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報道関係者各位 

2022 年 10 月 20 日 

横浜中華街発展会協同組合 

理事長 高橋 伸昌 

 

第 15 回「美食節」横濵中華街フードフェスティバル開催のお知らせ 

横浜中華街の発展のために活動する横浜中華街発展会協同組合（以下、「中華街発展会」）

は、毎年秋の食祭典として人気を博している「美食節」横濵中華街フードフェスティバルを

10 月 14 日～11 月 30 日に開催いたします。 

15 回目を迎える「美食節」は、今年も充実のラインナップを取り揃えて、お客様のお越

しをお待ち申し上げております。毎年恒例の「上海蟹フェア」をはじめとし、昨年に引き続

き「スタチュー・ミュージアム」も横浜中華街で開催いたします。また「秋色いっぱい！フ

ェア」では、秋の季節を感じることのできるお食事や商品でおもてなしいたします。さらに、

7 年ぶりに「点心品評会」が帰ってきます。会場である「中華街パーキング」に横浜中華街

の銘店「点心」が一堂に会し、お客様には気軽に食べ比べをしていただきながら、美味しい

と思った店舗に投票していただくことで、横浜中華街「点心」グランプリを決定するという

大変盛り上がるイベントとなっています。もちろん「点心品評会」と同時に「点心フェア」

も開催いたしますので、横浜中華街のそれぞれのお店で美味しい「点心」もお楽しみいただ

けます。「見て」「買って」「食べて」横浜中華街ならではの異国情緒を楽しみながら「美食

節」横濵中華街フードフェスティバルを存分に味わっていただきたいと願っております。 

 

中華街発展会は、街の組合として、横浜の発展の一助を担うものとして、可能な限りの社会

的責任を果たし、一日でも早い状況の収束に向かって、引き続き全力で取り組んでまいります。 
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＜第 15 回「美食節」横濵中華街フードフェスティバル 実施詳細＞ 

開催期間：2022 年 10 月 14 日（金）～11 月 30 日（水） 

 

■上海蟹フェア 10 月 14 日～11 月 30 日 

各参加店舗ではこの期間ならではの上海蟹を使った料理が提供されます。究極の美味、至

福の沈黙と比喩される上海蟹の味覚をお楽しみください。 

【参加店舗】（50 音順/全 27 店舗） 

一楽・華正樓 新館・華都飯店・鑫福隆・景徳鎮酒家・興口福・菜香 新館・西遊記・三和

楼・上海豫園 小籠包館・重慶茶樓 本店・重慶飯店 新館・重慶飯店 本館・状元樓 横濱

本店・心龍・翠鳳 本店・大新園・桃源邨・翡翠楼 本店・翡翠楼 新館・福満園 本店・馬

さんの店龍仙 本店・萬珍樓 本店・龍江飯店・ローズホテル横浜・王府井酒家・王府井レ

ストラン 

 

 

 

 

 

 

                              

■秋色いっぱい！フェア 11 月 1 日～11 月 30 日 

食欲そそる秋メニューや季節を感じられるお買い物など、秋の中華街を存分にお楽しみく

ださい。 

【参加店舗】（50 音順/全 26 店舗） 

《飲食・テイクアウト店》一楽・江戸清 大通り店・江戸清 関帝廟通り店・江戸清 本

店・華都飯店・京華樓 本店・景徳鎮 本店・慶福楼本店 市場通り・興口福・廣翔記 新

館・廣新樓・菜香 新館・状元樓 横濱本店・翠鳳 本店・翡翠楼 本店・BLUES GUITAR 

FOREVER・馬さんの店龍仙 本店 

《物販・おみやげ店》開華楼 横浜大世界店・開華楼 横浜博覧館店・崎陽軒 中華街大通

り店・崎陽軒 中華街シウマイ BAR 店・萬來行 大通り店・萬來行カフェ・ミチコトルコ・

老維新・ROUROU 
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■点心品評会＆点心フェア 点心品評会：11 月 13 日 点心フェア：11 月 13 日～11 月 30 日 

各店舗自慢の「点心」が中華街パーキングに集結し、品評会に参加されたお客様と特別審

査員の投票でグランプリを決定します。また、それぞれのお店で点心を食べることができ

る「点心フェア」を開催いたします。 

●会場  

点心品評会：中華街パーキング（横浜市中区山下町 94） 

点心フェア：中華街 各店舗 

●点心品評会チケット費用  

中学生以上 1 枚 2,500 円(税込) ※参加全店舗、1 つずつお召し上がりいただけます。 

●点心品評会チケット購入方法  

横浜中華街発展会協同組合（横浜市中区山下町 118-2 廣東會館ビル 5F）：平日（10：00-

17：00）事務局にて直接販売《045-662-1252》 

安田屋酒店（横浜市中区山下町 130）：土日祝（10：00-19：00）お店にて直接販売《045-

641-9657》 

※1 先着 600 名様。売り切れ次第終了となります。 

※2 チケットには飲料水１本が付きます。 

●審査方法 

品評会に参加されたお客様の票と「横浜マイスター 吉田敏彦」氏をはじめとする特別審

査員の票によりグランプリを決定いたします。 

【点心品評会参加店舗】（50 音順/全 15 店舗） 

江戸清 本店・華正樓 新館・廣東飯店・皇朝本店・西遊記・上海豫園 小籠包館・重慶茶

樓 本店・状元樓 横濱本店・千禧楼・大珍・東北人家 新館・886 食堂・福満園 本店・馬

さんの店龍仙 本店・ROUROU café 

【点心フェア参加店舗】（50 音順/33 店舗） 

一楽・江戸清 大通り店・江戸清 本店・開華楼 横浜大世界店・開華楼 横浜博覧館本店 

・華正樓新館・廣東飯店・崎陽軒 大通り店・崎陽軒 シウマイ BAR 店・鑫福隆・慶福楼本

店 市場通り・源豊行本店・興口福・廣新樓・皇朝本店・菜香 新館・西遊記・上海豫園小

龍包館・重慶茶樓本店・状元樓 横濱本店・心龍・翠鳳 本店・千禧楼・大珍・東北人家 

新館・886 食堂・萬來行カフェ・翡翠楼 新館・翡翠楼 本店・福満園本店・馬さんの店龍

仙 本店・萬珍樓點心舗・ROUROU Café 
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■第３回横浜ユーラシア スタチュー・ミュージアム 11 月 19 日・20 日 

彫刻や人形になりきるスタチュー（人間彫刻）が「第 3 回横浜ユーラシア スタチュー・

ミュージアム」に全国各地から一堂に会します！横浜中華街ではオリジナル【兵馬傭（へ

いばいよう）】スタチューを公開いたします。 

●会場 

ChinaTown80 Hall（横浜市中区山下町 80 番地 横濱ディアタワー1 階） 

●開催時間 

11：00～16：00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に対するお問い合わせ＞ 

取材・撮影希望の際には、必ず発展会協同組合に事前のご連絡をください。 

横浜中華街発展会協同組合 担当：田中・入澤 info@chinatown.or.jp 

TEL. 045-662-1252  FAX. 045-211-0593 

神奈川県横浜市中区山下町 118-2 廣東會館ビル 5F https://www.chinatown.or.jp/ 
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