報道関係者各位

2016 年 11 月 9 日
株式会社パルコ

パルコプロデュースの日系レストラン集積ゾーン
“itadakimasu by PARCO” (イタダキマス バイ パルコ)

2016 年 12 月 1 日よりシンガポールにオープン
出店レストラン決定
株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、代表執行役社長：牧山 浩三、以下パルコ）の 100％子会社 PARCO
(Singapore) Pte Ltd (以下、パルコシンガポール社) は、シンガポール、タンジョン・パガーの商業施設「100 AM」（ハンドレッド・
エム）にて日系レストラン集積ゾーン「itadakimasu by PARCO」（イタダキマス バイ パルコ）を展開し、2016 年 12 月 1 日
(木)より随時開業してまいります。
「itadakimasu by PARCO」には、「毎日選べる日本の味」をコンセプトに、日本同様の味・クオリティを毎日楽しめる価格で
提供する、バラエティに富んだシンガポール初進出 3 店を含む 7 レストランが出店いたします。和食ブームに更なる深化が見られる
シンガポールで、「ここに来ればどの店で食べても美味しい」、「味・雰囲気ともに満足できる食事に出会える」という満足感・安心感を
ローカルのお客様はもちろんのこと、在シンガポールの日本人のお客様にも満足していただける飲食店ゾーンを目指します。
パル コシ ン ガポ ー ル 社 で は、 今後「 itadakimasu」 を 独 立した 一事業 と捉 え、シ ンガ ポ ー ル 及び 周辺各 国の 商 業 施設・
オフィスビル・ホテルなどの飲食店ゾーンへの出店に取り組んでまいります。
また、この事業を通じ、シンガポール及び周辺各国への進出を検討している意欲ある日本の飲食企業への当社ノウハウを活用
したサポートを実施していく予定です。

■「itadakimasu by PARCO」 出店概要
出店名

：itadakimasu by PARCO （イタダキマス バイ パルコ）

出店場所

：100 AM（ハンドレッド・エム） 3 階

所在地

：100 Tras Street, Singapore 079027
（交通アクセス）MRT 鉄道タンジョン・パガー駅 （East West Line）から徒歩５分

展開規模

：約 1,300 ㎡（共用部分含む）

営業時間

：11：00～22：00 *一部店舗昼休憩時間あり

契約先

：Amara Hotel Properties Pte Ltd （アマラ ホテル プロパティーズ）
【お問い合わせ】

・本件に関するお問い合わせ

株式会社パルコ 広報/IR 室

TEL03-3477-5710

・現地取材に対するお問い合わせ

PARCO(Singapore)Pte Ltd

TEL＋65-6595-9104 担当:清水
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■出店レストラン一覧
しゃぶしゃぶ 牛陣 / Shabu Shabu GYU JIN
[出店者名: HEIJOUEN SG PTE. LTD.]
＜しゃぶしゃぶ・すき焼き＞
★シンガポール初進出
和食の中で牛肉を使った数少ない調理法、「しゃぶしゃぶ」、「すき焼
き」。牛陣では、日本国内での確かな仕入れ実績により、シンガポール国
内においても「日本と同じもの」をご用意することができました。日本和牛
を使ったしゃぶしゃぶ食べ放題や定食など、リーズナブルな価格にて提供
いたします。
・ホームページ: 無
・お問合せ先:(現地)TEL +81-80-3355-8587 [担当] 渡辺

焼肉 平城苑 / Yakiniku Heijoen
[出店者名: HEIJOUEN SG PTE. LTD.]
<焼肉>
1976 年創業、日本で生まれた日本の焼肉の老舗として、
常に「日本和牛」にこだわり続けています。食にこだわる日本人
の舌を満足させる調理法や下ごしらえ、日本人の味覚に合う
「タレ」、またこれまでに培った独自の仕入れルートによる銘柄牛
や希少な A-５ランク和牛など長い年月をかけて生み出さ れた
「平城苑の味」をこのシンガポールでも守り続けます。
・ホームページ[国内のみ]: http://heijouen.co.jp/
・お問合せ先:(現地)TEL +81-80-3355-8587 [担当] 渡辺

YAYOI（やよい軒）/ YAYOI
[出店者名: PLENUS & MK PTE. LTD.]
＜定食＞
YAYOI は、日本人の主食である炊きたてのごはんを中心に、
み そ汁、 そし ておか ずと 副菜 などを 一 つのお 膳に バ ランス 良く
まとめた「定食」を中心としたメニューを提供する JAPANESE
TEISHOKU RESTAURANT です。肉、魚、野菜をバランスよく
召し上がっていただける和の「定食」を中心に、豊富なメニューを
取り揃え、日本の味をシンガポールの皆様にお届けします。
・ホームページ[シンガポール]: https://www.yayoi.sg/
・お問合せ先:(現地)TEL+65-6224-9422 [担当] 河田
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新宿 とんかつ さぼてん / Saboten
[出店者名: GS RESTAURANTS PTE. LTD.]
＜とんかつ＞
1966 年創業、「新宿 とんかつ さぼてん」は、シンプルでありながら、
手際の良い調理法によって「とんかつ」の独特の風味を最大限活かし
ています。主に大麦、小麦で育ったえりすぐられた豚肉を使用し、
新鮮な特製生パン粉であげたとんかつは、サクサク感たっぷりの
歯ごたえ。経験を積んだシェフとスタッフにより、最高水準の本格的な
日本の味を堪能することができます。
・ホームページ[国内のみ]:http://www.ghf.co.jp/saboten/
・お問合せ先:(現地)TEL +65-6858-0880［担当］Roger Soh
(日本)TEL 03-6276-1564

株式会社グリーンハウスフーズ 海外営業部 [担当] 尾作

名代 富士そば 二八 / Nadai Fujisoba NI HACHI
[出店者名: FUJISOBA INTERNATIONAL PTE. LTD.]
＜そば＞
★シンガポール初進出
創業 50 年の老舗蕎麦屋である「富士そば」が、シンガポール初進出。
日本の良質なそば粉を老舗製粉工場より、徹底した温度管理のもと
シンガポールへ輸出。50 年かけて培ってきたオリジナルブレンドの出汁を
ベースに、食材のひとつひとつを見直し、「進化した富士そば」を海外向け
新業態として展開していきます。日本国内の立ち食い形態の「富士そば」
とは、全く異なるアッパー業態「名代 富士そば 二八」をぜひ味わってみて
ください。
・ホームページ[国内のみ]: https://fujisoba.co.jp/
・お問合せ先:(現地)TEL +65-9832-8321 [担当] 安藤
TEL +65-9183-5753 [担当] Alan Lee

鶏王 / Ramen Keisuke Tori King
[出店者名: KEISUKE SINGAPORE PTE. LTD.]
＜ラーメン＞
鶏ガラ、丸鶏、昆布、そして様々な野菜を 8 時間以上
煮込んで作る鶏ベースのスープ。素材から抽出された旨味が
凝縮されたクリーミーなスープと、柔らかく煮込んだ後に表面を
カリッとローストした骨付きモモ肉が麺とマッチ。
今回、itadakimasu 開業に合わせ、4 種類の新メニュー
をご用意いたします。
・ホームページ[シンガポール]: http://www.keisuke.sg/
・お問合せ先:(現地)TEL +65-6225-2235 [担当] Tan Foo Choy
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沼津魚がし鮨 / Numazu Uogashizushi
[出店者名: NUMAZU UOGASHIZUSHI SINGAPORE PTE. LTD.]
＜鮨＞
★シンガポール初進出
沼津魚市場の競り権を持つ鮨屋がシンガポール初進出。競り権を持つ
からこそできる「新鮮」で「デカネタ」なお鮨を「リーズナブル」な価格で提供
いたします。毎日沼津港からはもちろん、日本近海で獲れた新鮮な魚を
一括仕入れして、徹底した食材管理のもと、空輸にてお店に運んできます。
・ホームページ[国内のみ]: http://www.uogashizushi.co.jp/
・お問合せ先:(日本)TEL 055-993-5039
沓間水産株式会社 営業部 [担当] 虎岩
(現地)TEL +65-9230-9781
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店名
店名カナ
しゃぶしゃぶ 牛陣
Shabu Shabu Gyu Jin（ギュウジン）
焼肉 平城苑
Yakiniku Heijoen（ヘイジョウエン）
YAYOI
YAYOI（ヤヨイ）
新宿 とんかつ さぼてん
Saboten（サボテン）
名代 富士そば 二八
Nadai Fujisoba NI HACHI
鶏王
Ramen Keisuke Tori King
沼津魚がし鮨
Numazu Uogashizushi

[担当] 沓間
法人名

内容

HEIJOUEN SG PTE.LTD.
HEIJOUEN SG PTE.LTD.

しゃぶしゃぶ
・すき焼き
焼肉

PLENUS&MK PTE.LTD.

定食

GS RESTAURANTS PTE.LTD.

とんかつ

FUJISOBA INTERNATIONAL PTE.LTD.

そば

KEISUKE SINGAPORE PTE.LTD.

ラーメン

NUMAZU UOGASHI SINGAPORE PTE.LTD.

鮨

海外初

○itadakimasu by PARCO 専用ホームページ: www.parcoitadakimasu.com
■イメージパース
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[報道関係者向け 出店レストラン 試食会開催（予定）]
報道関係者向けの「試食会」を現地にて開催いたします。詳細につきましては、下記へお問い合わせください。
○日時

：11 月 30 日(水) (予定)

○連絡先 ：Parco (Singapore) Pte Ltd
○担当

: 清水 TEL:+65-6595-9104 Email: simi-yosi@parco.sg

■契約先「Amara Hotel Properties Pte Ltd」について
本件契約先である Amara Hotel Properties Pte Ltd 社は、商業施設 100 AM のオーナーで、同施設のマネジメント主体
でもあります。親会社の Amara Holdings Ltd(シンガポール新興市場上場会社)は、ホテル・住宅(マンション)事業を展開して
います（ホテル事業:シンガポール 2 拠点、バンコク 1 拠点、中国 1 拠点等）。
・Amara Holdings Ltd 企業ホームページ http://www.amaraholdings.com/

■100AM について
タンジョン・パガーエリアにおける唯一の商業施設。Central Business District(中心業務地区)に接し、数多く立ち並ぶ
オフィスビルのオフィスワーカーや、近隣住民のニーズに応えるべく、スーパー、レストラン、カフェ、美容、ジムなど幅広いアイテム、
サービスが揃うシティライフサポート型商業施設 (延床面積11,797㎡)。

＜物件概要＞
○所在地

：100 Tras Street, Singapore 079027

○ビルオーナー・運営主体

：Amara Hotel Properties Pte Ltd

○建物規模

：地上４階 地下３階（商業：地上４階～地下1階）

○交通アクセス

：MRT 鉄道タンジョン・パガー駅（East West Line）から徒歩約 5 分

[エリア地図]

C Google
Map data ○

参考：

※物件所在地(タンジョン・パガーエリアについて)
シンガポールの金融街「ラッフルズプレイス」に隣接する、オフィス・住宅・ホテルが混在するマーケットで、飲食店にも人気の出店
エリアです。現在進行中のタンジョン・パガー駅周辺の大規模再開発に伴いさらなる人口流入が見込まれるため、「食」への
ニーズが今後一層高まることが期待されます。

※PARCO（Singapore）Pte Ltd について
PARCO（Singapore）Pte Ltd（パルコシンガポール 社）は、パル コの 100％子会社として、1991 年に設立。
シンガポールを拠点に海外ビジネスの積極的な展開を図っています。当社の海外事業部と連動し、ショッピングセンター事業の
開発・運営ノウハウを成長著しいアジア各国で活用することを主要業務としながら、グローバル化が進むアジア地域において、
日本と各国がさまざまな分野で交流を図るための架け橋的な役割も目指しています。
・PARCO(Singapore)Pte Ltd ホームページ http://www.parco.com.sg/ （英語）
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