
香川さぬきうどん三昧１７計画表（Rockz案)

11月23日

店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 １番人気 ２番人気 ３番人気 備考

坂出山下 坂出市加茂町杉仏147-1 0877-48-1304 8:00～16:00（日祝～14:00) 月 えびかきあげうどん(350) 金時豆天うどん(270) かきあげうどん(270) これぞ、讃岐独特の生きているうどんを実感

あやうた製麺 丸亀市綾歌町岡田西1785 0877-86-3993 10:00～14:30 無休 「もり家」グループのセルフのお店

あつまり 高松市成合町752-5 087-865-9981 10:00～14:30 不定休 味付穴子天婦羅うどん(500) ぶっかけうどん(250) 釜玉うどん(220) ご夫婦のまごころが織り成す感動の一杯

うまじ家 観音寺市植田町字東下1714 0875-23-1933 11:00～20:00 水 天ぷらうどん(620) ぶっかけ(300) 天おろし(680) セルフ並みの安さで一般店ならではの旨さを

日乃出 善通寺市善通寺町6-3-21 0877-62-0418 11:00～18:30 火 明治初期から営業する味わいあるうどん屋

むら家 高松市香西東町394-1 090-3184-5434 11:00～16:00 水 かまたま(170) かけ(120) ひやしょうゆ(120) 安い・うまいの“うれしい”が並ぶ

11月24日

店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 １番人気 ２番人気 ３番人気 備考

こがね製麺所 善通寺市文京町2-8-12 0877-63-3369 7:00～18:00 無休 かけうどん(190) おろしぶっかけ(270) 肉ぶっかけ 尾を引く味の元祖なんちゃって製麺所

うどんや井上 琴平町177-2 0877-75-3907 10:00～14:00 月 あっさりうどん(350) ひっそりとたたずむ穴場の店

三嶋製麺所 坂出市高屋町1314 0877-47-1626 11:00～13:00 日 まんま家のほのぼの製麺所

こころ 高松市中野町16-18 087-834-0527 11:00～15:00、17:00～23:00 日 氷釜あげうどん(580) 冷かけうどん(180) 梅ぶっかけうどん(380) こだわりが光るまごころうどん

讃岐製麺所 丸亀市中府町2-2-26 0877-24-1380 11:00～14:00 日祝 かけうどん(150) 冷しうどん(200) 湯だめ(200) 神社の境内にあるらしいナゾの名店

とらや 坂出市沖の浜1-4 0877-45-7366 10:30～15:00 木 カレーうどん(450) 明うどん(300) 温泉卵冷ぶっかけ(400) 名店「明」を継ぐ店主の思いと手間と技がさえる

11月25日

店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 １番人気 ２番人気 ３番人気 備考

スタート 綾川町滝宮297-141 087-876-3038 7:30～18:00 火 Ａモーニング 日替わりタイムランチ(650) 焼うどん(630) ひと味違ったうどんの楽しみ方発見

小縣家 まんのう町吉野1298-2 0877-79-2262 9:30～18:00 火 ●お土産うどん 元祖しょうゆうどん

真打亭 高松市川島東町939-6 087-848-0313 10:00～14:00 水 かけうどん(160) ぶっかけうどん(160) ざるうどん(230) もちもち感がうれしい老舗店の麺

虎屋丸亀店 丸亀市原田町2172 0877-23-1705 10:00～16:00 火 明治7年建築の家を改装したくつろげる場所

黒田屋 高松市築地町16-16 087-831-4295 10:30～翌5:00 無休 ローソンよりも早く開始した黒田屋システム

こむぎ屋 坂出市京町2-4-1 0877-46-7350 11:00～15:00 火 天ぷらうどん(600) 釜あげうどん(350) ざるうどん(300) 味のキメ手は釜から口までの時間

源内 さぬき市志度1597 087-894-0180 10:00～20:00 月(祝火) 天ざるうどん(1000) かしわうどん(700) カレーうどん(700) 妥協のない伝統の技と味



予備

よだ さぬき市大内町西村16-1 0879-25-8615 11:30～14:30 月 かけうどん＋えびかきあげ ぶっかけうどん(430) ざるうどん(380) 〝さぬきの夢２０００〟に惚れ込んで！

さぬき一番 高松市三名町105-2 087-889-7433 10:00～21:00 月 肉ぶっかけ 鳥ぶっ天(550) マーボーめん(550) 本格四川料理との斬新なコラボに拍手喝采！！

うどん田中 高松市林町455-3 087-888-1519 10:00～19:00 月 ねぎ味噌うどん(530) おろし肉ぶっかけ(580) おろし天ぶっかけ(730) 田舎風みそとで味わう小麦・水・塩の三つぞろえ麺

更科 高松市百間町2-1 087-821-5935 10:00～20:00 月(祝火) 天ぷらうどん(840) かやくうどん(525) なべ焼うどん(892) 店名はそば屋、でも讃岐じゃうどんと共演

番丁 高松市番丁4-14-26 087-833-8076 10:00～19:00 第２土・日祝 しっぽくうどん(580) 鍋焼きうどん(600) カレー鍋うどん(600) 昼からの活力に大ボリュームのしっぽくうどん

山下 高松市国分寺町国分1033-2 087-874-0143 11:00～15:00 日 かけうどん＋金時まめ天(290) ぶっかけうどん(270) ざるうどん(290) 何杯でも食べられる魅惑の麺

六平 高松市多肥町77-3 087-867-8429 11:00～20:00 月 みそ煮込みうどん(620) 日替りうどん定食(550) 天ぷらうどん(520) 讃岐うどんと八丁味噌の夢のコラボ

じゅん 高松市庵冶町浜6384-1 087-871-4045 11:30～22:00 月 珍しいメニューの多い喫茶店風な店

宝山亭 高松市香南町横井1015-2 087-879-4681 11:00～19:00 月 肉うどん(450) お化けうどん(400) 天ぷらうどん(450) 名物どじょううどんは大人気の逸品

いこい さぬき市長尾西271-5 0879-52-2475 11:00～20:00 日 どじょううどん(950) うちこみうどん(850) どじょうころいり 体の中から温まる、懐かしきドジョウうどん

かつや 三豊市三野町大見甲5854-1 0875-72-3841 11:00～14:40 日 かつやの冷し(400) 特製かつやうどん(550) 肉うどん(500) しっかりかき混ぜて召し上がれ

塩がま屋 宇多津町浜六番86-2-15 0877-49-2582 11:00～20:30 水 天ざる(892) 梅とろろぶっかけ(577) 肉ぶっかけ(577) 目指せ地元の味！お好みの麺は細麺？太麺？

瀬戸うどん 観音寺市瀬戸町1-15-22 0875-23-1905 10:00～19:00 水 シャコ天うどん 意外性と話題性のあるメニューがいっぱい

さぬき源平うどん 高松市屋島西町1350-22 087-841-6010 10:00～19:00 無休 ひやかけ(200) 与一ざる(530) 源氏うどん(600) 食べる人の気持ち 優先のアイデアいっぱいのうどん

北乃家 坂出市林田町3170-1 0877-47-2266 11:00～14:30 木 肉ぶっかけうどん(350) 温玉ぶっかけうどん(280) ぶっかけうどん(200) 待たずに味わえるできたて麺

元 高松市一宮町1586-2 087-886-0821 11:00～19:00 木 冷やしたぬき(450) ぶっかけメニュー カレーうどん(470) 天かすだって立派な主役です！

こんぴらうどん工場店 琴平町琴平680 0877-73-3128 7:00～18:00 無休 むかしながらの地域にとけ込んだ製麺所

大木戸 高松市牟礼町牟礼3720-508 087-845-6252 11:00～14:00 年末年始 かけうどん(210) ぶっかけうどん(310) 冷やしかけうどん(210) 麺・だし・天ぷらが三位一体となり見事に調和

大吉 高松市鶴屋町2-8 087-821-0337 10:30～16:00 日・年末年始 国産小麦100％の化学調味料を使わないこだわり

うどん旅 宇多津町岩屋3445 0877-49-2088 11:00～14:00 日・祝 職人肌の大将とにこやかな奥さんのハーモニー


