
   

   

 

 

 

 

2019 年 12 月 16 日 

～天保から令和へ おかげさまで１９０周年～ 

2020 年、なだ万は創業 190 周年を迎えます！ 

一年を通じて、お客様へ感謝を伝え、さらに日本料理文化を広める様々な企画を開催 

 

株式会社なだ万（本社：東京都新宿区、社長：野原優）は、2020 年に創業 190 周年を迎えます。  

なだ万レストラン・なだ万厨房 共に、特別企画や限定商品の販売など、一年を通じて、お客様に感謝を

伝え、また日本料理文化をさらに広めるための様々な企画を予定しています。 

 

なだ万の歴史は、江戸時代の天保元年 1830 年に初代・灘屋萬助が料亭「灘萬」の母体というべき  

料理屋を大阪で創業したことに始まります。 

1919 年（大正 8 年）、3 代目の灘屋萬助がパリ講和会議に西園寺公望公の訪欧随行料理人として渡欧、

1986 年（昭和 61 年）には民間施設初となる東京サミット公式晩餐会が「なだ万本店 山茶花荘」で開

催されました。2005 年（平成 17 年）の愛知万博では日本料理の代表として出店しました。 

天保から令和まで 190 年に渡り、日本料理の伝統を守りながらも時代やお客様の嗜好に合わせて進化

し、日本国内のみならず、世界各国の方々に日本料理を届けてきたことから、現在も日本料理店の老舗

として多くのお客様にご愛顧いただいています。 

 

創業190周年を迎える2020年は『老舗はいつも新しい』をモットーに、 

受け継がれてきた日本伝統の料理技術とおもてなしの心を次の時代へと

受け継いでいく節目の年にすべく、様々な取り組みを展開します。 

“190 周年”の感謝を込め、なだ万ならではの味わいが楽しめる特別料

理の提供やキャンペーンなどを実施するとともに、若年層や訪日外国人

の方々など幅広い層に向けて、日本料理を体験していただくための施策

も実施していきます。 

＊190 周年の取り組みについては年間を通して順次発表していきます。 

 

 

■スタンプラリー「なだ万味めぐり」を実施 

・ 第一弾として 2019 年 12 月 16 日（月）から 2020 年 12 月 10 日（木） 

の期間、全国のなだ万レストランを巡りポイントを集めると、抽選 

で 190 組にレストラン食事券やギフト商品などが当たるスタンプラ 

リー「なだ万味めぐり」を実施します。 

・「なだ万」では各店舗でそれぞれの調理長が工夫を凝らしたメニュー 

を展開しています。複数店舗に来店いただくことで、よりなだ万の 

魅力を味わっていただく機会にしたいと考えています。 

 ＊詳細は、＜スタンプラリー実施概要＞をご参照ください。 

株式会社なだ万 

〒１６０-０００４  東京都新宿区四谷４-１６-３ 川辺新宿御苑前ビル １０ 階 

本店の名前で使用している山茶花 

の花をモチーフにしたデザイン。 

新紙袋で採用しています。 



 

■19 歳限定 感謝価格で本格日本料理の懐石コースを提供 

・2020 年 1 月 16 日（木）から 2 月 29 日（土）の期間、190 周年に 

ちなみ、19 歳の方限定で、全国のなだ万レストランで展開する 

冬季限定コース『冬華～ふゆはな～』10,000 円を 3,900 円（共に 

消費税・サービス料込み）の感謝（サンキュー）価格として提供 

いたします。（ご予約制） 

・19 歳（2000 年 4 月 2 日～2001 年 4 月 1 日生まれ）の方を対象に 

ふぐと冬野菜を取り入れたコース料理を手頃な価格で提供すること 

で、若い世代のお客様に本格的な日本料理を楽しんでいただく機会にしたいと考えています。 

 

■なだ万「プレミアムセレクトギフト」を発売 

・2020 年 3 月 2 日（月）より、なだ万オンラインストアで「プレミア 

ムセレクトギフト」を 2 万円（消費税別・送料込み）で発売します。 

・前菜、魚料理、肉料理、食事という、懐石料理を思わせる料理の 

組み合せで、料亭での味わいをご家庭でも味わっていただきたい、 

という思いから完成したギフトセットです。 

・なだ万の料理人の目で見定めた、日本の美味を 

詰め合わせています。メインに国産素材を使用 

した料理の数々は、食材を知り尽くした人々の 

手により丹念に仕上げられたものばかりです。 

 

■紙袋・包装紙のデザインを一新 

・レストランでのお土産や、なだ万厨房での持ち帰り用  

として使用している紙袋と、ギフト商品で使用している 

包装紙のデザインを、2020 年 1 月より一新します。 

・デザインには、なだ万本店 山茶花荘の名前の由来でもある 

「山茶花」の花をモチーフにしたデザインを採用しました。 

・紙袋には日本国内生産の証「かみぶくろ made in Japan」 

のマークが入っています。 

 ＊かみぶくろ made in Japan とは 

「メイド・イン・ジャパン」製品は、高い信頼や品質の代名詞と言われています。 

紙袋においても、その信頼と品質をより効果的に表現する為に、日本角底袋工業 

組合により作成されたのが「かみぶくろ made in Japan」マークです。 

 

■レストラン限定 なだ万オリジナルパッケージ桐箱入りカステラ 

・なだ万のロゴが入った桐箱入りのカステラを 2020 年 1 月より 

レストラン限定で販売します。桐箱の内側には、なだ万の紹介 

が日本語と英語で記載されています。 
  

●なだ万レストランでの予約販売のみ 

（2 週間前迄の完全受注生産） 

●価格 5,400 円（消費税込み） 

 

（盛付イメージ写真） 

冬華（イメージ写真） 



 

＜スタンプラリー「なだ万味めぐり」実施概要＞ 

実施期間 2019 年 12 月 16 日（月）～2020 年 12 月 10 日（木） 

配布期間 2019 年 12 月 16 日（月）より無くなり次第終了 

実施内容 対象店舗をご利用いただいた方にポイントカードをお渡しします。対象の店舗をご利用毎に

1ポイント、スタンプカード発行店以外をご利用の場合は 1回毎に 2ポイント差し上げます。

10 ポイント毎に 1 回、A 賞～D賞の中から１つご希望コースへご応募いただけます。 

対象店舗 全国のなだ万レストラン 23 店舗 

※なだ万本店 山茶花荘、なだ万 シャングリ・ラ ホテル 東京、なだ万茶寮 京都四條南座

店は対象外です。 

賞品 ●選べる「なだ万の味」4 コース 

Ａ賞 なだ万本店 山茶花荘 ペアお食事券 2 組 4 名様（1 組 10 万円相当） 

Ｂ賞 全国のレストラン ペア食事券 50 組 100 名様（1 組 40,000 円相当） 

Ｃ賞 なだ万ギフト「料亭の焼魚・煮魚詰め合せ(12 袋)」50 名様 

Ｄ賞 なだ万ギフト「和風カレー・スープ詰め合せ」88 名様 

当選発表 2020 年 12 月 25 日（金）予定 

なだ万オフィシャルホームページの専用ページ内で、ポイントカードに記載されたナンバー

にて発表します。 

 

 
 

【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         電話：03 − 3356 – 7563 

 食品事業本部            電話：03 − 3356 – 7573 

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 
 

【お客様からのお問合せ先】 

   株式会社なだ万 お客様相談室              電話：0120 − 557 – 842 

〔 受付時間：月～金／9 時 30 分～17 時 30 分（土日・休祝日を除く） 〕 
 


