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

2021 年 11 月 16 日
～日本料理エリア・鉄板焼カウンター・寿司カウンターを設けた国内 27 店舗目の新店舗～

ハイアット リージェンシー 東京 3 階『新宿 なだ万』
2022 年 1 月 14 日 グランドオープン
株式会社なだ万（本社：東京都新宿区、社長：巻木通浩）は、国内 27 店舗目となる『新宿
なだ万』をハイアット リージェンシー 東京（所在地：東京都新宿区、総支配人：稲葉雅之）に
オープン致します。時節柄、皆様に安心してご利用いただけるよう、メニューや席数等を制限しな
がら、2021 年 11 月 24 日にソフトオープンでの開業とし、年明け 2022 年 1 月 14 日にグランド
オープン致します。

エントランスイメージ

個室「牡丹の間」（3～6 名さま用）

■『新宿 なだ万』～ハイアット リージェンシー 東京 3 階～
ハイアット リージェンシー 東京 3 階に、国内 27 店舗目となる新店舗「新宿 なだ万」がオープ
ン致します。伝統の日本料理を提供する日本料理エリアと、専門の職人が調理する寿司カウンター、
鉄板焼カウンターの 3 つのエリアを設けており、様々な本格和食をご堪能いただけます。
新宿新都心の高層ビル群の中にありながらも、新宿中央公園の豊かな緑に包まれ、移り行く四季
の景色を眺めながら、落ち着いた雰囲気の中でお食事をお楽しみいただけます。
大小合わせて 5 部屋の個室がありますので、お祝い席やご接待など大切な方とのご会食にもお勧
めです。創業より受け継がれてきた伝統の技とおもてなしの心で皆様をお迎え致します。

個室「梅の間」（4～8 名さま用）

鉄板焼カウンター

寿司カウンター

■厳選された食材と伝統の技で魅せる料理の数々

日本料理イメージ

鉄板焼きカウンターイメージ

日本料理エリアでは、四季折々の旬の食材を用いた本格的な懐石料理をはじめ、お気軽にお召し
上がりいただけるお昼のお膳をご用意致します。鉄板焼カウンターでは、特撰銘柄牛をはじめとす
る最高ランクの和牛や、伊勢海老、アワビなど、厳選された高級食材を目の前で焼き上げる鉄板焼
きをご堪能いただけます。寿司カウンターでは新鮮な魚介類を目の前で職人が握る本格江戸前寿司
をお楽しみいただけます。
2021 年 11 月 24 日～12 月 26 日までは、オープンを記念して調理長おすすめの「開業記念ラン
チ懐石（昼食限定）
」と「開業記念よろこびコース」をご用意致します。
◇昼食： 「開業記念ランチ懐石（昼食限定）」6,000 円（税サ込 7,260 円）
◇夕食： 「開業記念よろこびコース」10,000 円（税サ込 12,100 円）
【ソフトオープン期間メニュー】＊（）カッコ内は税金・サービス料含む
＜日本料理＞
昼食：開業記念ランチ懐石 6,000 円（7,260 円）
すき焼御膳 4,800 円（5,808 円）、天婦羅御膳 3,800 円（4,598 円）
和牛香味焼膳 3,600 円（4,356 円）、そば御膳 3,500 円（4,235 円）
、天重 3,000 円（3,630 円）
夕食：開業記念よろこびコース 10,000 円（12,100 円）
ディナー懐石 16,000 円（19,360 円）、調理長おまかせ 25,000 円（30,250 円～）
＜鉄板焼＞
昼食：ランチ暁（Akatsuki）6,500 円（7,865 円）、ランチ琥珀（Kohaku）4,500 円（5,445 円）
夕食：ディナー楠（Kusunoki）16,000 円（19,360 円）、ディナー欅（Keyaki）12,000 円（14,520 円）
＜寿司＞
昼食：寿司 舞（Mai）6,500 円（7,865 円）、寿司 鼓（Tsuzumi）4,500 円（5,445 円）
夕食：寿司 清水（Shimizu）16,000 円（19,360 円）
、寿司 熊野（Kumano）12,000 円（14,520 円）
＊写真はイメージです。調理長おまかせはご予約制です。

■店舗情報
店 舗 名： 新宿 なだ万（しんじゅく なだまん）
開 業 日： 2021 年 11 月 24 日 ソフトオープン（メニューや席数等を制限した営業）
2022 年 1 月 14 日 グランドオープン
電話番号： 03－6304－5211
住

所： 〒160－0023
東京都新宿区西新宿 2－7－2 ハイアット リージェンシー 東京 3 階

席 内 容： 総席数

124 席

◎日本料理エリア（日本料理
ホール席
11 卓 46 席
半個室
3 室 24 席
個 室
3 部屋 16 席

新宿 なだ万）

◎鉄板焼エリア（鉄板焼グリル by なだ万）
カウンター
10 席
カウンター個室
6席
テーブル個室 2 部屋 12 席
◎寿司エリア（すし清水 by なだ万）
カウンター
10 席
営業時間： 昼食
夕食

11:30～15:00（14:00L.O.）
17:00～22:00（懐石・コース料理 20:00L.O.）
（アラカルトメニュー21:00L.O.）

▼ソフトオープン期間中は営業時間が異なります。
昼食
11:30～15:00（14:00L.O.）
夕食
17:00～21:00（懐石・コース料理 19:00L.O.）
（アラカルトメニュー20:00L.O.）
メニュー： 昼食
夕食

3,000 円（税サ込 3,630 円）～
10,000 円（税サ込 12,100 円）～

アクセス： 電車

新宿駅西口より徒歩 9 分
地下鉄大江戸線都庁前駅 A７出口 C4 連絡通路経由で徒歩 1 分
地下鉄丸ノ内線西新宿駅より徒歩 4 分

お車
責 任 者： 支配人

首都高速新宿出入口より約 2 分
羽田空港から約 30 分、成田空港から約 90 分
渡辺 淳太、 調理長

吉田 武彦

【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】
予約受付担当（店舗代表番号） 電話：03－6304－5211
＊オープンまでの受付時間：10:30～17:30（〜2021 年 11 月 23 日迄）
なだ万オフィシャルホームページ https://www.nadaman.co.jp
新宿 なだ万

