
Ｎｏ． 施設名 “おもてなし”特典 住所・連絡先

1
重慶飯店

本館・新館・別館

10％OFF
（サービスランチ

及び
個室利用を除く）

本格四川料理の名店

四川料理の老舗として1959年に創業。本場の伝統を受け継いだ味わい
深い本格四川料理をご堪能ください。

住所・TEL：
横浜市中区山下町164　045-641-8288（本館）
横浜市中区山下町142　045-641-8386（別館）
横浜市中区山下町77ﾛｰｽﾞﾎﾃﾙ横浜内　045-681-6885（新館）
営業時間：11:30〜22:00（店舗により変更あり）
定休日：無休（店舗によりクローズタイムあり）
「元町・中華街駅」徒歩約5分

2 ブラスリー ミリー ラ フォーレ
10%OFF

（サービスランチを除く）

ひと味違うホテルの洋食をカジュアルに！

ローズホテル横浜１階 「ブラスリー ミリー ラフォーレ」はカジュアル
フレンチレストラン・ラウンジ・バーがひとつになったレストランで
す。サンドウィッチからフレンチのコースまで多彩なメニューをご用意
いたしております。中華街散策のご休憩やお待ち合わせ、特別な日のお
食事など、様々な用途にご利用頂けます。

住　所：横浜市中区山下町７７番地
TEL：045-681-2916
営業時間：７：００〜２２：００
定休日：無休
「元町・中華街駅」徒歩約5分

3
悟空茶吧

（ごくうティーバー）
お会計時に5％お値引き

中国茶喫茶

マグカップで飲む中国茶は、セルフスタイルでお湯を注ぎ足して、何煎
でも楽しめます。

住　所：横浜市中区山下町８１番地
TEL：045-651-7824
営業時間：平日 １１：３０〜２０：００
　　　　　　土 １１：００〜２１：００　日・祝 １１：００〜２０：００
定休日：水曜日
「元町・中華街駅」徒歩約2分

4
菜香新館

（さいこうしんかん）

飲食・お土産
10％OFF

他のサービスとの併用不可

広東名菜・点心・飲茶

本格広東料理・飲茶・薬膳料理など用途に応じて多彩なメニューが楽し
める。地元の方に愛され続けている老舗で、親子三代にもわたるファン
も多い。
自家製窯焼チャーシューや50種を超える点心は特に人気が高い。

住　所：横浜市中区山下町１９２ 上海路
TEL：045-664-3155
営業時間：平　日１１：３０〜２１：３０（L.O.２０：４５）
　　　　　土日祝１１：００〜２１：３０（L.O.２０：４５）
定休日：第２火曜（祝日の場合８、１２月は営業）、１２/３１、１/１
「元町・中華街駅」徒歩約3分

5 状元郷
お食事をされた方に

柔らか杏仁豆腐をサービス
（ランチメニューは除く）

24時まで営業！台湾料理が楽しめるお店です ！

店内はモダンなつくりで女性にも好評です。台湾の屋台料理を中心に、
リーズナブルな価格で様々な料理を提供しています。毎日24時まで営
業中。

住　所：横浜市中区山下町１４８
TEL：045-681-2340
営業時間：月〜金　　　１１:３０〜１５:００
　　　　　　　　　　　１７:００〜２４:００（LO ２３:３０）
　　　　　土・日・祝　１１:３０〜２４:００（LO ２３:３０）
定休日：無休
「元町・中華街駅」徒歩約4分

6
四五六菜館
本館・新館

別館・土産館

10％割引
（カード支払い時は5％割引）

※ サービスランチ及び
他のサービスとの併用不可。

横浜中華街に50年の、上海料理の老舗

料理は色で楽しみ、香りで想像し、味で満足して頂くものと思い、五感
に伝わる色・香・味にこだわり、上海料理の伝統的な料理と自慢の創作
料理の融合を存分にお楽しみ頂きたいと考えております。

住所・TEL・営業時間（店舗により変動あり）：
横浜市中区山下町190　045-681-3456（本館）
横浜市中区山下町166　045-664-4569（新館）
横浜市中区山下町202-1　045-641-4569（別館）
横浜市中区山下町137　045-641-4456（土産館）
平日 11:30〜22:00　土 11:00〜23:00　日祝 11:00〜22:00
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約3分

7 三和楼

お食事をされた方に、
杏仁豆腐、

マンゴープリン、
オーギョーチゆずゼリー

のうちどれか一つをサービス
（ランチメニューは除く）

横浜中華街の中では数少ない上海料理、昭和37年の老舗です

上海料理にふさわしく新鮮な海の素材を贅沢に使い、薄味に仕上げてい
ます。
排骨・上海蟹・渡り蟹の黒豆炒め・豚バラの角煮・焼売で有名です。
最後まで飽きの来ない中華料理です。

住　所：横浜市中区山下町１９０
TEL：045-681-2321
営業時間：１１：３０〜２１：３０（L.O.２０：４５）
　　　　　★ランチ１１：３０〜１４：００
定休日：水曜日※変更あり
「元町・中華街駅」徒歩約3分

8
順海閣

本館・酒家

お食事をご注文頂いた
お客様のお会計

10％OFF
（ランチ除く）

中華街名物、元祖シウマイをご賞味ください！

1928年、当店創業者の呉笑安の父である点心師・呉遇孫は、崎陽軒の
要望にお応えしておいしいシウマイの開発に取り組み完成させました。
戦後1945年の創業以来、皆様にご愛顧頂いている元祖シウマイを是非
ご賞味下さい。

住　所：横浜市中区山下町１４７
TEL：本館０４５-６８１-１３２４/酒家０４５-６６２-５５０３
営業時間：本館 １１：００〜２２：３０（L.O.２１：３０）
　　　　　酒家 月〜金・日１１：００〜２２：００（L.O.２１：００）
　　　　　　　 土・祝前　 １１：００〜２２：３０（L.O.２１：４５）
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約5分

9 梅蘭金閣
お食事をされたお客様に

杏仁豆腐をサービス

カリッと焼いた焼きそばの間にアツアツのあんかけがたっぷ
り！

カリッと焼いた焼きそばの間に豚肉、モヤシ、タマネギなどのトロリと
した、アツアツのあんかけがたっぷりの梅蘭焼きそばを是非一度ご賞味
あれ！
その他100種類以上のメニューを揃えております。

住　所：横浜市中区山下町１５１−１３
TEL：045-263-8378
営業時間：１１：３０〜２３：００
定休日：無休
「元町・中華街駅」徒歩約5分

10 廣新樓
お一人様￥2,000以上のお会計で

10％OFF

大人気★中華街×地元横浜野菜・丹沢もやしで作るサンマーメ
ン！

広東料理、薬膳料理を中心とした1954年創業のお店です。伝統を重ん
じた料理の中から好みの味を注文できるコースが自慢です。上質でボ
リュームたっぷりのコースなので、若者からカップル、女性グループな
どに人気です。

住　所：横浜市中区山下町１５２
TEL：045-641-0120
営業時間：１１：００〜２２：００（L.O.２１：４５）
定休日：水曜日
「元町・中華街駅」徒歩約5分

11 廣東飯店
お食事をされたお客様に

点心の焼き菓子
プレゼント

伝統の中国広東料理に新風を…横浜中華街大通り“廣東飯
店”

昭和３６年以来、本格広東料理をお届けしております。
ふかひれ料理や北京ダック、熟練した点心師による点心、旬の食材を
使った期間限定料理もご用意。一番人気の豚バラ肉の角煮は、手間隙か
けて調理した逸品です。

住　所：横浜市中区山下町１４４
TEL：045-681-7676
営業時間：１１：００〜２２：００（L.O.２１：３０）
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約7分

12
鳳占やかた

（市場通り鑑定所）
鳳占やかた特製

ボールペンプレゼント

年間２０万人が訪れる中華街の元祖占い

中華街で最も歴史と実績のある占い館。全国からリピーターが訪れ、メ
ディアにも取り上げられる人気スポット。横浜中華街に６店舗、新宿に
２店舗を構え、年間訪れるお客様は２０万人を超えます。

住　所：横浜市中区山下町１４８同順利ビル１階
TEL：045-651-7240
営業時間：１１：００〜２１：００
　　　　　土曜日 １１：００〜２１：００
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約5分

13 好々亭

お食事をされたお客様に
杏仁豆腐を

お一人様お一つプレゼント
（ランチ除く）

お客様をもっと笑顔に！リーズナブルなのに本格中華が
楽しめる隠れ家的お店

コック歴35年のベテランシェフが鍋を振るう150種以上の中華料理や
自家製点心が自慢の隠れ家的お店。もっと笑顔をが好々亭の合い言葉。
家庭的な雰囲気の中、本格中華をお楽しみください。

住　所：横浜市中区山下町１４２
TEL：045-664-0544
営業時間：平　日１１：００〜１４：００（L.O.）
　　　　　　　　１７：００〜２２：００（L.O.）
　　　　   土日祝１１：００〜２２：００（L.O.）
定休日：火曜日
「元町・中華街駅」徒歩約6分

14 カメラ修理 十時屋
カメラ、レンズ修理販売、

チャイナドレス撮影
10％OFF

カメラ、レンズ、格安修理と販売、チャイナドレス撮影
￥500！

カメラ/M42レンズ他、修理通販大歓迎です。デザインもカワイイ素敵
なFILMカメラは、使い方も簡単！使用ガイド付、ギフトにも。女性や
花、ペットの撮影にはクラシックレンズ、なめらかな描写、日差しと
陰、立体感が違います。

住　所：横浜市中区山下町１６６
TEL：045-664-5337
営業時間：平日 １１：３０〜２０：３０
定休日：月曜日（祝日の場合営業）
「元町・中華街駅」徒歩約5分

15 ケーブルカー
おつまみ一皿

サービス

港町、横濱を感じられる老舗バー

１９８３年にオープンし今年で３０年。やっと横浜の老舗の仲間入りが
できたと思います。日本のバー文化の発祥の地、横濱らしさを残してい
ます。１８メートルのロングバーはどこの店にも負けません。５００種
類のお酒と約５００種類のオリジナルカクテルがあり、老若男女問わず
満足頂けると思います。

住　所：横浜市中区山下町２００
TEL：045-662-5303
営業時間：月〜金 １７：３０〜２６：００
　　　　　　　土 １５：３０〜２６：００
　　　　　　　日 １５：３０〜２４：００
定休日：年中無休
「日本大通り駅」徒歩約6分

16 バー・グレート・ハリー
ミックスナッツサービス

お会計時10％OFF
（カード決済除く）

バー発祥の地横浜で、至福の大人の時間をゆっくりと
お過ごし下さい。

港町の雰囲気漂う店内は、シックで落ち着きのある木目調です。カクテ
ルはフレッシュフルーツを使用。今年で開店２０周年を迎えました。こ
れからも癒しの空間でお客様を元気にさせていきたいと思っておりま
す。

住　所：横浜市中区山下町２１４ R.Iビル１０１
TEL：045-661-0243
営業時間：月〜木 １９：００〜翌４：００
　　　　   金・土 １８：００〜翌４：００
　　　　   日・祝 １９：００〜２４：００
定休日：不定休
「元町・中華街駅」徒歩約１０分

17

Jazz Cocktail Lounge 〜Windjammer
〜

ジャズ カクテル ラウンジ
〜ウィンドジャマー〜

ミックスナッツ
サービス

JackTar（ジャクター）発祥の店で、創業42年目（1972年
〜）

1972年にオープン。お店は19世紀頃の帆船をイメージした船のキャ
ビン風。
毎夜演奏しているジャズライブは、主にスタンダード・ジャズ。カクテ
ルを中心としたドリンクに、フードは無国籍料理で絶品です。

住　所：横浜市中区山下町２１５
TEL：045-662-3966
営業時間：平　日 １７：００〜０：００
              日・祝 １５：００～２３：３０
定休日：年中無休
「元町・中華街駅」徒歩約１０分

みなとみらい線サポーター100　中華街地区

店舗・施設詳細

http://www.jukeihanten.com/
http://www.jukeihanten.com/
http://www.rosehotelyokohama.com/content/restaurant03
http://goku-teahouse.com/index.php?page=shop04
http://goku-teahouse.com/index.php?page=shop04
http://www.saikoh-shinkan.com/
http://www.saikoh-shinkan.com/
http://www.456saikan.com/
http://www.456saikan.com/
http://www.456saikan.com/
http://www.sanwarou.com/
http://www.junkaikaku.co.jp/
http://www.junkaikaku.co.jp/
http://www.bairanjp.com/index.html
http://www.thouse.co.jp/koshinro/
http://www.cantonhanten.com/
http://www.hou-uranai.com/
http://www.hou-uranai.com/
http://www.hauhautei.net/
http://www1.ttcn.ne.jp/~juujiya-yokohama/

