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南京町 「第 25回中秋節」の開催及び 

株式会社ローソンとのコラボ商品の販売について 

 

中秋節とは、旧暦の８月１５日（十五夜）に月を愛で、秋の収穫を祝って地の

神様を祀る節句で、この時期の満月は一年で最も円に近く、最も美しいとされてきま

した。 

南京町では、「南京町春節祭」に次ぐイベントとして、毎年「中秋節」を開催してい

ます。今年の中秋は 9 月 10 日（土曜）にあたります。今年は感染症対策に留意

しながら、3 年振りに獅子舞などのステージイベントを実施するとともに、昨年に引き続

き、「福球」「中秋特別感謝祭」などを実施いたします。 

また、平成 26 年より神戸市と包括連携協定を締結している株式会社ローソン

（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信）から、南京町の中秋

節に合わせ、南京町の本格的な味わいをご自宅で楽しんでいただけるよう、南京町

の有名店シェフが監修したお馴染みの中華のオリジナル商品5品と、メニューに合う飲

料 1品の計 6品を、9月 6日（火曜）から近畿 2府 4県のローソン（約 2,500

店舗／2022年 7月末）にて発売いたしますので、お知らせいたします。 

 

 

１．中秋節の概要 

【名 称】 第 25回中秋節 

【日 程】 令和４年９月 10日（土曜）・11日（日曜） 

【内 容】 別紙およびパンフレット参照 

【主 催】 南京町商店街振興組合 

【後 援】 一般財団法人神戸観光局 

【みどころ】 

・中国獅子舞や中国伝統芸能どの多彩なステージ 

・南京町店舗で使える共通金券などがあたる福球（ふくだま）ガラポン抽選会 

・南京町 31店舗で特別メニューや限定商品を販売する「中秋特別感謝祭」 

・南京町オリジナル月餅の限定販売 

※天候や社会情勢の変化により内容に中止や変更がある場合があります。 

 



２：商品詳細 

■９月６日（火曜）より発売 

画像 商品名 税込価格 商品特長 

 

南京町監修  

中華あんたっぷり天津飯 
513円 

醤油をベースに鶏がらスープなどを加えて作った中

華あんを、ふわふわに焼き上げた玉子焼にたっぷり

トッピングし、ごま油を後掛けすることで、香り良く

仕上げました。 

 

南京町監修  

担々麺 
559円 

担々スープは醤油をベースに鶏、豚、えびのエキスを

ブレンドし、練りごまと砂糖で香ばしさとコクを出し、

仕上げました。豚そぼろ、もやしなどのトッピングが食

感よく、ラー油が見た目にも食欲をそそる仕立てで

す。 

 

南京町監修 

よだれ鶏 
289円 

鶏チャーシューをしっかり盛付け、刻み玉ねぎに 3種

の黒胡椒をあわせたドレッシングをベースに、ラー油、

一味唐辛子で辛みを、甜麺醤で旨みを、花椒でシ

ビレ感を出したタレを合わせました。 

 

南京町監修 

棒棒鶏 
289円 

蒸し鶏をしっかり盛付け、醤油ベースで香ばしいピー

ナッツとすりごまを加えた甘口タイプのドレッシングに、

ラー油と胡麻油を加えたタレを合わせました。 

 

南京町監修 

エッグタルトパイ 
149円 

バターの風味を感じるパイ生地にカスタードクリームと

生クリームを配合した特製のカスタードフィリングを入

れて焼き上げました。 

         

南京町監修 

ピーチ オ・レ 500ml 
151円 

ゴクゴク飲める清涼感とすっきりとした後味が特長の

果汁飲料です。 

国産ピューレを使用しています。 

 

◆ご来場にあたって◆ 

※期間中は、周辺駐車場は混雑いたしますので、公共交通機関をご利用下さい。 

※貸切バスの乗降は「元町地区貸切バス乗降場」をご利用ください。（問い合わせ：０１２０ー３１ー８９２４） 

※イベント当日は、スタッフ、ガードマン、警察官の指示に従ってください。 

※ご来場にあたってはマスクをご着用いただき、感染症対策にご協力くださいますようお願いいたします。 



◆関連資料◆ 

・【別紙】中秋節詳細資料 

・中秋節リーフレット 

・株式会社ローソン プレスリリース資料 

 

◆お問い合わせ先◆ 

（南京町中秋節について） 

南京町商店街振興組合 

  TEL 078-332-2896   FAX 078-332-2897 

  ホームページ https://www.nankinmachi.or.jp 

（南京町シェフ監修コラボ商品について） 

株式会社ローソン 広報部 

TEL 03-5435-2773 

ホームページ http://www.lawson.co.jp/area/kinki/ 

（神戸市とローソンの包括連携協定について） 

神戸市企画調整局参画推進課 

TEL：078-322-6687 

ホームページ https://kobeppp.jp/ 

 

https://www.nankinmachi.or.jp/
http://www.lawson.co.jp/area/kinki/
https://kobeppp.jp/


【別紙】 

■ ステージイベント 

中国獅子舞や太極拳、舞踊、歌、音楽などの中国伝統芸能の数々を披露します。 

   日 時 2022年 9月 10日（土）～11日（日） 

   場 所 南京町広場 

 

   ※スケジュール、出演団体などの詳しい情報は、ホームページをご確認ください。 

 

■ 中秋特別感謝祭  

   中秋節を記念して、組合加盟店舗のうち 31店舗で特別料理や限定商品販売などを行います。 

   実施期間 2022年 9月３日（土）～９月 11日（日） 

  ※参加店舗などの詳しい情報は、パンフレットやホームページをご確認ください。 

 

■ 南京町オリジナル月餅  限定販売  

   中国では中秋節の時期に親しい人やお世話になった人に「月餅」を贈る習慣があります。丸い月餅を放射状に 

切り分けて分け合って食べることで円満を象徴すると言われています。 

   

   販売店舗 元祖「ぎょうざ苑」、群愛茶餐廳、民生、月龍、劉家荘 計 5店舗 

 

   種  類 豆沙月餅（黒餡）          600円（税込） 

         栗子月餅（栗餡）          600円（税込） 

         蛋黄豆沙月餅（塩玉子入り黒餡）900円（税込） 

 

        ※いずれも数に限りがあります 

        ※店舗により取り扱いのない種類があります 

        ※中秋節期間中に南京町広場でも販売する場合があります 

 

 ■ 福球（ふくだま）ガラポン抽選会  

   南京町組合加盟店全店で使える共通金券などがあたるガラポン抽選会です。 

 

   日 時 2022年 9月 10日（土）～11日（日）11:00～18:00 

   場 所 南京町広場 

 

   ※予定の賞品がなくなり次第終了します 

   ※手指消毒、使い捨て手袋の使用など感染症対策にご協力ください 

 



■ 祭壇参拝  

   広場の東屋に祭壇を設け、線香の販売を行います。 

 

   日 時 2022年 9月 10日（土）～11日（日）11:00～18:00 

   場 所 南京町広場 

 

■ オンラインイベントの開催  

   毎回ご好評をいただいています「曹さんぽ」をはじめ、各種新企画も南京町 YouTube チャンネル他で Live配信します。 

  これまでに配信した「おうちで南京町」などの人気動画と合わせておうちで中秋節をお楽しみください。 

 

■ 南京町わくわくフォトコンテスト 

   兵庫デスティネーションキャンペーンプレキャンペーンの一環として 9月 30日（金）までインスタグラムでフォトコンテストを 

実施しています。中秋節で賑わう南京町の写真を是非ご応募ください。 

   ※詳細はホームページをご確認ください。 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ローソン（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信）は、南京町（神戸市）の

中秋節に合わせ、南京町の本格的な味わいをご自宅で楽しんでいただけるよう、南京町の有名店

シェフが監修したお馴染みの中華のオリジナル商品 5 品とメニューに合う飲料 1 品の計 6 品を、9

月 6日（火）から、近畿 2府 4県のローソン（約 2,500店舗／2022年 7月末）にて発売いたします。 

 

        

                  

 

 

 

 

 

今回発売するオリジナル商品は誰もが知っている「天津飯」や「担々麺」などの中華の定番メニュ

ーを中心に揃えました。中秋節は中国の三大節句の一つです。南京町では、例年 9 月中旬に旧暦

の中秋節を祝う中秋節祭が開催されています。今年は感染症対策に留意しながら、3年振りに獅子

舞などのステージイベントが開催される予定です。ローソンは、南京町の有名店のシェフに監修い

ただいたオリジナル商品発売を通じて、南京町の中秋節を盛り上げるとともに、南京町および神戸

市の魅力を発信してまいります。 

 

 

 

 

南京町の中秋節に、ご自宅で楽しめる 

南京町シェフ監修 オリジナル商品など 6品発売 

9月 6日（火）から、近畿 2府 4県のローソン店舗にて 

 

近畿地区のローソン店舗での交通規制告知協力について 

 

 

 

 
5月 21日（火）から近畿地区のローソン店舗で 

【この資料に関するお問い合わせ先】 
株式会社ローソン 広報部 TEL：03-5435-2773 

東京都品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー 

報道関係各位 

2022年 8月 31日 

上段左から：「南京町監修 中華あんたっぷり天津飯」（税込 513円）、「南京町監修 担々麺」（税込 559円）、「南京町監修 

エッグタルトパイ」（税込 149 円）、下段左から：「南京町監修 よだれ鶏」（税込 289 円）、「南京町監修 棒棒鶏」（税込 289

円）、「南京町監修ピーチ オ・レ 500ml」(税込 151円) 

「南京町監修ピーチ オ・レ 500ml」（税込 151円） 

ピーチ オ・レ 

6年連続認定 

 



 

 

■9月 6日（火）発売：商品詳細 

 

画像 商品名 税込価格 商品特長 

 

南京町監修  

中華あんたっぷり天津飯 
513円 

醤油をベースに鶏がらスープなどを加

えて作った中華あんを、ふわふわに焼

き上げた玉子焼にたっぷりトッピング

し、ごま油を後掛けすることで、香り良

く仕上げました。 

 

南京町監修  

担々麺 
559円 

担々スープは醤油をベースに鶏、豚、え

びのエキスをブレンドし、練りごまと砂糖

で香ばしさとコクを出し、仕上げました。

豚そぼろ、もやしなどのトッピングが食感

よく、ラー油が見た目にも食欲をそそる

仕立てです。 

 

南京町監修 

よだれ鶏 
289円 

鶏チャーシューをしっかり盛付け、刻み

玉ねぎに 3種の黒胡椒をあわせたドレ

ッシングをベースに、ラー油、一味唐辛

子で辛みを、甜麺醤で旨みを、花椒でシ

ビレ感を出したタレを合わせました。 

 

南京町監修 

棒棒鶏 
289円 

蒸し鶏をしっかり盛付け、醤油ベースで

香ばしいピーナッツとすりごまを加えた

甘口タイプのドレッシングに、ラー油と胡

麻油を加えたタレを合わせました。 

 

南京町監修 

エッグタルトパイ 
149円 

バターの風味を感じるパイ生地にカスタ

ードクリームと生クリームを配合した特

製のカスタードフィリングを入れて焼き上

げました。 

         

南京町監修 

ピーチ オ・レ 500ml 
151円 

ゴクゴク飲める清涼感とすっきりとした後

味が特長の果汁飲料です。 

国産ピューレを使用しています。 

 

 


