「さぬきの夢応援店」登録店舗情報（41 店舗）
地域

店舗名

頂うどん
うどん

店舗所在地

握

田中

うどん棒

元祖わかめうどん

高松
市内

さぬき麺市場

伏石店

三徳

じゃんぼうどん

高松市常盤町１丁目 3-1 瓦町フラッグ 10 階

こだわり手打ちうどん
六車

灸まんうどん
讃岐の香り

0879-62-1147

090-2822-3751
0879-25-2051

東かがわ市湊 1168-9

0879-56-2160
087-878-0016

綾歌郡綾川町枌所西甲 1420-3

仲南産直市内食堂

麺と出汁の匠

せんり

坂出市入船町 1-5-14

仲多度郡まんのう町追上 424-1（道の駅空の夢 もみの木パーク内）
丸亀市綾歌町岡田上 1898-3

さぬきうどんの駅
麺匠豊三

釜揚げうどん

090-9559-0131

カマ喜ｒｉ

0877-48-1304

観音寺市植田町 35-2

0875-25-3044

三豊市詫間町松崎 2780-92

七福

090-2823-7476

観音寺市柞田町甲 46-3

関東
北陸
近畿

四国
九州

店舗名

香川・愛媛せとうち旬彩館
手打ちうどん
あじさい

源平うどん

讃岐うどん

基蔵

あから

手打ちさぬきうどん
讃岐うどん房
うどん

あおい

鶴越

かおりひめ

※さぬきの夢こだわり店

心

うどんキッチン & カフェ 絹延橋うどん研究所
上を向いて

うどんの庄

真田

道楽うどん

うすき店

道楽うどん
麺ごころ

坂ノ市本店

にし平

カネキ製麺

埼玉県春日部市大場 1292 ー 1

本郷南方店

0476-37-3783

長野県安雲野市穂高 4749-1

新潟県上越市本町 4-4-8 イレブンプラザ内
京都府京都市左京区下鴨高木町 31-1

大阪府大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3 ビル B2F
大阪府高槻市郡家新町 43-7
兵庫県川西市小戸 3-23-6

大分県大分市坂ノ市木田 1-1
大分県臼杵市野田 230

宮崎県宮崎市高千穂通 1-3-38

宮崎県宮崎市大字本郷南方 2517-1

0263-75-3277

025-512-6111
075-277-4754

06-6458-5518

072-686-0035
072-767-7639

大阪府寝屋川市香里南之町 34-5
高知県香南市野市町西野 1893-3

090-4093-2421
047-362-0522

千葉県富里市七栄 87-3

徳島県徳島市万代町 4 丁目 45-2

店舗電話

03-5537-2684

0296-76-2088

千葉県松戸市松戸新田 556

水車
萬亭

新橋マリンビル 2F

茨城県桜川市友部 1037-2

うどん棒大阪店
手打ちうどん

店舗所在地

東京都港区新橋 2-19-10

※

087-524-8288

「さぬきの夢協力店」登録店舗情報（18 店舗）
地域

0877-46-3882

087-813-7037

綾歌郡宇多津町浜五番丁 63-10
坂出市加茂町仏願 147

かなくま餅

0877-75-1994

0877-32-8818

香川県綾歌郡綾川町滝宮 1578

山下うどん

0877-46-1311

090-4331-6701

仲多度郡多度津町山階 2129-1

綾川

※

0877-86-2910

多度津町大字葛原 857-6

麦笑

※

0877-21-7767

丸亀市福島町 54-8

坂出市富士見町一丁目 8-5

麦香

※

0877-73-3751

善通寺市大麻町 388

日の出製麺所
めん一

西讃

087-813-1551

小豆郡土庄町甲 5146

さぬき市多和兼割 93-1

瀬戸内ぶっかけうどん

中讃

087-868-6971

さぬき市志度 1370-11

石川うどん

087-888-2368

087-885-9567

高松市三谷町 1859-2

いなもく

※

087-889-1217

高松市田村町 1010

山

087-802-1181

※

080-6399-9509

高松市朝日町二丁目 11-12

おおみねのうどん屋さん

087-867-5171

087-833-8076

高松市仏生山町甲 3207-2

六平うどん（令和3年1月5日より営業再開）

※

087-881-7117

高松市川島東町 523-4

竜雲

※

087-874-1720

高松市番町 4 丁目 14-26

やまびこ屋

八十八庵

087-841-7877

高松市松縄町 1066-17

高松市鶴市町 2036-1

まさご屋

麺工房

087-814-5741

高松市新田町甲 2567-1

高松市国分寺町国分 348-3

本格手打ちさぬきうどん

※

087-814-4157

高松市林町 390-1

ふる里うどん

備考

087-882-1157

高松市伏石町 2149-16

番丁うどん

東讃・
小豆島

087-861-1233

高松市林町 238-1

ぴえろ

つるいち

087-865-2524

高松市郷東町 147

高松中央インター林店

いしうす庵レインボー店

讃岐めんさ

0878-79-8686

高松市木太町 1905-3

いしうす庵屋島店

さぬき麺業

087-899-6992

高松市松縄町 1013-26

I style

高松郷東店

さぬき麺業

087-831-3204

087-888-1519

高松市香南町岡 1358-1

大島家

さぬき麺市場

さぬき麺市場

高松市亀井町 8-19

高松市香川町浅野 258-1

かわたうどん

讃岐うどん工房

087-868-1154

高松市林町 455-3

本店

エビス

店舗電話

高松市上天神町 757

050-5316-2341
U-BURG1F

088-623-6622
0877-50-1533
097-547-7405

0972-64-0147
0985-20-2481

0985-56-1001

