：  ① デニーズのモバイルサイト「デニモバ」に会員登録（無料）のうえ、キャンペーン専用アプリ 

         「デニモバ AR」をダウンロード（※3）し、起動する 

                        >>> デニモバ会員登録はこちらから  URL：http://www.denimoba.jp/lp/016/ 

     ② 右下のカレースープグラタンの写真（AR マーカー）にスマートフォンをかざす 

    ③ 漂いはじめるしゃぼん玉にタッチ（※4）すると、キーワードが出現 

    ④ 専用サイトに行き、同キーワードと必要項目を入力すると応募が完了します。 

      （※3）・・・携帯電話（フィーチャーフォン）の方は、QR コードからのご応募となります。 

      （※4）・・・携帯電話（フィーチャーフォン）の方は、この機能はございません。 

■賞 品 ： チョコザイ愛用のショルダーバッグ（1 名様）*同型・色違いのタイプになります 

     スピーディー社のトマトケチャップ＆マスタード容器（3 名様）*中身は入っておりません 

     グランドプリズンカレースープ容器（2 名様） 

     沢の目覚まし時計（1 名様） 

■発 表： 賞品の発送を以って発表 

■専用アプリ「デニモバ AR」ダウンロード URL： 

    （iPhone） https://itunes.apple.com/us/app/denimobaar/id689971059?l=ja&ls=1&mt=8 

    （Android） https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.dennys.denimobaar 

   ※専用アプリ「デニモバ AR」も｢App Store｣ ｢Google Play｣ からダウンロード可能です。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【「劇場版 ATARU -THE FIRST LOVE ＆THE LAST KILL‐」】 

 2012 年 4 月に TBS 系列で放送された連続ドラマ「ATARU」。サヴァン症候群

に起因する特殊な能力を持った主人公アタルが迷宮入りしかけた難事件を

次々に解決していくという斬新なストーリー話題を呼び、2013 年 9 月 14 日(土)

スクリーンに登場。アタルと同じ天才的な能力を持ち、過去に深い関わりのあ

る謎の女性・マドカを堀北真希さんが演じます。「ATARU」を巡る新たな物語、

史上最高のミステリーエンターテインメントが、この秋ついにベールを脱ぐ！ 

【監督】木村ひさし 

【脚本】櫻井武晴 

【出演】中居正広 他 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【関連 URL】 

■デニーズ ホームページ 

http://www.dennys.jp 

■デニモバクラブとは？ 

http://www.dennys.jp/dny/denimoba 

 

 

＜本リリースのお問合せ先＞ 

株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ PR・SP 

〒131-0041 東京都墨田区八広一丁目 25 番 12 号  http://www.7andi-fs.co.jp 

TEL：03‐5655-6506  FAX: 03-5655-6709  

<<対象となる AR マーカー>> 

<<ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ専用ｱﾌﾟﾘ>> 


