
℡.0470-73-1063勝浦市勝浦119
営11：00～21：00（15：00～16：30休憩）
㉁毎週水曜日　P 4台 　

港町の寿司屋なので大きなネタが売りです。
お手頃価格の海鮮丼や郷土料理と握りのセット
がお薦めです。

丸竹都寿司本店

昼

MAP-2〔Ｊ-4〕3

℡.0470-73-7171勝浦市出水1262
営11：30～14：00　17：00～22：00
㉁不定休　P 10台 　

市内の漁港より直に仕入れた季節の魚貝や郷土
料理をお気軽にお楽しみ下さい。

おさかな処　さ わ

昼

MAP-2〔J-3〕5

℡.0470-73-0227
勝浦市墨名274 営10：30～19：30
㉁毎週水曜日　P 6台

創業70年の老舗のそば店です。変わらぬ味とお
客様を大切に真心を込めてお食事を提供いたし
ております。

そば処　ふじや

昼

10 MAP-2〔I-1〕

℡.0470-73-1016勝浦市出水1299
営11：00～19：30（15：00～17：00休憩）
㉁毎週金曜日　P 5台

朝市から歩いて5分、創業100年以上の老舗で日
本そば主体に丼物、各種定食。値段も安くメ
ニューも豊富。

そば いづみや

昼

11 MAP-2〔L - 4〕

℡.0470-73-1167
勝浦市部原1928-29 営11：00～20：30
㉁毎週木曜日　P 8台

部原海岸の目の前。新鮮なお魚料理をくつろげ
るお座敷で、地元料理や、おそばなどメニューも
豊富ですよ。

磯の味処 いそべ

昼

MAP-1〔Ｉ-6〕8

℡.0470-73-1845
勝浦市出水1268 営11：00～14：00
㉁毎週水曜日　P 2台

昭和42年創業の夫婦二人で営む家庭的なお店
です。自慢の野菜タンタンメン、元祖ザーザー
メンを是非ご賞味下さい。

ひさご

昼

23 MAP-2〔J-3〕

℡.0470-73-7778勝浦市新官991-4
営11：00～21：00（15：00～17：00休憩）
㉁毎週火曜日　P 4台

生ウニのパスタ、いすみ豚のステーキサラダ、
牛ホホ肉のシチュー、各定食その他いろいろ
楽しめる洋食店です。

おおもり

昼

24 MAP-1〔H-7〕

℡.0470-76-3400  勝浦市興津1920
営朝食7：30～11：00（L.O.10：30） ランチ11：00～16：00（L.O.15：30）
㉁無休　P 8台　  夕食17：30～22：00（L.O.21：30）　

太平洋を望む高台にあるレストランです。
旬の海の幸、山の幸を使用した洋食のお料理
をご提供しております。

レストラン オーシャンテラス

昼

26 MAP-1〔A-9〕

℡.0470-73-1144
勝浦市墨名801　営11：00～19：00
㉁不定休　P なし

カナダの杉の木で出来たお店です。1杯1杯入れ
立てのコーヒーで、海を見ながらティータイムを
どうぞ!！

カナディアン・コーヒーハウス シーダー

昼

28 MAP-2〔H-4〕

℡.0470-73-3737
勝浦市墨名565-117 営17：00～24：00
㉁毎週火曜日　P 4台

テーブル・囲炉裏と多種の部屋があり、ゆったり
くつろげます。魚料理もありますので一度来店
して下さい。

レストランバー ラ・ビアン29 MAP-1〔H-7〕

℡.0470-73-9233
勝浦市勝浦18　営17：00～22：00
㉁毎週月曜日　P 2台

和牛ステーキと季節のシーフード、野菜の鉄板
焼きや地魚料理が味わえるお店です。ご来店
お待ちしております。

ステーキハウス ろまん亭16 MAP-2〔K-4〕

℡.0470-73-0031
勝浦市勝浦149-1　営7：00～22：00
㉁年中無休　P 5台　

全国チェーン店です。まとまったご注文はご予
約をいただくとお届けいたします。

ほっともっと勝浦店

昼

18 MAP-2〔J-4〕

℡.0470-73-0207勝浦市串浜1253-2
営12：00～14：00　18：00～23：00
㉁火曜日のランチタイム・不定休　P 6台

ボリューム抜群の定食で大満足！！勝タン船団
正規取扱店の当店は唐揚げ付きの『勝タン定
食』が一番人気です。

定食　まんまる亭

昼

21 MAP-1〔G-8〕

℡.0470-73-9234　カード利用可能
勝浦市串浜787-1 営11：30～15：00
㉁不定休　P 10台 　17：00～21:00

一番人気の海鮮丼とプリッとした焼蛤が自慢！！
話題の勝浦タンタンメンも人気です！！夜はお好
み焼き等あります！

お食事処　樹 樹

昼

20 MAP-1〔F-8〕
（じゅじゅ）

℡.0470-73-8300勝浦市墨名800-1
営11：00～14：00　17：00～23：00
㉁不定休　P 5台 　

リゾート地ならではの魚介に工夫をこらした当
店だけの“味”をお楽しみ下さい。店内には掘
りごたつとお座敷有。 昼

19 MAP-2〔Ｉ-4〕魚介 和牛 炙り処 Zack　ばらん（ザック）

℡.0470-73-9180　カード利用可能
勝浦市勝浦84 営17：00～22：00
㉁不定休　P 5台　※予約のみ昼も営業

近隣の漁港で水揚げされた新鮮な魚貝類や勝
浦の山や畑の恵みをリーズナブルに提供します。

旬彩厨房 喰家

昼 予約のみ
営業

6 MAP-2〔I-4〕 （ぐいや）

℡.0470-73-0023勝浦市勝浦142
営11：00～20：00（ラストオーダー20：00）
㉁不定休　P 5台 　

大正2年創業。勝浦に伝わる伝統の味。創業
より伝わる秘伝の寿司飯と地魚との競演を是非
御賞味下さい。

寿司 和可奈

昼

MAP-2〔Ｉ-4〕4 （わかな）

℡.0470-73-0280勝浦市勝浦158
営11：00～14：00　17：00～21：00
㉁毎週木曜日　P 4台

シャリのうまさはもちろん、新鮮な魚介類にも
自信があります。クラシックの流れる店内で、
御賞味下さい。

下町丸竹都寿司

昼

MAP-2〔Ｋ-4〕2 （しもちょうまるたけ
　　　　　みやこずし）

℡.0470-73-0030 勝浦市浜勝浦445
営平日11：00～15：00 16：30～21：30 (L.O.21：00) P 13台　
土日祝日11：00～21：30(L.O.21：00)　㉁毎週水曜日（祝日の場合は振替）

地元勝浦港で獲れた活きの良い新鮮な魚介
と、仕入れにこだわり厳選された黒毛和牛を
ご提供しております。

富士韓海焔

昼

15 MAP-1〔G-9〕 （ふじはんかいえん）

鉄板焼き・焼き肉
食事処

※　　マークのある店舗は昼の営業をしています。
※営は営業時間　㉁は定休日です。
※各店の営業時間・定休日など内容につきましては、季節により
　変更がありますので、詳しくは各店にお問合せください。

昼

◎カツオ・金目鯛は季節や漁獲の都合
　により無い場合もあります。
　マークのある各店にお問合せください。

【10件】
カフェ・居酒屋
バー 【3件】

1 12～

23 26～

13 22～

27 29～ ℡.0470-73-7173
勝浦市串浜1244-1 営9：00～20：00
㉁毎週火曜日　P 17台

当店自慢の手作りハンバーグに、今勝浦で人気
のタンタンとコラボしました。海を見ながら新
鮮な魚料理もどうぞ。

海の幸＆手作り料理　ゆーとぴあ

昼

22 MAP-1〔G-8〕

12 MAP-2〔J-5〕

℡.0470-73-0518
勝浦市浜勝浦322 営11：00～14：30
㉁毎週土曜日　P 1台

日本そば類、ラーメン類、丼物他、各種取りそろ
えてお待ちしています。自家製タンタンメン、カ
レー南蛮そばがおすすめ。

桶そば

昼

㈲ 宮の茶屋14 MAP-2〔J-5〕

℡.0470-73-3007
勝浦市浜勝浦11 営17：00～22：00
㉁不定休　P 5台　

場所のわかりにくい所ですが、安く親切丁寧に
お客様をお迎えしております。おいしい勝タンも
んじゃ始めました！

27 MAP-2〔I-1〕

℡.0470-73-2200勝浦市墨名258-4
営平日10：00～日没 土日９：00～日没（休憩なし）
㉁不定休　P 6台

駅近カフェ。モーニング、ランチ、ケーキセット
がオススメです。テラス席はペットOK。

cafe vin rose

昼

（カフェ ヴァン ローゼ）

℡.0470-73-2082 勝浦市勝浦114（朝市通り）
営お店/17：00～21：30 　㉁毎週月曜日　P 2台　
たこ焼/月後半の仲町朝市で午前8時から営業

お好み焼・もんじゃ焼・たこ焼の専門店です。
ご家族、お仲間と鉄板を囲んで楽しいひと時を
お楽しみください。

ふうふう13 MAP-2〔J-4〕

25 MAP-2〔J-4〕

℡.0470-62-6165勝浦市勝浦77
営11：00～14：30　17：00～22：00
㉁毎週日曜日　P 2台 　

500円ワンコインランチ、毎日やっています！
夜はワインと気軽な洋風酒場。15名様まで個
室宴会できます♡

ビストロ au bon accueil

昼

（オーボン
　アクイユ）

℡.0470-73-0843
勝浦市勝浦6-2　営17：00～23：00
㉁日曜日（祝日の場合は振替）　P 2台

アットホームな雰囲気で、お料理とお酒を楽し
みませんか？宴会など予約承ります。

飲み喰い処 お心17 MAP-2〔L-4〕 （おしん）

勝浦タンタンメン
カ ツ オ 料 理
金 目 鯛 料 理

℡.0470-73-0531勝浦市勝浦59-2
営11：30～14：00　17：00～23：00
㉁毎週木曜日　P 10台

生の本鮪にあぶりと絶品メニューが勢揃い。
地元に水揚げされる魚介類を鮨・煮・焼きで
料理を楽しめる明朗会計店。

鮨 成田家

昼

1 MAP-2〔Ｋ-4〕

℡.0470-73-2049 勝浦市墨名784
営11：00～22：00 (14：30～17：00休憩)
㉁毎週水曜日（祝日、7/20～8月末迄は無休）P 6台 

勝浦漁港入札有。旬の地魚・郷土料理・天麩
羅・地酒が楽しめる店。TV、雑誌でも紹介の
定食・丼も大人気！

郷土料理・割烹　天平

昼

7 MAP-2〔Ｊ-3〕 （てんぺい）

寿司・和食・そば
【12件】

中華・洋食
【4件】

℡.0470-62-5533勝浦市浜勝浦401市場前
営10：30～14：00（L.O.） 17：00～20：00
㉁水曜日　P 有

2階席から見える市場の風景。仲買人が自信を
持って仕入れた“生の魚のおいしさ”をぜひ、
お召し上がり下さい。 昼

MAP-2〔Ｉ-5〕9 （かっくらう）勝浦港 七 市場食堂 勝 喰

ふるさと

℡.0470-77-0821
勝浦市市野郷1163  営 11:00～20：00
㉁不定休　P 15台   

自家製醤油ダレと国産豚骨をベースに自家
製ラー油の辛味と香り、玉ねぎの優しい甘
み、肉の旨味・・・バランスの取れた味です。

《辛さ星》 ★★★☆☆

B-1

は ら だ

℡.0470-77-0347
勝浦市松野388　営11:00～スープが無くなり次第終了
㉁毎週火曜日定休（臨時休業有り）　P 5台　

たっぷり玉ネギがラー油の辛い中に旨味を感
じさせる味です。

《辛さ星》 ★★★★☆

C-3

ラーメン 来々

℡.0470-76-3852
勝浦市法花504-5　営昼 11:00～15：00（Lo-14：50）
㉁不定休　P 8台       夕 17:00～20：00（Lo-19：50）　

辛さの中に旨さが有るタンタンメンです。食べ
比べて見て下さい。

《辛さ星》 ★★★★☆

C-6

ラーメン 松野屋

℡.0470-77-0423
勝浦市松野658-1　営11:00～19：00
㉁毎週月曜日（変更あり）　P 17台　

毎日その日限り仕込むスープは、鶏がらと勝浦産鰹節を
使用、旨み立つ自家製ラー油と混ざり合い風味豊かな
しっかりとした味です。（スープがなくなり次第終了）

C-3

《辛さ星》 ★★★☆☆

大衆割烹 味 翔

℡.0470-76-3746 勝浦市植野1443-10
営昼 11:30～14：00  夕 17:00～21:00（Lo-20：30）　
㉁毎週月曜日　P 10台   

玉ネギをふんだんに使ったまろやかな辛味と、
あっさりの中にも、コクのあるスープと麺との絡
みも抜群

C-7

《辛さ星》 ★★★☆☆

え び ね

℡.090-2758-1660
勝浦市鵜原1885-2　　 営昼 11:00～14：30
㉁毎週月曜日　P 7台　　夕 17:00～20：00　

ラー油・スープ・タレ、すべて手作りです。是非
ご賞味ください。辛さはお好みで調整いたしま
す。

《辛さ星》 ★★★★☆

D-8

ファミリーレストラン肉屋のこだま

℡.0470-76-1063 勝浦市鵜原831
営10：30～20：00（平日15：00～17：00休憩）
㉁毎週木曜日  （毎週水曜日は15：00迄）  P10台  　

40年の歴史を持つ当店のタンタンメンは、しょうゆ
ベースにニンニク、ラー油の入ったまろやかな甘味と
深いコクが特徴。

《辛さ星》 ★★★☆☆

D-9

勝浦ゴルフ倶楽部

℡.0470-77-0121 勝浦市市野川628
営昼 10:00～14：00（Lo-13：00）
㉁無休　P 約100台

鶏ガラスープが主体で、辛さひかえめ。ラー油
スープが完食できます。是非ご賞味下さいま
せ。

《辛さ星》 ★★★☆☆

E-2

元祖 勝浦式担々麺 江ざわ

℡.090-4410-5798  営11:30～18：00
勝浦市白井久保296-8  （スープがなくなり次第終了）
㉁毎週月曜日（臨時休業あり）　P 10台　

昭和29年創業。醤油ベースに自慢の自家製
ラー油旨み具材がいっぱいの、元祖オリジナル
担々麺。コクのある一杯です。

《辛さ星》 ★★★☆☆

E-4

ぴかいちラーメン

℡.0470-77-0500
勝浦市宿戸358-4　営11:00～19：30
㉁不定休　P 10台　

自家製麺（カンスイなし最高級小麦粉使用）と
自家製辛油が絶妙のハーモニー！自家製焼豚
が乗って超リッチな一品！！

《辛さ星》 ★★★☆☆

E-5

焼肉 明月園

℡.0470-70-7676 勝浦市新戸196-5
営昼11:00～15:00（LO-14:00)
   夜17:00～22:00（LO-21:00)
㉁毎週月曜日(月１度 月・火曜日連休)　P 6～7台　

玉ねぎのたっぷり入ったタンタンメンです。

《辛さ星》 ★★★☆☆

F-5

Banzai  Cafe

℡.0470-70-1580
勝浦市松部1545　営11:30～20：00（Lo-19：00）
㉁毎週月曜日　不定休有　P 4台　

ラーメンではなく、生パスタを使用しています。

《辛さ星》 ★★★☆☆

E-8

お食事処 しんでん

℡.0470-73-7803
勝浦市串浜1776-2　営11:00～20:00
㉁毎週木曜日　P 5台　

味噌味のスープに唐辛子で辛さを出し、ラー油
はかほり程度で、玉ネギ、ひき肉たっぷりの甘
みとコクがある満足感のある一杯です。

G-7

《辛さ星》 ★★★★★

肉屋の食堂 みおや

℡.0470-73-1617
勝浦市部原1046　     営昼11:00～14：30
㉁毎週木曜日　P 10台  夕17:00～21：30　

40年以上変わらぬ味のタンタンメンの老舗
です。その他地魚や肉！メニューも豊富です。

I-6

《辛さ星》 ★★☆☆☆

DiningBar RAGTIME

℡.0470-73-8666 勝浦市部原1928-32
営昼 11:00～15：00（Lo-14：30） 夕 17:00～23：00（Lo-22：00）
㉁毎週月曜日　P 15台 ※月曜日が休日の場合はランチのみ営業

自家製ラー油の鮮烈な辛さと、玉ネギの甘み、
スープの深いコクが織りなすハーモニーをご
賞味下さい。

I-6

《辛さ星》 ★★★★☆

cafe&kitchen DOLPHIN

℡.090-9382-0025勝浦市興津2675-1
営平 日 11：00～21：00（Lo-20：30）　
㉁毎週月曜日　P 8台    

自家製醤油ダレとシャッキリ玉葱、香ばしいラー
油の香りの三味一体は、一口食べれば胃袋に旨
さがダイレクト！

《辛さ星》 ★★★★★

MAP-3

松葉屋飯店

℡.0470-76-0024 勝浦市興津2671-2
営11:00～15：00  17:00～20：00（Lo-19：30）
㉁毎週木曜日　P 2台

波静かな興津海水浴場まで徒歩15秒。
当店人気の手作り餃子、タンタンメン、肉そば
などがあります。

《辛さ星》 ★★★☆☆

MAP-3

勝浦東急ゴルフコース

℡.0470-76-2711
勝浦市松部361  営10：00～14：00（ラストオーダー）
㉁無休（１月平日２日間）　P 約100台　

ねぎの白とにらの緑が赤いスープに映える、鮮や
かな色彩が食欲をそそります。程よい辛さでスー
プもぐいぐいと飲める味わいです。

D-7

《辛さ星》 ★★☆☆☆

ジャオ

℡.0470-73-7127
勝浦市墨名721　営昼 10:00～21：00
㉁不定休　P なし　

くせになるかも・・・
勝浦タンタンつけ麺
是非一度食べてみてネ！

《辛さ星》 ★★★☆☆

I-2
MAP-2

ニュー福屋

℡.0470-73-5128
勝浦市墨名719　営11:00～22：00
㉁毎週水曜日　P 5台　

五目タンタンやとうふタンタンもあります。

《辛さ星》 ★★★☆☆

I-3
MAP-2

ラーメン・定食・晩酌 たまや

℡.0470-73-7177  勝浦市墨名801-24　
営昼 12:00～14：00（Lo-13：30） 夕 18:00～24：00（Lo-23：30）
㉁毎週日曜日/ランチ火曜～金曜/夏季休業  P ２台　

醤油ベースの他にも様々な種類の勝タンがあ
ります。辛さ調節できます。夏期は海の家「好友
軒」にて提供しています。

《辛さ星》 ★★★☆☆

I-4
MAP-2

℡.0470-73-6006  勝浦市出水1238
 

てっぱつ屋
スタンダードな醤油ベースでありながらも、クセ
になる一杯です。

《辛さ星》 ★★★☆☆

＜勝浦店＞

営業時間等については各店舗へお問い合わせください。

＜佐野店＞勝浦市佐野283-2　TEL.0470-77-0012
＜乃りたけ＞勝浦市出水1265　TEL.0470-73-9390

K-3
MAP-2

本格中華 あまからや

℡.0470-73-1450
勝浦市勝浦37-6　  　 営昼 11:00～14：30
㉁毎週火曜日　P 3台    夕 17:00～20:00　

赤坂で15年修行した中華料理人である店主が、う
まからラー油・醤油だれ・清湯（チンタン）スープ等、
自家製にこだわり、王道の一杯に仕上げました！！

《辛さ星》 ★★★☆☆

K-4
MAP-2

カフェ イケダ

℡.090-6342-7659
勝浦市勝浦46　営11:00～19：00
㉁不定休　P 5台　

幼いころに食べていたタンタンメンに近づけ
られるように試行錯誤しながら30年。
辛さはお好みの辛さに選べます。

《辛さ星》 ★★★☆☆

K-4
MAP-2

のみ処 佐良屋

℡.0470-73-5715  勝浦市勝浦162
営昼 11:00～14：00（Lo-13：30） 夕 17:00～22：30（Lo-22：00）　　
㉁毎週月・火曜日/ランチ土日のみ営業  Pなし   

自社製品の鰹節を贅沢に使った特製スープは、
至極の逸品。鰹節屋だから出来た究極の魚介
系タンタンメンです。

《辛さ星》 ★★☆☆☆

J-4
MAP-2

海鮮本陣 魚　祭

℡.0470-73-1331
勝浦市墨名258　営昼 11:30～15：00（Lo-14：30）
㉁無休　P 20台    夕 17:00～22：00（Lo-21：30）　

魚介のダシを加え、さっぱりと仕上げました。タ
ンタンメンをおかずにご飯がすすむのも魅力の
ひとつです。

《辛さ星》 ★★★☆☆

I-1
MAP-2

勝浦つるんつるん温泉

℡.0470-77-0311
勝浦市松野1143　営11:00～14：00（Lo-14：00）
㉁不定休　P 40台　

名湯百選入り！ 天然美肌の湯、つるんつるん
温泉！温泉の後にビールを飲みながらいかが
でしょう！！

《辛さ星》 ★★☆☆☆

E-3

日帰り入浴8：30～20：00
月・火・水は18：00閉店

三 彩 亭

℡.0470-73-7775 勝浦市墨名815-15
営昼 11:00～14：00（Lo-14：00） 夕 17:00～21：00（Lo-21：00）
㉁毎週水曜日  P 2台　     

独自の製法で調理したひき肉と、自家製ラー油
を使用し、油っこくなく上品な味付けで女性に
もおすすめです。

《辛さ星》 ★★★☆☆

H-3
MAP-2 御食事処 いしい

℡.0470-73-7153
勝浦市勝浦159　営朝　7：00～14：00（Lo-13：45）
㉁毎週水曜日　Pなし　（スープがなくなり次第終了）

3種のにんにくと自家製ラー油が決め手！！オ
リジナルの塩味・みそ味・カレー味もおすすめ
です！！

《辛さ星》 ★★★★☆

Ｊ-5
MAP-2

℡.0476-33-3222
富里市七榮532-222　さくらビルE号
営11：00～21：00
㉁毎週木曜日  P 10台

はらだ 富里店
ノーライフ・ノー勝タン!!!
本場、勝浦タンタンメンの味を是非、富里で！

《辛さ星》 ★★★★☆

ラーメン原田 小見川店

℡.0478-83-4556  香取市本郷418
営昼 11:00～19：00（Lo-18：45） 　　
㉁毎週火曜日　第1.3.5水曜日  P 共有15台   

本場の勝浦タンタンメンの味を小見川で！

《辛さ星》 ★★★★☆

磯料理  朴　亭

勝 浦 店／勝浦市串浜1248-3　0470-73-5665
営11:30～20：00（Lo-19：30） ㉁毎週木曜日 P 15台
大多喜店／夷隅郡大多喜町石神1328  0470-82-5601
営11:00～20:00　㉁水曜日　P 30台　　

勝浦港直送の新鮮魚介類と勝浦タンタン麺
を食べられる店。

《辛さ星》 ★★★★☆

Ｇ-8

飲み喰い処 徳兵衛

℡.0470-73-7151
勝浦市串浜1254　営17:00～25：00（Lo-24：30）
㉁不定休　P 4台　

自家製ラー油を使用し、コクのある辛さと玉ネ
ギの甘みで、絶妙な味に仕上がっています。是
非一度ご賞味下さい。

《辛さ星》 ★★★☆☆

Ｇ-8

お食事処 欅（けやき）

℡.0470-73-0675 勝浦市墨名293-8
営昼 11:30～13:30（Lo-13：30） 夕　18:00～22:30（Lo-22：00）
㉁毎週水曜日  P 2台　　

味噌をベースとしたスープが特徴です。辛さも
比較的におさえてあり、勝浦タンタンメン初心
者の方におすすめです。

《辛さ星》 ★★★☆☆

Ｇ-7

大勝軒next 勝浦店
℡.0470-62-5737 
勝浦市部原1043-1
営平　日 昼 11:00～15:00
             夜 17:00～22:00
   土日祝     11:00～22:00
㉁毎週火曜(7/20～8/31は無休)
P 15台

つけ麺の生みの親として知られ
た山岸一雄の伝統の味を継承
しつつ、進化させた大勝軒next。
毎朝打ち立ての自家製麺、スー
プは地元の食材を使って仕上
げました。勝浦タンタンメンと
大勝軒ならではのタンタンつけ
麺を是非ご賞味ください。

I-6

《辛さ星》 ★★★☆☆

麺屋MASTERPIECE

勝浦本店／勝浦市串浜1997-5  070-3160-4652
鴨 川 店／鴨川市滑谷297-1
一 宮 店／長生郡一宮町119-3
千 葉 店／千葉市中央区登戸２丁目3-15

辛さの調節5段階！ラーメンメニューは30品以上。
ラーメン専門店ならではの味と技術でご提供致します！！

《辛さ星》 ★★★☆☆

※営業時間等については
　各店舗へお問い合わせ
　　　　　　　ください。

F-5

日本橋鳥久  

《辛さ星》 ★★★☆☆

東京で唯一の『熱血!!勝浦タン
タンメン船団』正会員のお店
です。勝浦への想いが詰まっ
た渾身の一杯を是非ご賞味
下さい！麺を食べ終えた後の
スープに入れて食べる〆の
勝タン雑炊も大人気です。

  
東京都中央区日本橋茅場町3-8-10 リベラ茅場町B1F
営月～金 昼11:30～14:00(Lo-13:30) 
            夕18:00～23:00(Lo-22:30)
　土曜日 夕17:30～22:30(Lo-22:00)
※勝浦タンタンメンのご提供は
　月曜日～金曜日のランチタイム限定です。
㉁毎週日曜日・祝日  P コインパーキング有   

℡.03-6661-0451

大輪 鴨川店
℡.04-7094-5488
鴨川市花房35-1
営昼11：00～15：00
　夕18：00～21：00
㉁無休（月・木はランチのみ）
P 12台　《辛さ星》 ★★★★☆

鴨川でも食べれる勝浦
タンタンメン‼辛さの調
節無料にて承ります。つ
け麺＆中華そばの他に
餃子やチャーハンなどの
サイドメニューも豊富で
す。是非ご来店ください。

℡.0475-26-6668  茂原市高師831-12
営月～木 19:00～翌2:00(Lo-翌1:00) 
　金～土 19:00～翌5：00(Lo-翌4:00) 

麺処 むらた屋 

《辛さ星》 ★★★☆☆

茂原で唯一の勝タン公認店。一押し勝タ
ンシリーズでは「勝タンつけ麺」が本命。対抗は
「勝タン油そば」。ぜひどうぞ。

㉁毎週日曜日
P 有  

ご当地ラーメン「勝浦タンタンメン」。
各店自慢のオリジナル勝タンを食べ歩こう！

ONE勝浦企業組合
熱血！！勝浦タンタンメン船団（勝浦市商工会内）

〒299-5225 千葉県勝浦市墨名657-2　℡0470（73）4554

Facebook

この旗があるお店が
正規取扱店です

カツオキャラクター
勝浦カッピー

熱血 !! 勝浦タンタンメン船団
公式ホームページ

勝浦市観光アプリ
勝浦うまいもの会
（勝浦市飲食店組合）

iOSAndroid

企画・編集／勝浦市飲食店組合　　協賛／勝浦市商工会

海の幸・山の幸に恵まれた勝浦。
うまいものの宝庫で贅沢なグルメを味わおう！

カツオキャラクター
勝浦カッピー
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MAP-2勝浦市街勝浦市街

東灘醸造

ミレーニア
勝浦販売
センター

緑水亭
勝浦別館
翠海

鈴正
（おさかな村）

ホテル
里杏

かつうら海中公園

吉野酒造

ファミリー
ロッジ旅籠屋

鶴屋商店鶴屋商店

せきとくせきとく

アワビ・サザエ・・・・・・・・５月～９月
伊勢海老・・・・・・・・・・・・・・・８月～５月
　　　　　　　　　　　　（禁漁6・7月）

初カツオ・・・・・・・・・・・・・・・・２月～６月
戻カツオ・・・・・・・・・・・・・・・・・９月～12月
金 目 鯛・・・・・・・・・・・・・・・10月～６月
　　　　　　　　　（禁漁7・8・9月）

旬

●ニュー福屋
●居酒屋 マサミ
●郷土料理 三河屋

●やきとり たぬき
●焼き鳥 あっぱれ
●お食事処 いとじ

●レストラン ポテト
●食事処 すがの屋
●小料理 司

●お食事酒場 五十家
●Dining Bar RAGTIME
●飲み喰い処 徳兵衛

●お食事処 欅
●本格中華 あまからや
●御食事処 いしい

●のみ処 佐良屋
●お食事処 おぎの

●どさん子 勝浦店
●とんかつ 山本
●弁当 マルマン食品

●宇野食堂
●レストラン えるまあの
●味処 あじ清

●六六
●やきとり きみはな
●定食・居酒屋 風香

●中華 宮下
●えびね
●ファミリーレストラン こだま

●肉屋の食堂 みおや
●磯料理 朴亭
●三彩亭

うまいもの会
加盟店

ようこそ！千葉県勝浦市へ。
勝浦は房総の先端に位置し、太平洋を望む漁港の街です。海の幸・山の幸に恵まれ、空も海
も風もうまい所です。うまいものの宝庫、勝浦ならではの贅沢を、ぜひとも〝勝浦うまいもの
会″の各店へ味わいに来て下さい。組合員一同、心からお待ち申し上げております。
（勝浦市飲食店組合は勝浦うまいもの会の愛称で呼ばれております。）

勝浦うまいもの会

勝浦タンタンメンとは？
勝浦タンタンメンは、当時の海女さん・漁師さんが寒い海仕事の後に、冷え
た体を温めるメニューとして約50年前に生まれ、定着してきました。
メニューの特徴は、通常のゴマ系と違い、醤油ベースのスープにラー油が多く使
われたラー油系タンタンメン。具材はミジン切りの玉ネギと挽肉が入ることが一
般的で、お店によってニンニク、ニラ、ネギが入ったり、スープも味噌ベースのお
店もありと各店が特色を生かしたメニューを提供しております。

「勝浦タンタンメン｣はONE勝浦企業組合の登録商標です。無断で使用および商用利用
することはできません。商品のパッケージへの使用、販促ポップでの使用、飲食店でのメ
ニュー提供、イベントでのメニュー提供（出店者だけではなく主催者も処罰の対象になり
ます）など、「勝浦タンタンメン」商標を無断で販促に使用した場合、すべて商標権の侵
害になります。【登録番号】　第5703819号

●樹樹　●まんまる亭　●お心熱血!! 勝浦タンタンメン船団
正規取扱店（その他）
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勝浦東急
ゴルフコース

味翔

来々

はらだ

ふるさと

松野屋

勝浦つるんつるん温泉

江ざわ

ぴかいち 明月園

麺屋
MASTER
PIECE

しんでん

勝浦ゴルフ倶楽部てっぱつ屋佐野店てっぱつ屋佐野店

MAP-1

寿司・和食・そば
【12件】

1 12～

中華・洋食
【4件】

23 26～

鉄板焼き・焼き肉
食事処 【10件】

13 22～

カフェ・居酒屋
バー 【3件】

27 29～

勝浦タンタンメン【39件】

協賛企業（勝浦市内12件）

2018年4月発行

リゾートを満喫できる宿泊プランの他、
毎月限定日の『スペシャルデー』『カップ
ルデー』『シニアデー』『レディースデー』
など、お得なプランもございます。

TEL.0470-76-2711千葉県勝浦市松部361

勝浦東急ゴルフコース

勝浦の地酒

東灘醸造㈱ 勝浦市串浜1033
TEL.0470-73-5221

名湯百選入り！！   天然美肌の湯

TEL.0470-77-0311

勝浦つるんつるん 温泉
＊日帰り入浴 800円
＊貸し切り風呂 1,800円
＊個室休憩あり（予約制）
　　　1部屋 3,000円
＊宿泊できます！
　　　2食付 9,075円～

海鮮丼980円

皮膚病や神
経痛に

大変効果あ
り！！

営業時間 8:30～20:00
（月火水は 18:00 閉店） 勝浦つるんつるん温泉 検索 勝浦市松野1143

自然の海をダイバー気分で探検しよう！！

かつうら海中公園
　　　　 海中展望塔

営業時間9：00～17：00（受付16：30まで）
無休（荒天時閉館あり）・千葉県勝浦市吉尾174

℡.0470-76-2955

協賛企業

ドッグラン室内外全5か所
ドッグスパプール日帰り利用可
ご宿泊・日帰り温泉もございます。

南国リゾート  
ホテル里杏

TEL 0470-76-4888
mail : info@hotel-lien.com
HP : http://hotel-lien.com/

〒299-5272  千葉県勝浦市貝掛362-1

鮮度のいいお茶は、雑味が出ない。
お茶のおいしいところだけ。

新

花かつお・惣菜製造
海産・農産乾物

各種調味料　業務用食材卸
鶴屋商店

〒299-5233 千葉県勝浦市浜勝浦330番地
TEL 0470-73-0138  FAX 0470-73-0137

®

日本最大級

熱血！！勝浦タンタンメン船団公認店

千葉うまかっぺ屋

FOOD TRUCK

イベント限定

創業1830年

毎月第3日曜定休　詳しくは  http://koshigoi.com/
吉野酒造㈱ 勝浦市植野571  TEL.0470-76-0215

（営）平日8：30～17：00　日・祝10：00～17：00

コシゴイ

観光土産卸販売
勝浦タンタンメン（生麺）お土産用を始め
ひもの、海産物、珍味、お菓子など種類豊富。
試食をしながら楽しいお買物を！

㈲ 鈴 正

おさかな村
勝浦市浜行川134-1
0470-76-4611
〔営〕8:00～17:00 無休　

勝浦タンタンメンせんべいの販売をしております

本　社 千葉県鴨川市横渚295－4
営業所 千葉県鴨川市打墨860－1
電　話 04－7093－5777

有限会社  石渡製菓
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