
   

   

  

 

2016 年 6 月 20 日 

 

 

 

 

 

 

 株式会社なだ万（本社：東京都新宿区、社長：木浦信敏）は、国内２５店舗目となる『なだ万    

高輪プライム』をザ・プリンス さくらタワー東京（所在地：東京都港区、総支配人：山本誠）に

２０１６年６月２３日（木）にオープンします。 

 

 

 

 

 

 

 

         日本料理「高輪 なだ万」                   個室「蘭の間」（8～16名さま用） 
 

■『なだ万 高輪プライム』～ザ・プリンス さくらタワー東京 ３Ｆ～ 

なだ万ブランドの中でも“ハイクラス”を意識した国内２５店舗目となる『なだ万 高輪プライム』。 

“ザ・プリンス さくらタワー東京”内への出店にあたり、店内はお客様に味覚と寛ぎを存分にご堪能

いただけるよう「日本料理/和食」「寿司」「Bar」「バンケット」の４部門で構成し、その総称として    

なだ万で最上級の意味を持つ、なだ万初となる『プライム』の名称を使用します。 

美しい日本庭園を望む３００坪を超える２４５席の店内デザインは、落ち着いた雰囲気や日本文化を

意識した「和風モダン」を基調にしています。カウンター内を畳敷きした特徴ある「茶屋小路」は京都

をイメージ、寿司カウンターの椅子は帯締めと袋帯をイメージしたデザイン、日本料理エリアのパーテ

ーションには麻生地を用いるなど、随所に日本文化を取り入れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内外のお客様に向けて、最上級の空間を提供 

ザ・プリンス さくらタワー東京 ３Ｆ『なだ万 高輪プライム』オープン 
～ ３００坪を超える品川エリア最大級の本格的日本料理レストラン ～ 

■右上：ザ・プリンス さくらタワー東京 外観 

真ん中上：和食「茶屋小路」、真ん中下：Banquet 

Room「Rose Garden（ローズガーデン）」 

左上：寿司「朝陽（あさひ）」、左下：Bar ラウンジ

「Sa.Ku.Ra.（さくら）」 



 

■本格的な日本料理と海外の方にもお楽しみいただけるメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「開業記念ミニ懐石」イメージ（昼食限定）             「開業記念懐石」イメージ 

１８３０年の創業より受け継がれてきた伝統的な日本料理のほかに、交通やビジネスの拠点として 

発展を続けている高輪・品川エリアに訪れる海外からのお客様へむけて、なだ万 高輪プライム限定  

メニューの「手巻きちらし」をはじめ、すき焼、しゃぶしゃぶ、寿司、天婦羅、蕎麦など海外の方にも

人気の料理を多数用意しています。寿司カウンターでは目の前で職人が握る本格的な寿司が楽しめます。 

６月２３日（木）～７月３１日（日）までは、オープンを記念して、調理長おすすめの「開業記念    

ミニ懐石（昼食限定）」と「開業記念懐石」をご用意いたします。 

  ◇昼食： 「開業記念ミニ懐石（昼食限定）」 7,000 円（税サ込 8,316 円） 

  ◇夕食： 「開業記念懐石」12,000 円（税サ込 14,256 円） 

 

 

 

 

 

 

 

「手巻きちらし」イメージ           「そば膳」イメージ                 「すき焼コース」イメージ 

        ＜昼 食＞                  ＜夕 食＞ 

手巻きちらし 2,800 円（税サ込 3,326 円）   すき焼     8,000 円（税サ込 9,504 円） 

そば膳    3,500 円（税サ込 4,158 円）   しゃぶしゃぶ  8,000 円（税サ込 9,504 円） 

焼魚膳    3,500 円（税サ込 4,158 円）     よろこび   10,000 円（税サ込 11,880 円） 

天婦羅膳   3,500 円（税サ込 4,158 円）   すしコース  10,000 円（税サ込 11,880 円） 

和牛香味焼膳 3,500 円（税サ込 4,158 円）   懐石 桐   13,000 円（税サ込 15,444 円） 

季節点心   4,800 円（税サ込 5,702 円）   ステーキ懐石 13,000 円（税サ込 15,444 円） 

すしコース  7,000 円（税サ込 8,316 円）   すき焼コース 13,000 円（税サ込 15,444 円） 

ミニ懐石   7,000 円（税サ込 8,316 円）     懐石 葵   16,000 円（税サ込 19,008 円） 

懐石 花   10,000 円（税サ込 11,880 円）                       ほか 

 

※ メニューは一例です。詳しい内容はホームページをご参照ください。 

※「開業記念ミニ懐石」と「開業記念懐石」は 7 月 31 日までの期間限定メニューです。8 月 1 日以降は、通常の 

懐石料理メニュー（「ミニ懐石」「懐石 花」「懐石 桐」「懐石 葵」等）をご用意いたします。 

 



 

■店舗情報 

 

店 舗 名： なだ万 高輪プライム（なだまん たかなわ ぷらいむ） 

 

開 業 日： ２０１６年６月２３日（木） 昼食より営業 

 

電話番号： ０３－６４４７－７７８８ 

 

住    所： 〒１０８－８６１２  

東京都港区高輪３-１３-１ ザ・プリンス さくらタワー東京 ３Ｆ 

    

面  積： ３１８坪 

 

席  数： 総席数２４５席 ……２１３席（レストラン）、３２席（Bar ラウンジ）  

 

席 内 容： ◎日本料理「高輪
たかなわ

 なだ万
まん

」    テーブル ７卓   ２０席 

                          半個室  ２室   ２０席 

                                         個 室  ５部屋 計４４席 

         ◎寿司「朝
あさ

陽
ひ

」               カウンター２箇所   ６席、１０席 

               ◎和食「茶屋
ち ゃ や

小路
こ う じ

」             カウンター     １７席 

         ◎Banquet Room「Rose
ロ ー ズ

 Garden
ガ ー デ ン

」大個室     最大９６席 

         ◎Bar ラウンジ「Sa
さ

.Ku
く

.Ra
ら

.」   カウンター      ８席 

                          テーブル ６卓   ２４席 

 

営業時間： 朝食   ７：００～１０：００ 

昼食  １１：３０～１５：００（１４：３０Ｌ.Ｏ.） 

夕食  １７：００～２２：００（２１：００Ｌ.Ｏ.） 

＊土日祝日は通し営業（昼食１６：００Ｌ.Ｏ.） 

Bar  １７：００～２３：００（２２：３０Ｌ.Ｏ.） 

  

  メニュー： 朝食   ２，８６２円（税サ込３，４００円） 

昼食   ２，８００円（税サ込３，３２６円）～ 

        夕食   ８，０００円（税サ込９，５０４円）～ 

 

  アクセス： 電車  新幹線・ＪＲ線・京浜急行「品川駅（高輪口）」より徒歩約３分 

            京浜急行「羽田空港駅」から「品川駅」へ最速１１分 

        お車  羽田空港から約３０分、「東京駅」から約２０分 

            ＪＲ線、モノレール「浜松町駅」から約１０分 

  責 任 者： 支配人 亘 洋平、 調理長 鈴木 晴智 

 

【ニュースリリースに関するお問合せ先】 

   株式会社なだ万 レストラン事業本部   広報担当  電話：03－3356－7563 

      アサヒグループホールディングス株式会社  広報部門    電話：03－5608－5126 

【レストランのご予約】 

なだ万 高輪プライム  予約受付担当（店舗代表番号） 電話：03－6447－7788 

            ＊開業までの受付時間：am 10:00 〜 pm 6:00（〜6 月 22 日迄） 

なだ万オフィシャルホームページ http://www.nadaman.co.jp 


