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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。会員証は本状
に同封しております。法人会員の皆様には複数枚を同封しています。
会員証の裏面に、特典サービスをご提供いただける３社のレストランと、その内容の
要旨の記載があります。適用される店舗とサービス内容の概略は次のとおりです。
（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
【稲田屋様では当協会会員の皆様用にサービス内容のチラシを作成いただいて
います。本状の３ページ目にて内容をご確認ください】
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。
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。
なお、各レストランの従業員の皆様への周知の度合い・濃淡により、会員証裏面記載の
サービスについて、会員証提示の際にレストラン側で再確認作業もあり得ると思います。
その節はよしなにご対応賜りますようお願い申し上げます。
【稲田屋様の場合はチラシが用
意されていますので、それをご提示いただければ円滑に取り運ばれましょう】また、他の
割引やサービスとの併用はできませんのでご注意ください。
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３社に感謝申し上げ
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

(1)

品川店

営業時間

http://singaporeseafood.jp/
〒108-0074 東京都港区高輪 3-13-3
【Lunch】11:00－15:30
シナガワグース
【無休】
【Tea Time】15:30-16:30
【Dinner】16:30-23:00
【Lunch 平日】11:00－14:30
【Lunch 土日祝】11:00－15:30
【Dinner】17:00-23:00

Tel.
03-5449-8080

(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】

【Lunch】11:00－15:30
【Tea Time】15:30-16:30
【Dinner】16:30-23:00

06-6347-1160

(4)

福岡天神店 〒810-0041 福岡市中央区
大名 1-12-56 The Shops 2F

【Lunch】11:00－15:30
【Dinner】16:30-23:00

092－707－
0260

２

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

(1)

水道橋本店 〒101-0061 東京都千代田区三崎町
【Lunch】11:30－15:30
2-1-1 ２F 【定休日：年末年始】 【Dinner】17:00-23:00

(2)

汐留シティセンター店

〒105-0021 東京都港区
東新橋 1-5-2 汐留シティセンターB1F
【無休】

(3)

赤坂 Biz タワー店

(4)

【定休：Biz ﾀﾜｰに準ずる】
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

〒107-0052 東京都港区赤坂
5-3-1 赤坂 Biz タワーB1F

【土日祝】12:00-23:00
【Lunch】11:00－15:30
【Dinner】17:30-23:30

03-5524-7615

03-3264-7218

03-5537-5799

【土祝】11:00-22:30
【日曜】11:00-21:00
【平日】 11:00-23:00
【土祝】 11:00-22:30
【日曜】 11:00-21:00
11:00-23:00

03-6802-5512

03-3272-1239

【不定休：日本橋三井ﾀﾜｰに準ずる】

３

稲田屋（盛合せ一品サービスは石神井公園店を除く） http://inataya.co.jp/shops

(1)

パレスビル店 〒100-0005 東京都千代田区 1-1-1
パレスビル

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

B1F【無休】

【※3 連休最終日：Lunch のみ営業】
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】

八重洲店

03-3287-1708

【Lunch】
【Dinner】

03-5521-1708

11:00-14:30
17:00-23:00

〒103-0028 東京都中央区八重洲

【Lunch】
11:00-14:30
1-4-16 八重仲ダイニング B1F
【Lunch 土曜】11:30-15:00
【定休日：日祝】
【Dinner】
17:00-23:00
【Dinner 土曜】17:00-22:00
日本橋店
〒103-0027 東京都中央区日本橋
【上の八重洲店に同じ】
2-3-4 日本橋プラザビル１F
【定休日：日祝】
新宿西口店 〒160-0023 東京都新宿区西新宿
【Lunch】
11:30-15:00
1-1-1 新宿パレット６F
【無休】
【Dinner】
17:00-23:00
【※月曜が祝日の場合、前日の日曜は通常営業：22 時閉店】 【Dinner 金/祝前日】1700-2200
品川店 〒108-0075 東京都港区 【Lunch】11:00-14:30 【Lunch 土曜】11:30-14:30
1-9-36 アレア品川１F
【Dinner】17:00-23:00【Dinner 土曜】 17:00-22:00

大手町店

【定休日：日祝】
〒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

(8)

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

【Lunch】
11:30-14:30
【Lunch 土曜】 11:30-14:30
【Dinner】
17:00-23:00
【Dinner 土曜】17:00-21:00

米子店 〒683-0813 鳥取県米子市朝日町 58-1
【Dinner】
【定休：日曜 ※月曜が祝日（3 連休）の際、日曜を営業・
翌月曜は振替休日】

17:00-24:00

03-6265-1708

03-3510-1718
03-3349-1708

03-6718-1718

03-3282-1708

0859-22-0070

日本シンガポール協会会員様向け特典

利用可能店舗一覧

四季と 酒の蔵

個室処 は な れ

個室処 は な れ

日本橋店 03-3510-1718

八重洲店 03-6265-1708

霞が関店 03-5521-1708

東京都中央区日本橋 2-3-4
日本橋プラ ザビル1階
日本橋丸善 （書店） の裏側

東京都中央区八重洲 1-4-16
東京建物八重洲ビルＢ1階
八重仲ダイ ニング一番奥の左

東京都千代田区内幸町 2-1-1
イイノダイニング Ｂ1階
地下鉄霞ヶ関駅 C4 直結

日本シンガポール協会会員様向け特典

天ぷら盛合せ または 刺身盛合せ
いずれか一品サービス !!

四季と 酒の蔵

新宿西口店 03-3349-1708
東京都新宿区西新宿 1-1-1 新宿パ レット 6階
ユニクロ新宿西口店の入っているビル

四季と 酒の蔵

蕎麦と 酒い な た や

大手町店 03-3282-1708
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Ｂ1階
大手町駅Ｃ2b直結、経団連会館内

パ レスビル店 03-3287-1708
東京都千代田区丸の内 1-1-1
パ レス ビルＢ1階
パ レス ホテル直結、皇居大手門目の前

http : //inataya.co .jp

【ディナータイム限定】

公式サイ ト よ り
WEB予約受付中
※石神井公園店を除 く

● 本券は 2 名様以上でご利用ください
● 1 組様につき本券1枚ご利用いただけます
● ランチタイムはご利用いただけません

四季と 酒の蔵

酒処

● 他の商品券、
サービスとの併用はできません

品川店 03-6718-1718

米子店 0859-22-0070

● 内容は仕入れにより変わります（写真はイメージ）

東京都港区港南 1-9-36 アレア品川1階
品川駅港南口を出て左手の ビル

▲

いなたや

※そば酒肴 稲田屋 石神井公園店では
特典をご利用いただけません。

鳥取県米子市朝日町 58-11
米子市公会堂よ り徒歩3分

● 地図記載店舗（右記）
でご利用いただけます
● ご注文時スタッフに会員証をご提示ください

※有効期限 ： 2019 年 4 月末迄

特典 ご利用の際のお願い

ご利用日

協会会員証を ご提示頂く か、本チラシに
会員登録名記入の上 ご持参ください。

会員登録名

平成

年

月

日

様

