
詳　　細 住　　所 電話番号 詳　　細 住　　所 電話番号
勝浦ホテル三日月 ホテル 墨名820 73-1115 8 A-2 ぴよぴ庵 洋菓子 勝浦147-1 73-7636 30 B-3
勝浦つるんつるん温泉 温泉・ホテル・勝タン 松野1143 77-0311 21 F-2 おさかな村 土産物 浜行川134-1 76-4611 31 B-6
お茶の間　ゲストハウス ゲストハウス 守谷804-1 62-5290 23 D-5 ヤマザキデイリーストア勝浦興津店 コンビニエンスストア 興津2655-2 76-0340 32 C-5
ペンション　ペパーミント ペンション 植野1350-1 76-3232 35 E-4 せきとく　勝浦店 衣料品・雑貨 勝浦76 73-0401 33 B-3
国登録有形文化財の宿　旅館　松の家 旅館 勝浦30番１ 73-0047 48 B-3 長谷川酒店 酒類 勝浦62 73-2424 36 B-3
海鮮本陣　魚祭・三日月イン ホテル・食事 墨名258 73-1331 53 B-1 セブンイレブン 勝浦２９７号バイパス南店 コンビニエンスストア 宿戸395-1 70-7110 38 F-3
民宿　神田 民宿 墨名818-19 73-1554 54 A-2 伊勢一米穀 米・食料品 墨名719 73-0318 39 A-2
臨海荘 旅館 串浜1253-2 73-1234 58 F-5 ワキ洋品店 衣料品 勝浦77 73-1008 40 B-3
ホテル里杏 ホテル・ドッグラン 貝掛362-1 76-4888 86 E-4 八百金 青果 出水1296 73-0218 42 B-3
海味の宿　ひのでや 旅館 墨名815-26 73-1102 88 A-2 ㈲サワダデンキ 家電 墨名818-50 73-0768 43 A-2
翠海（すいか） 旅館 興津久保山台1990 64-6811 89 B-5 ヤマザキデイリーストア勝浦駅前店 コンビニエンスストア 墨名689 70-1570 47 B-1
勝浦ヒルトップホテル＆レジデンス ホテル 沢倉441-1 73-6000 90 D-3 伊勢仁商店 米・食料品 浜勝浦321 73-0220 50 B-3
ホテルブルーベリーヒル勝浦 ホテル 興津1920 76-3400 99 C-5 吉野酒造㈱　腰古井 酒類 植野571 76-0215 52 C-4
軟水風呂の宿　坂下 民宿 串浜1199 73-1895 116 F-5 ヤックスドラッグ勝浦店 ドラッグストア 新官1359 73-8901 57 D-1
鵜原館 旅館 鵜原998 76-0521 124 D-5 セブンイレブン勝浦上町店 コンビニエンスストア 出水1252 73-0709 60 B-2
民宿　まぐさ 民宿 吉尾454 76-0155 149 E-5 フードプラザハヤシ勝浦店 スーパーマーケット 新官1337 70-1851 61 D-1
民宿　清水別館 民宿 墨名815-5 73-5511 156 A-2 今井魚店 鮮魚 出水1247-3 73-0092 62 B-2
勝浦ゴルフ倶楽部 ゴルフ場・勝タン 市野川628 77-0121 2 G-2 ㈲渡辺水産 海産物・加工品 吉尾338-1 76-0333 63 E-5
ウィズ・オーシャン ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ 墨名565-162 64-6268 3 F-6 ㈲星野商事 ガソリンスタンド 佐野411-7 77-0635 64 F-1
勝浦海中公園センター 海中展望塔 吉尾174 76-2955 13 E-5 ㈱メガネのイシイ 眼鏡 勝浦71 73-5336 66 B-3
ＭＡＬＩＢＵ　ＰＯＩＮＴ　（マリブ　ポイント） マリンスポーツ・ヨガ 串浜1224-1 64-6480 25 F-5 ㈲ミズノ電機 電気設備・家電 沢倉78-34 73-0959 68 G-5
テルムマランパシフィーク スパ 興津1920 76-6600 41 C-5 中村米店 米 出水1263 73-0013 69 B-2
勝浦東急ゴルフコース ゴルフ場・勝タン 松部361 76-2711 81a E-5 岡埜栄泉（おかのえいせん） 和菓子 勝浦161 73-1012 71 B-3
新勝丸 釣り船 川津漁港内(要予約) 73-9454 120 G-5 フクモト 化粧品・カバン等 勝浦61 73-5211 77 B-3
良幸丸 釣り船 川津漁港内(要予約) 73-3578 135 G-5 ㈱鈴八フーズ(販売は勝浦朝市内） 水産加工品 松部1005 73-2823 78 B-3
勝浦マリンサポートアウター ダイビング 浜行川166-2 76-3480 141 B-6 ㈱サラヤ保崎商店 水産加工品 浜勝浦93 73-0059 80 F-5
ダイビングショップ　かめはうす ダイビング 浜行川166-2 64-6339 147 B-6 セブンイレブン勝浦武道大学前 コンビニエンスストア 新官934-23 73-7111 83 G-5
藤屋 そば・うどん 墨名274 73-0227 10 B-1 ㈱白石薬局 医薬品 浜勝浦318 73-0032 85 B-3
すしの勝美 寿司 沢倉638-1 73-0415 16 C-3 ばてんや書店 書店 墨名790-2 73-0577 91 B-2
鮨・成田家 寿司 勝浦59-2 73-0531 20 B-3 ㈲中屋書店 書店 勝浦77 73-0568 92 B-3
中華飯店　たいこう 中華 新官1357-2 73-5354 29 D-1 ヤマザキ洋品店 洋品 勝浦108 73-0276 93 B-3
海鮮料理　竹ノ内 海鮮 勝浦120 73-1068 37 B-2 大興石油㈱ ガソリンスタンド 串浜1244 73-2238 94 F-5
おーぼんあくいゆ フレンチ 勝浦77 62-6165 44 B-2 やなしん商店 鮮魚 興津2685-1 76-0046 95 C-5
荻野商店 海鮮・鮮魚販売 墨名659 73-0372 45 B-1 上総屋洋品店 衣料品 興津2667 76-0901 96 C-5
本格中華　あまからや 中華・勝タン 勝浦37-6 73-1450 46 B-3 鈴木種苗店 種苗 松野770-1 77-0628 98 E-2
ニュー福屋 中華・定食・勝タン 墨名719 73-2448 49 B-2 ㈲カワムラ電機店 電気設備・家電 興津306-5 76-0143 101 C-5
郷土料理　割烹　天平 割烹・郷土料理 墨名784 73-2049 51 B-2 ヤックスドラッグ勝浦部原店 ドラッグストア 部原1053 62-6601 107 H-4
勝浦港まる七市場食堂　勝喰（かっくらう） 海鮮 浜勝浦401 62-5533 56 F-5 東灘醸造㈱ 清酒製造 串浜1033 73-5221 110 F-5
ダイニングバー　ラグタイム ダイニングバー・勝タン 部原1928-32 73-8666 70 H-4 ㈲とよせやハラダ薬局 薬局・化粧品 勝浦34 73-0037 113 B-3
和可奈 寿司 勝浦149 73-0023 73 B-3 コスタ フィッシングサービス 釣具 松部1226-8 73-7738 121 E-5
魚介料理＆和牛炙り処 Ｚａｃｋばらん（ざっくばらん）鉄板焼き 墨名800-1 73-8300 74 B-2 山五鮮魚店 魚介類 勝浦25 73-0506 122 B-3
おさかな処　さわ 海鮮 出水1262 73-7171 75 B-3 さくま履物店 靴類 墨名295 73-0703 123 B-2
おもしろ焼き処　ふうふう お好み・もんじゃ・鉄板焼き 勝浦114 73-2082 76 B-3 ㈲由基屋商店 肉 勝浦159-1 73-0338 125 B-3
カントリー・イン・カクイ 海鮮・旅館 串浜12-1 73-1083 79 F-5 ㈲きくや薬局 医薬品 墨名791 73-1066 132 B-2
レストラン旬彩（東急ハーヴェストクラブ勝浦） 和食・洋食 中島590-9 76-0109 81b D-4 パティスリーキリカワ 洋菓子 勝浦317 73-0307 133 B-3
旬彩厨房　喰家（ぐいや） 海鮮 勝浦84 73-9180 97 B-2 マルナカ魚店 鮮魚・加工品 勝浦76-2 73-0231 134 B-3
味自慢　飲み食い処　徳兵衛 居酒屋・勝タン 串浜1254 73-7151 100 F-5 ほっともっと勝浦店 弁当 勝浦149-1 73-0031 136 B-3
割烹　中むら 割烹・海鮮 勝浦141-3 73-3066 104 A-3 行川オートプラザ 二輪車 新官955-9 73-1819 137 G-5
のみ処　佐良屋 居酒屋・勝タン 勝浦162 73-5715 109 B-3 BRAVE　SURF サーフグッズ 部原1148-1 73-7180 140 H-5
御食事処　うちだ 割烹（要予約） 松野199-10 77-1129 111 F-2 大野屋酒店 酒類 浜勝浦320-2 73-0323 143 B-3
下町　丸竹都寿司 寿司 勝浦158 73-0280 114 B-3 ㈱西川 海産物 浜勝浦74 70-1511 146 A-4
お心 居酒屋 勝浦14 73-0843 117 C-3 ハナトモ花店 花 墨名796 73-0717 150 B-2
まるろ 海鮮 勝浦１１７ 73-0241 118 B-3 カミ商店 酒類・食品 植野638-1 76-0205 151 D-4
こだわりのそば屋　竹寿庵 そば 芳賀292-3 77-0528 119 F-3 さかんや商店 書籍・文具 興津2669 76-0710 152 C-5
磯料理　朴亭 海鮮 串浜1248-3 73-5665 126 F-5 不二家　勝浦駅前店 洋菓子 墨名261-1 70-1313 154 B-1
丸竹都ずし本店 寿司 勝浦119 73-1063 127 B-2 アスカ佛商・勝浦店 葬祭 松部96-1 76-0678 9 D-5
おおもり 洋食 新官991-4 73-7778 130 G-5 南総交通㈱ タクシー 墨名262 73-5227 24 B-1
カフェ　イケダ カフェ・勝タン 勝浦46 090-6342-7659 139 B-3 ㈲岡田清掃 ハウスクリーニング等 上植野86 76-2203 28 C-4
ファミリーレストラン　こだま 定食・勝タン 鵜原831 76-1063 142 D-5 保﨑電業 電気工事 勝浦159-3 73-0362 34 B-3
肉屋の食堂　みおや 定食・勝タン 部原1046-1 73-1617 144 H-4
手打ちうどん多吉 うどん 上野568 64-6515 148 D-4
磯料理　いそべ 海鮮 部原1928-29 73-1167 157 H-4 中村（健）塗装工業 建築・塗装 墨名287-1 73-2438 65 F-5
㈲和泉酒店 酒類 勝浦40 73-0012 1 B-3 ㈱トラベル・ナビ 旅行 杉戸733-2 77-1919 67 E-2
かなと商店 米 勝浦165 73-0410 4 B-3 松崎建具店 建具 植野625 76-1615 72 D-4
佃煮近江 佃煮 勝浦146 73-5114 5 B-3 ㈲シンコーエンジニアリング 設備ﾘﾌｫｰﾑ・住宅機器販売 松野188-1 70-7888 84 F-2
御門 食料品 興津2656 76-0008 6 C-5 中村理容店 理容 松部1568-1 73-3928 102 E-5
田畑商店 ガソリンスタンド 墨名780 73-0395 7 B-2 スマイル タイ古式マッサージ 墨名720-4 67-4867 103 B-2
㈲魚水 海産物・加工品 勝浦136 73-5505 11 B-3 ㈱中村工務店 建設 市野川323 77-0220 105 G-2
サイクルクラフトジュン オートバイ販売・修理 墨名565-27 73-3443 12 G-5 東和観光㈱南房営業所 旅行(国内旅行のみ) 沢倉160-2 70-2811 106 G-5
酒プラザ　滝口商店 酒類 墨名815-1 73-0371 14 A-2 ㈲三上政工務店 建設 浜勝浦239 73-1396 112 D-1
クインズケーキ 洋菓子 市野川1381-2 77-1018 15 H-2 ㈱磯本 設備ﾘﾌｫｰﾑ・住宅機器販売 松野660-2 77-0107 115 E-2
松月堂 和菓子 墨名271 73-1500 17 B-1 イシイ時計Next　※時計販売はありません レンタルスペース 勝浦74 67-4207 128 B-3
綿長 衣料品 勝浦153 73-0029 18 B-3 ㈱沢工務店 建築 出水1278 73-0082 129 B-3
しぎ商店 ひもの 勝浦90 73-0253 19 A-2 勝浦合同自動車株式会社 タクシー 墨名700 73-1085 131 A-1
ファッション　ＴＡＫＥＯＫＡ 衣料品 勝浦152 73-0562 22 B-3 ㈱安井工務店 土木・建設 松部1612-16 73-3459 145 E-5
まるい酒店 酒類 勝浦158 73-0376 27 B-3 勝浦市シルバー人材センター 植木選定・草刈・清掃等 沢倉515-2 70-1313 153 D-2
㈱容央 煎餅・ギャラリー 勝浦113 73-0036 26 B-3 安藤写真館 写真 出水1268 73-0202 155 B-3
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エステ＆アイラッシュサロン
BIANCO AND BLU（ビアンコ＆ブルー）

エステ・まつげエクステ 出水1269-2 1F 090-5207-0530 55 B-2
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http://www.mikazuki.co.jp/katuura/
http://piyopian.jimdo.com/
http://katuuraonsen.com/
http://www.osakanamura.com/
http://www.ochanomagh.com/
http://p-peppermint.com/
http://www.sekitoku.com/
http://katsuura-matsunoya.com/
http://www.mikazuki.co.jp/m-ryokan/uosai/
http://www.kandamaru.com/
http://www.rinkaisou.com/
http://www.hotel-lien.com/index.php
http://www.sotobou.com/
http://www.hitachi-omisenavi.jp/store_info.asp?uid=277961
http://suika-k.jp/
http://www.blueberry-hill.co.jp/
http://koshigoi.com/
http://www.sakashita.jp/
http://www.yacs.jp/home/guide/search/cb-katsuura.html
http://www.ubarakan.com/
http://magusa.web.fc2.com/
http://www.fud-hayashi.co.jp/shop/
https://www.facebook.com/imaisengyo
http://www.katsuuragolf.com/
http://watanabe-suisan.com/
http://with-ocean.com/
http://www.katsuura.org/
http://www.meganenoishii.com/
http://malibupoint.net/
https://ja-jp.facebook.com/mizuden
http://www.thalasso.jp/tmp/
http://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Ka/plan_golf.html
http://www.shinsyomaru.com/
https://ameblo.jp/ryoukoumaru/
http://www.suzuhati.com/
http://www5d.biglobe.ne.jp/~outer/
http://www.saraya-hozaki.com/
http://kamehausu.com/
http://www.katuura-umaimono.jp/db/detail.cgi?table=member&search=73-0227
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/eat/post-312/
http://www.katuura-umaimono.jp/db/detail.cgi?table=member&search=73-0531
http://www.katuura-bb.jp/guidance-takenouchi.php
http://www.cosmooil.net/map/S120072
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/eat/post-1223/
http://www.pride-fish.jp/shop/index.php?c=shop2&pk=1401325182
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/buy/post-6576/
http://www.katuura-umaimono.jp/db/detail.cgi?table=member&search=73-1450
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/eat/post-1189/
http://www.denkiya-kawamura.com/
http://www.kk-tenpei.com/
http://www.yacs.jp/home/guide/search/cb-katsuurahebara.html
https://www.facebook.com/kakkurau/?ref=nf
http://www.ac.auone-net.jp/~ragtime/lunch.html
http://www.katuura-umaimono.jp/db/detail.cgi?table=member&search=73-0023
http://www.costa-fs.com/
http://zackbarann.web.fc2.com/
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/buy/post-1453/
http://www.katuura-umaimono.jp/db/detail.cgi?table=member&search=73-7171
http://www.katuura-umaimono.jp/db/detail.cgi?table=member&search=73-2082
http://www.inn-kakui.com/
http://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Ka/restaurant.html
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/eat/post-803/
http://www.katuura-umaimono.jp/tokubee/
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/eat/post-1225/
http://kappoh-nakamura.com/
http://www.saraya-hozaki.com/tantanmen.html
http://bravesurf.jp/
http://www8.plala.or.jp/marutake/
https://yamasan73.wixsite.com/nishikawacoltd
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/eat/post-1212/
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/eat/post-1242/
https://yamasan73.wixsite.com/nishikawacoltd
https://yamasan73.wixsite.com/nishikawacoltd
http://bokutei.com/
https://shop.fujiya-peko.co.jp/b/fujiya/info/60707/
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/eat/post-804/
http://www.asuka.gr.jp/sogijo-shiten/sogijo/katsuura/
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/eat/post-1171/
http://nanso-taxi.com/
http://www.okada-katsuura.com/index.html
http://www.katsuura-sanpo.com/facilities/eat/post-1184/
http://mioya.webcrow.jp/tantanmen/tantanmen.htm
https://www.facebook.com/nakamurakentosoukougyou/
http://tabi-navi.jp/
http://www.tsukudanioumi.com/
http://shinko-since2004.com/electric/
http://okitu001.sakura.ne.jp/gomon/index.html
http://nakamura.crayonsite.net/
http://www.uosui.info/company/
http://www.nakamura-komuten.com/
http://www.ccjun.com/
http://towa-travel.com/annai.html
http://www.sake-plaza.co.jp/
http://www.mikami-masa.jp/
https://www.facebook.com/QueensCake1018/
http://shougetu.net/
http://www.sawakoumuten.co.jp/
http://www.bii.ne.jp/~shigi/
http://katsuura-taxi.cnhd.co.jp/
http://kyk-yasuikoumuten.com/
http://webc.sjc.ne.jp/katsuura/index
http://yoyosha.com/about/
http://ando-photo.com/
http://bianco-bodystylist.on.omisenomikata.jp/
http://bianco-bodystylist.on.omisenomikata.jp/

