2021 年４月吉日
一般社団法人 日本シンガポール協会

会員の皆様へ
会

長

渡邊

彰

会員証発行のお知らせと特典サービスのご案内
拝啓
皆様におかれましては時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は当協
会活動にご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今般、今年度の当協会会員証を発行しましたのでお届け致します。法人会員の皆
様には複数枚を同封しています。
会員証のご提示により、特典サービスをご提供いただけるレストランの店舗やゴルフ場
のサービス内容は次のとおりです。
（１）「Singapore Seafood Republic」
（シンガポール・シーフード・リパブリック）様
➡全店舗（日本のみ）・10％引き
（２）「シンガポール海南鶏飯」様（かいなんけいはん・Hainan Chi-Fan）様
➡全店舗（日本のみ）・10％引き（平日ランチを除く）
（３）「稲田屋」
（いなたや）様
➡全店舗（石神井公園店を除く）・（夜のみ）盛合せ一品サービス
（４）「Malay Asian Cuisine」 （マレー アジアン クイジーン）グループ 様
➡全店舗（日本のみ）・10％引き（ランチを除く、キャッシュ払いのみ）
（５）「威南記海南鶏飯」
（ウィーナムキーハイナンチキンライス）様
➡全店舗（日本のみ）・10％引き（ランチを除く）
（６）「芦の湖カントリークラブ」
（あしのこ

かんとりーくらぶ）様

➡優待プレー料金： １ラウンド・セルフプレー料金

会員証提示でサービスを得られるレストラン・店舗が近隣にない地域や海外ご在住の
会員の皆様にはご不便をおかけしますが、ご出張やご旅行の際などにご利用ください。
なお、ご利用いただけるレストラン・特典サービスなどの最新情報は、協会ホームペー
ジにてご高覧ください。臨時休業や貸切利用、テイクアウト内容などは各店舗にご照会く
ださい。
当協会といたしましては、将来に向けてご利用いただけるレストラン・特典サービスな
どを拡充するよう努める所存です。
本企画にご賛同いただきサービスのご提供を賜りましたレストランの店舗やゴルフ場に
感謝申し上げますと共に、会員の皆様の頻繁なご利用をお願い申し上げます。
敬具

レストラン・店舗名

１

Singapore Seafood Republic

営業時間
http://singaporeseafood.jp/

＊ビルの休館日は休業となります

(1)

東京店

(2)

銀座店 〒104-0061 東京都中央区銀座 2-2-14
マロニエゲート銀座１ 11F 【無休】

(3)

大丸梅田店 〒530-0001 大阪市北区梅田 3-1-1
大丸梅田店 14F
【無休】

２

〒105-0022 東京都港区海岸 1-10-30
アトレ竹芝 タワー棟 3F
【無休】

11:00－22:00
＊時間によって注文できる
メニューが異なります
【Lunch 平日】11:00－14:00
【Lunch 土日祝】11:00－
15:00
【Dinner】17:00-23:00
【Lunch】11:00－15:30
【Tea Time】15:00-16:30
【Dinner】16:30-23:00

03-6381- 5296
03-5524-7615

06-6347-1160

シンガポール海南鶏飯（Singapore Hainan Chi-Fan）http://www.hainanchifan.com/

(1)

＊当面の間、下記の通り短縮営業となります
水道橋本店 〒101-0061 東京都千代田区三崎町
2-1-1 ２F 【定休日：年末年始】

(2)

汐留シティセンター店 〒105-0021 東京都港区

(3)

Tel.

東新橋 1-5-2 汐留シティセンターB1F
【無休】
赤坂 Biz タワー店 〒107-0052 東京都港区赤坂
5-3-1 赤坂 Biz タワーB1F

【Lunch】11:00－15:00
【Dinner】17:00-20:00
【土日祝】11:00-22:00

03-3264-7218

【Lunch】11:00－16:00
【Dinner】17:00-20:00

03-5537-5799

【Lunch】11:00－16:00
【Dinner】17:00-20:00

03-6802-5512

【Lunch】11:00－16:00
【Dinner】17:00-20:00

03-3272-1239

【定休：Biz ﾀﾜｰに準ずる】

(4)

日本橋三井タワー店 〒103-0027 東京都中央区
日本橋室町 2-1-1 日本橋三井タワーB1F
【不定休：日本橋三井ﾀﾜｰに準ずる】

３
(1)
(2)
(3)

(4)

稲田屋（盛合せ一品サービスは石神井公園店を除く） https://inataya.co.jp/shops
ビストロカフェ ももてなし家
大手町店

https://www.torioka.com/eat/
11:15-14:30
17:00-23:00

03-3282-1708

【Lunch】
11:00-15:00
【Dinner】
17:00-22:00
【Dinner 日祝】17:00-21:00

03-3287-1708

【Lunch】
11:00-14:30
【Lunch 土曜】 11:30-15:00
【Dinner】
17:00-23:00
【Dinner 土曜】17:00-22:00
【Lunch】
11:30-14:30
【Dinner】
17:00-23:00

03-6265-1708

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-3-2
大手町カンファレンスセンター（経団連会館）B1F
【定休日：土日祝】
パレスビル店 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-1-1
パレスビル B1F
【年末年始】
【※3 連休最終日は Lunch 営業のみ】

【Lunch】
【Dinner】

八重洲店

〒103-0028 東京都中央区八重洲 1-4-16
八重仲ダイニング B1F 【定休日：日祝】

霞が関店

〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-1
イイノダイニング B1F【定休日：土日祝】

03-5521-1708

(5)

光が丘店

〒179-0072 東京都練馬区光が丘 5-1-1
光が丘 IMA イマミセ 3F
【無休】

11:00-22:00

03-6904-0827

(6)

アトレ亀戸店

〒136-0071 東京都江東区亀戸 5-1-1
アトレ亀戸 6F
【無休】

11:00-22:00

03-5875-1798

(6)

米子店
〒683-0813 鳥取県米子市朝日町 58-11
【定休日：日曜 ※月曜が祝日の際、日曜は営業し翌･月曜は
振替休日】

【Dinner】

0859-22-0070

17:00-24:00

(7)

4
(1)

ももてなし家

〒105-0004 東京都港区新橋 1-11-7
新橋センタープレイス とっとり・おかやま新橋館 2F
【定休日：年末年始】

【Lunch】 11:00-17:00
【Tea Time】14:30-17:00
【Dinner】 17:00-22:00

03-6280-6475

Malay Asian Cuisine （マレー アジアン クイジーン）グループ
http://www.malayasiancuisine.com/index.html
Malay Asian Cuisine(マレー アジアン クイジーン) 【Lunch】
渋谷店 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-9-9
【Dinner】

11:00-14:30
17:00-22:30

03-3486-1388

11:30-14:30
17:00-22:30

045-307-9839

SANWA 青山ビル 2Ｆ 【無休】

(2)
(3)

5

Malay Asian Cuisine(マレー アジアン クイジーン)
横浜店 〒231-0023 横浜市中区山下町 82-3

【Lunch】
【Dinner】

ベルハウス元町 1Ｆ【定休日：月曜】
Malay Kampung（マレー カンポン）
〒104-0032
東京都中央区八丁堀 1-4-8
【日祝】 ＊貸し切りの場合は営業

【Lunch】
【Dinner】

03-3537-6690

「威南記海南鶏飯」（ウィーナムキーハイナンチキンライス）http://weenamkee.jp/
日本本店 Japan Concept Shop

11:00-20:00 L.O.
※ランチメニューは 14:30
まで、以降グランドメニュ
ーにて対応

〒108-0023 東京都港区芝浦 3-4-1 田町グランパーク 1F

6

11:00-14:00
17:30-22:30

芦の湖カントリークラブ

03-5439-9120

http://ashinokocc.com/

◇プレー料金（10％ 消費税込み） ：
＊対象期間：２０２１年３月１日～２０２１年１２月３０日
（冬季閉鎖あり、２０２２年の営業開始日や料金は当クラブまでお問い合わせください）
平 日 通常料金

9,800（昼食付）

→

優待料金 8,800 円（昼食付）

土曜日 通常料金

14,550（昼食別）

→

優待料金 11,050 円（昼食別）

日曜日・祝日 通常料金 13,500 円（昼食別）→ 優待料金 11,050 円（昼食別）
◇ご案内 ：
・平日は昼食付料金ですが、メニューにより割増がございます。
・土日祝に２名以下でのプレーの場合、お一人 1,500 円（税込）の割増料金が
かかります。
・組数に関わらず１名が「日本シンガポール協会」の会員であれば、同伴の方も
優待料金が適応されます。
◇予約 ： TEL 055-985-2146 ／ E-mail：front@ashinokocc.com

