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◆今回の日本百選◆今回の日本百選

名湯百選名湯百選第9回

日本百選
“ちばの魅力”を世界にアピール！ Spread the charm of Chiba around the world!



　名湯百選は、NPO法人「健康と
温泉フォーラム」が、「温泉療法医
がすすめる温泉」という観点から
選んだ温泉です。温泉に関しての
百選は数多く存在しますが、「名湯
百選」では選定の基準として、湯の
性質や効能が重視されています。 

　「勝浦温泉」は、勝浦市内を流れる夷隅川の清流に面した場所に
あり、静かな山間にある自然豊かでのどかな温泉です。約80年
ほど前から温泉地として営業しており、長きにわたり近隣地域の
保養地として知られてきました。
　湧き出るお湯は単純茶褐色で、温泉に入ると肌がつるつるにな
ることから「つるんつるん温泉」の名称で親しまれています。近隣の
方も畑仕事を終えられてここに立ち寄り、疲れを癒やすそうです。
週に数回、中にはほぼ毎日ご利用される方もいらっしゃいます。
　また切り傷・やけど・慢性皮膚病・虚弱児童・神経痛・慢性婦人病
などの効能が温泉療法医によって認められ、千葉県で唯一「名湯
百選」に選定されています。その効能を目当てに市外はもちろん、
県外からお越しの方も多くいらっしゃいます。
　温泉に併設された広間では、日帰り入浴のお客さま向けに定食
をお出ししています。
おすすめは何といっ
ても、地元のお米を

お釜で炊いた炊き立てご飯です。人気は美味しいお米
と相性が最高な貝柱のかき揚げと自家製しょうゆで
食べる地魚の刺身定食。そのほか、地元の獲れたての
魚介類を中心にした御膳や名物勝浦タンタンメンも
お楽しみいただけます。
　また温泉施設脇の広い敷地には、温泉宿が営む
オートキャンプ場があり、温泉付きのキャンプ場として
家族連れに大人気となっています。四季それぞれに楽
しみのある温泉です。皆さんもぜひお越しください。 ▲無臭で少し赤みのある淡黄褐色の湯

◎勝浦温泉の主な特徴（鉱泉分析試験による分析成績／抜粋）
　・泉　　　質／ナトリウム一塩化物・炭酸水素塩泉
　・原泉の性状／淡黄褐色透明、微塩味、無臭、ph値8.32（弱アルカリ性）

▲温泉施設は、夷隅川（いすみがわ）沿いの豊かな自然の中にあります。　　　　　　

▲浴室
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勝浦温泉
末吉　政巳代表取締役 さん

「名湯百選」に県内唯一選定された 
温泉療法医がすすめる勝浦温泉。

名湯百選とは？



日帰り入浴も楽しめる地域の娯楽スポット

　勝浦温泉（勝浦つるんつるん温泉）は、玄関を開ける前からカラオケの音が聞こえ、大広間
はいつも地元のお客さまで賑わっています。近隣のお年寄りにも人気があり、毎週送迎バスで
来る方も多いとのこと。温泉は、神経痛や皮膚病等に効果があると言われているほか、原泉に
美肌成分が含まれていることもあり、温泉名のように“つるんつるん”の美肌を求めて連日女
性客の姿が絶えることがありません。また宿泊される方以外でも、行楽の途中に立ち寄り“日
帰り入浴”を楽しむこともできます。入浴後は、地元勝浦漁港で水揚げされた新鮮な魚介類を
使用した、郷土料理や各種定食が堪能できます。

●問い合わせ勝浦つるんつるん温泉
勝浦市松野1143　TEL.0470-77-0311
年中無休 8：30～ 20：00　19：00受付終了
月・火・水は18：00で閉店。（祝日の場合は翌日）
※季節により早めに終了する場合があります。
※チェックイン14：00から、チェックアウト11：00まで
※その他、くわしくはWebサイトをご確認ください。
　http://katuuraonsen.com/index.html

▲別館離れ、貸切風呂（宿泊可、要予約）

貝柱のかき揚げ丼
￥800＋消費税

刺身定食
￥1,500＋消費税

▲カラオケ設備などが整った宴会場

◎宿泊料金／大人￥9,075～（1泊2食付）
　※ハイシーズン及び土曜日、祝日の前日は割増。
　※別途、奉仕料・税金がかかります。
◎日帰り入浴／大人￥800、小人￥400

　温泉施設に隣接する緑の芝生が広がる敷地は、
広さ約6,000㎡の開放感あふれる勝浦温泉直営の
オートキャンプ場です。もちろん、車の乗り入れが可
能でテントサイト53区画のほか、冷暖房完備・冷蔵
庫付のログキャビンやロッジもある本格的なキャン
プ場です。都会では味わえない自然を満喫できる贅
沢な空間で、ペットと一緒もOKです。嬉しいのは、建
築廃材の薪を自由に無料で使えることで、特に薪を大
量に消費する冬場は薪ストーブユーザーにとっては、
とてもありがたいサービスです。

▲4人～6人用のログキャビン　
　￥14,000～

▲無料で提供される、建築廃材を利用した薪

▲4人～10人用のロッジ　￥18,000～

▲入口付近の看板

●開設期間／通年（年中無休）
●申込方法／利用日の2カ月前より電話、FAXにて受付

勝浦温泉直営のオートキャンプ場

JR外房線
勝浦駅

夷隅川

松野交差点　　　　

オートキャンプ場　　

《裏表紙でご紹介》

《裏表紙でご紹介》

勝浦温泉

勝浦朝市京葉銀行
勝浦支店
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かつうらビッグひな祭り

●問い合わせ オートキャンプ場
勝浦市松野1126-2　TEL.0470-77-1777

勝浦つるんつるん温泉直営

※その他、くわしくはWebサイトをご確認ください。
　http://katuuraonsen.com/camp/camp.html

原泉入り（美肌成分）なので乾燥に
よる肌荒れを防ぎ、
しっとり素肌に整
える効果が期待で
きる商品です。

300ml入り（左）
￥1,260（税込）

￥2,800（税込）
950ml入り（右・お徳用）

「勝浦つるんつるん温泉」の源泉入り
“ボディソープ”を販売！
「勝浦つるんつるん温泉」の原泉入り
“ボディソープ”を販売！

地元勝浦港で水揚げされた新鮮な魚介類を
贅沢に使った、ランチメニューも充実！

http://katuuraonsen.com/camp/camp.html
http://katuuraonsen.com/index.html


2019.6（次回発行／2019年7月22日）取材協力・写真提供・撮影協力／勝浦温泉（勝浦つるんつるん温泉）　熱血！！勝浦タンタンメン船団　勝浦市観光商工課観光商工係　　　　

《日本百選 of ちば》今月の誌上クイズ
　※答えは、京葉銀行のホームページにある、
　　「日本百選 of ちば」の第9回をご覧ください。

①炭 酸 水 素 塩 泉
②硫 酸 塩 泉
③二 酸 化 炭 素 泉

　今回ご紹介した勝浦温泉は「美肌の湯」として知られていますが、泉質（温泉成分）が
お肌をなめらか＆スベスベにするのだと言われています。勝浦温泉の特徴でもある
「美肌の湯」の代名詞にもなっているその泉質とは何でしょうか？　
次の3つの中から正解を1つ選んでください。

勝浦市周辺の
　  立ち寄りスポット！

勝浦市勝浦173
TEL.0470-73-1231

勝 浦 支 店
ＯＮＥ勝浦企業組合

支店情報
　

最寄りの
　

《勝浦おみやげ市場　公式サイト》
http://www.one-katsuura.com

勝浦市墨名657-2　TEL.0470-73-4554
公式サイト／http://katsutan-sendan.com

●問い合わせ　熱血!!勝浦タンタンメン船団

2014年に「地域団体商標」を取得！
　熱血!!勝浦タンタン
メン船団は、ご当地グ
ルメ「勝浦タンタンメ
ン」を通して勝浦のま
ちおこし活動を行うた
めに2011年に立ち上
がった市民団体。勝浦
の知名度をもっと上
げて、「勝浦に行こう
ぜ！」と言ってもらえる
ような活動を、「まち
おこしは人おこし！」
「人が変わればまちが
変わる！」を合い言葉にたくさんの仲間が大好きな勝
浦のために活動を続けています。
　熱血!!勝浦タンタンメン船団は2015年に開催され
た「第10回Ｂ-１グランプリin十和田」でゴールドグラ
ンプリを受賞するなど、勝浦の名を全国に轟かせてい
ます。その活動の一環として、地域団体商標として「勝
浦タンタンメン」の商標登録出願を行い、商標登録が
認められています（商標登録第５７０３８１９号）。このよ
うな活動趣旨に基づき、原則として勝浦地域以外で
地域ブランド「勝浦タンタンメン」の使用は認められ
ておりません。

熱血！！勝浦タンタンメン船団 
船団長 磯野　典正さん

　「勝浦のタンタンメン」は、当地の海女さん・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定着しました。
特徴は、通常のゴマ系ではなく、醤油ベースのラー油が多く使
われたラー油系タンタンメンであること。具材はみじん切りの
玉ネギと挽肉が入ることが一般的で、お店によってはニンニク、
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います。

勝浦タンタンメン勝浦タンタンメン

「のぼり旗」のあるお店と船団監修商品
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★熱血!!勝浦タンタンメン船団監修商品は、
　Webサイトからもお買い求めいただけます。 
　

勝浦
タンタンメン
ピーナツ揚
1個
¥ 360（税込）

勝浦タンタンメン（生麺）

★熱血！！勝浦タンタンメン船団監修商品

1個 ¥ 756（税込）

「勝浦おみやげ市場」おすすめ

●勝浦朝市

●かつうらビッグひな祭り

　勝浦漁港などで水揚げされた近海の魚介類や地元産の野
菜・果物、さらには工芸品などが約50店もの露天に並ぶ勝浦の
朝市。400年以上の歴史があり、石川県の輪島、岐阜県の高山
とともに日本の三大朝市と言われています。現在は、水曜日を
除いて毎日開かれていま
す（1～１５日：下本町通
り、16日～月末：仲本町
通り）。朝6時頃から午前
11時頃の開催で大勢の
人々が集う、勝浦名物の
ふれあい朝市です。

　全国各地から寄せられた約3
万体もの鮮やかなひな人形が市
内各地に飾られ、街中がひと足
早くひな祭りムードに染め上が
ります。開催は、毎年2月下旬か
ら3月の上旬まで。特に、遠見岬
神社の石段60段に紅い緋毛氈
を敷き詰め、その上に1,800体
ものひな人形を飾った眺めは圧
巻そのもの。

●問い合わせ／ビッグひな祭り実行委員会
（勝浦市観光商工課内）

●問い合わせ／一般社団法人勝浦市観光協会
TEL.0470-73-2500

見逃せな
い味！！

ホームページでもご覧いただけます。
　
京葉銀行　情報誌
　

TEL.0470-73-6641

LINEからも
「日本百選 of ちば」を
配信しています。 公式アカウント

正解は→① 炭 酸 水 素 塩 泉

http://katsutan-sendan.com/



