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米海軍プロデュースの公式レシピ
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2009年11月18日、米海軍横須賀基地がプロデュースした本物
のニューヨークスタイルチーズケーキがレシピ提供されました。
日本の一般的なニューヨークチーズケーキとは比較にならない
ほどチーズをふんだんに使い、濃厚でクリーミーな味わいとグラ
ハムクラッカーの香ばしいクラストが特徴です。

日米の友好により誕生したこのチーズケーキには、日本の象徴「桜＝Cherry」がトッピングされ
「Cherry Cheese Cake」となりました。他にはない本場のアメリカンテイストをぜひご賞味ください。

GuideMap
ガイドマップ

米海軍横須賀基地司令官から
横須賀市長にレシピを授与

ヨコスカネイビーバーガー
ヨコスカチェリーチーズケーキ

このマークのある店舗では、
「ヨコスカネイビーバーガー」が食べられます!

❹TSUNAMI カレー＆グリル  ❺TSUNAMI
【ツナミ カレー＆グリル／ツナミ】
チェリーチーズケーキ ￥7００（税別）

（ドリンクセット ￥8５０（税別））

ハーフサイズ ￥5００（税別）
（ドリンクセット ￥60０（税別））

アメリカ産クリームチーズと厳選した生クリー
ムを使用し、高さのあるニューヨークスタイルな
らではの濃厚でクリーミーな味が特徴です。

横須賀海軍カレー本舗
チェリーチーズケーキ ￥７２０
米海軍レシピを忠実に再現したコクのあるチー
ズケーキには、人気のカレーソフトかバニラソフ
トが付きます。
［住］横須賀市若松町1-11-8 YYポート横須賀2F
［電］046-829-1221／［休］1月1日～1月3日
［営］月～金11：00～16：00、土日祝11：00～20：00
★テイクアウト可　

❼どぶ板食堂 Perry
【ドブイタショクドウ ペリー】
チェリーチーズケーキ ￥７５０

（ドリンクセット ￥９００）

手作りにこだわった自家製ケーキ! !
そのため数量に限りあり! ! 濃厚なのにさっぱり
した甘さひかえめのチーズケーキです。

❾Restaurant LAUNA
【レストラン ラウナ】
チェリーチーズケーキ ￥６８０（税別）

薫り高く滑らかな食感のケーキにカラフルなフ
ルーツをトッピング。超濃厚なチーズケーキに
さっぱりなフルーツ! !レストランならではの目と
鼻と口、全てで楽しめる1品です。

メルキュールホテル横須賀
チェリーチーズケーキ ￥６００
北海道産のクリームチーズを使用し、チェリー
ソースをとじ込めたパティシエこだわりの絶品
チーズケーキ。高級感漂うロビーラウンジでお
楽しみいただけます。

【1F ロビーラウンジ シャンゼリゼ】
［住］横須賀市本町3-27
［電］046-821-1469（ラウンジ直通）
［休］無休／［営］9：00～17：30　★テイクアウト可

観音崎京急ホテル
チェリーチーズケーキ ￥64８

（ケーキセット ￥1,296 コーヒーor紅茶付）

北海道産クリームチーズにマスカルポーネチー
ズをブレンド。2つのチーズが醸し出す濃厚で深
い味わいとなめらかな口当たりが特徴です。

［住］横須賀市走水2
［電］046-844-9080／［休］無休
［営］１１：３０～２０：３０（LO）
★テイクアウト可

店舗の詳細は中面（バーガーマップ）をチェック!

❷ハングリーズ
チェリーチーズケーキ ￥75０
クリームチーズ本来の味を楽しんでいただくた
め、余分な材料を一切使用しないこだわりの
ケーキ。チーズのなめらかな食感とほどよい酸味
のチェリーソースはアイスとの相性も抜群です！

店舗の詳細は中面（バーガーマップ）をチェック!

店舗の詳細は中面（バーガーマップ）をチェック!

店舗の詳細は中面（バーガーマップ）をチェック!

YOKOSUKA Shell / Music Restaurant Angelo
【ヨコスカ シェル／ミュージック レストラン アンジェロ】
チェリーチーズケーキ ￥６００（税別）

（ドリンクセット ￥７５０（税別））

ふんだんにクリームチーズを使用したチーズ
ケーキはまさにアメリカン。さっぱりとしたチェ
リーソースとジェラートアイスは抜群のトッピン
グ。甘さひかえめなので男性にもおすすめです。

店舗の詳細は中面（バーガーマップ）をチェック!これが本物のアメリカンチーズケーキ!

灯台京急線　

観音崎公園
横須賀
美術館

横浜横須賀道路

馬堀海岸

観音崎京急ホテル

ハンバーガーがアメリカで創作されたのは１００年以上前。
国内の広がりを経て、２０世紀初めには、米海軍でも勤務時
に手軽に食べることのできる貴重なメニューとなりました。

１９４０年代後半、米海軍から横須賀に様々なアメリカ文化が広がっていく中、ハンバーガーは汐入駅
近くにあったEMクラブでビッグバンドジャズの演奏と共に供され、日本でこの新しい食べ物を一般
市民が初めて味わう機会となりました。そのため、今や日本全国で大人気のハンバーガーは横須賀
が発祥の地の一つと言えます。そして、現在、米海軍基地の一般公開では、兵隊やその家族たちに
よって炭火調理される、本場のハンバーガーが非常に高い人気を博しています。
２００８年１１月、米海軍横須賀基地から、海軍の伝統的なハンバーガーの調理法が横須賀市へ提供さ
れました。
このレシピを元に誕生したのが『YOKOSUKA NAVY BURGER』です。

GuideMap
ガイドマップ

ハンバーガーと横須賀の歴史ハンバーガーと横須賀の歴史

Yokosuka
Navy Burger

ヨコスカネイビーバーガー
ヨコスカチェリーチーズケーキ
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❶カフェレストラン コルセール
横須賀港の景色が楽しめるレストラン。上質な肉と特
製バンズの組み合わせは絶品。
特製ブラウンソースでフレンチの味も楽しめます。

［住］横須賀市汐入町１-１ ヴェルニー公園内
［電］０４６-８２７-１８１９／［休］月曜（祝日の場合は翌日）
［営］１１：００～１５：００
ディナー１7：００～19：3０（LO）
◆ヨコスカネイビーバーガー（１７０g）
ポテト付１,1００円※ドリンクセットは１,3００円

アメリカ海軍伝統の
本場の味が楽しめます!

このマークのある店舗では、
「ヨコスカチェリーチーズケーキ」が食べられます!

Yokosuka
Navy Burger

❸SURF TACO
【サーフ タコ】
TSUNAMIの姉妹店。気軽に食べられるこじんまりと
したカウンタースタイル。直火焼きのジューシーなパテ
と特製バンズがこだわりです。

［住］横須賀市本町２-７
［電］０４６-８２３-３５３３／［休］不定休
［営］１７：００～２３：００　土日祝１１：００～２３：００
◆ヨコスカネイビーバーガー（２２７g）１,1００円（税別）
◆クオーターネイビーバーガー（１１３g）70０円（税別）
　※＋３００円（税別）でポテト＆ドリンクセット

❹TSUNAMI カレー＆グリル
【ツナミ カレー＆グリル】
カレーマイスターが作るよこすか海軍カレーをはじめ
ヨコスカチェリーチーズケーキとともに、横須賀三大グ
ルメが味わえます。20万個突破記念で発売した総量
1,050ｇのロナルドレーガンバーガーや、1,800ｇの巨
大第七艦隊バーガーも大人気です。

［住］横須賀市本町２-２-８／［電］０４６-８２８-５２７３／［休］1月1日
［営］１１：００～２0：００（LO）　土日祝１０：００～２0：００（LO）
◆ヨコスカネイビーバーガー（２２７g）1,1００円（税別）
◆クオーターネイビーバーガー（１１３g）70０円（税別）
　※＋３００円（税別）でポテト&ドリンクセット

Music Restaurant Angelo
【ミュージック レストラン アンジェロ】
フランスパン粉を使ったバンズは歯応えあり。肉汁が
しみ込んだバンズとパテのハーモニーは最高です。

［住］横須賀市大滝町２-１６ 小菅ビル５F
［電］０４６-８２８-７５９０／［休］無休
［営］月～金１１：３０～１４：００、１９：００～５：００
土・日１９：００～５：００、ランチは予約のみ
◆ヨコスカネイビーバーガー（２２７g）１,０００円（税別）

❻RESTAURANT BAR CANTINA
【レストラン バー カンティーナ】
粗挽きのアメリカンビーフを直火で丁寧に焼き上げる
本格バーガー。コラーゲン入りのふんわりとしたバン
ズは女性に人気。トッピングの種類も豊富です。

［住］横須賀市本町２-１３／［電］０４６-８２５-９５１７
［休］無休／［営］１５：００～翌１：００
◆ヨコスカネイビーバーガー（２２０g）1,0００円
◆クオーターネイビーバーガー（１１０g）65０円 

❷ハングリーズ（旧ハングリーボーイ）
横須賀の老舗レストラン。こだわりの牛肉と特製バン
ズ、黒毛和牛の粗びきパテが絶品 ! オリジナルバー
ガーも人気です。

［住］横須賀市本町３-３１ ベイスクエアよこすか２番館２階
［電］０４６-８２４-３８１２／［休］不定休
［営］１１：0０～２２：００（LO21：30）
◆ヨコスカネイビーバーガー（２００g）
　ポテト&ピクルス付１,３００円

❽ハニービー
創業1968年。在日米海軍駐屯基地メインゲート正面
のアメリカンダイナー。米兵も集う創業以来変わらな
い味をぜひ堪能しに来てください！

［住］横須賀市本町２-１ 本町ビル1階・地下1階
［電］０４６-８２５-９０９６
［休］無休／［営］１１：３０～late night
◆ヨコスカネイビーバーガー（２２７g）1,200円（税別）

モアイモ食堂
大人気ハンバーガー屋の技術と味を引き継いだ店主
の極旨ネイビーバーガーここに有り！お子様連れの方
も安心してお召し上がりいただけます。

（キッズルーム有ります。お問い合わせください！）
［住］横須賀市本町１-１／［電］０４６-８27-2051／［休］月曜
［営］１１：００～２4：００（日曜LO２０：００ CLOSE21：00）
◆ヨコスカネイビーバーガー（２２7g）１,２0０円
◆クオーターネイビーバーガー（１１3g）68０円
　※＋30０円でフライドポテト&ドリンクセット

❺TSUNAMI 
【ツナミ】
第１回横須賀グルメコンテスト横須賀経済新聞賞受
賞。直火焼きのジューシーなパテと溶岩窯で焼いた特
製バンズがこだわり。空母にちなんだ総量500ｇの
GWバーガーが一番人気です。

［住］横須賀市本町２-１-９／［電］０４６-８２７-１９４９／［休］1月1日
［営］１１：００～２1：００（LO）　土日祝１０：００～２1：００（LO）
◆ヨコスカネイビーバーガー（２２７g）1,1００円（税別）
◆クオーターネイビーバーガー（１１３g）70０円（税別） 
　※+３００円（税別）でポテト&ドリンクセット

❼どぶ板食堂 Perry
【ドブイタショクドウ ペリー】
バーガー、カレー、チーズケーキと横須賀名物が同時
に楽しめる気軽なアメリカンダイナー。香ばしいバンズ
は粗挽き肉と相性抜群です！

［住］横須賀市本町２-１９／［電］０４６-８７4-9322
［休］無休／［営］１１：００～２４：００（金・土は翌２：００まで）
◆ヨコスカネイビーバーガー（２２0g）1,２００円
◆クオーターネイビーバーガー（１１0g）７００円
　ポテト付

Younger Than Yesterday
【ヤンガー ザン イエスタディ】
ライブショーのあるレストラン・バー。様々なジャンルの
音楽を聴きながら日本のハンバーガー発祥の地「EM
クラブ」気分で本格ネイビーバーガーを!

［住］横須賀市大滝町２-１７ エルスビル４F
［電］０４６-８２８-８３０６／［休］月曜
［営］１８：００～イベントにより異なる
◆ヨコスカネイビーバーガー（２００g） ポテト付１,４００円
◆クオーターネイビーバーガー（１１０g） ポテト付1,100円
※ライブショーは別途料金

YOKOSUKA Shell
【ヨコスカ シェル】
フランスパンをアレンジしたこだわりのバンズは、
ジューシーな粗挽き肉と相性抜群! 4種類のオリジナル
ソースで楽しめます。

［住］横須賀市本町１-９／［電］０４６-８７６-５４６７
［休］無休／［営］１１：３０～２４：００（不定期に変更あり）
◆ヨコスカネイビーバーガー（２２７g）1,０００円（税別）
◆クオーターネイビーバーガー（１１３g）７００円（税別）
　※＋３００円（税別）でポテト&ドリンクセット

サスケハナ
居酒屋空母信濃の支店です。よこすか海軍カレー、地産
地消料理とお酒も楽しめます。

［住］横須賀市大滝町１-19 石井ビル1F
［電］０４６-８84-8635／［休］不定休
［営］１１：0０～14：００、17：00～22：00
◆ヨコスカネイビーバーガー（227g）1,00０円（税別）

❾Restaurant LAUNA
【レストラン ラウナ】
総重量850g ! 屈指の大きさ。こだわりのパテと香り高
く軽い食感の特注バンズで女性でも、意外に完食でき
る。1日30食限定なので予約がオススメです。

［住］横須賀市本町１-１５／［電］０４６-８５４-５６８８
［休］月曜（祝日は営業）／［営］１１：００～２１：００（LO２０：００）
◆ヨコスカネイビーバーガー（２２０g）１,２８０円
　＋２５０円でポテトフライ付 
　合計金額にプラス消費税がかかります

戦後に米軍を通じて広まり、今では全
国的な人気食となったハンバーガー。

その米海軍から提供された伝統的なレシピに基づいて作られたのが「YOKOSUKA 
NAVY BURGER」です。つなぎを一切使用しない 100% ビーフ。それを 170g 以上のビッ
グサイズでジューシーに焼き上げるまさに本場アメリカンバーガーの正統！また、同じレシ
ピに基づいて作っていますが、店ごとに肉の産地や挽き方、バンズにこだわりがあり、異な
る味わいが楽しめます。ぜひあなた好みのバーガーを探してみて！  ※（  g）は牛肉の重さです。

【米海軍伝統の公式レシピ】

店舗マップヨコスカネイビーバーガー・
ヨコスカチェリーチーズケーキ

YOKOSUKA NAVY BURGER and

YOKOSUKA CHERRY CHEESE CAKE
SHOP MAP

メルキュールホテル横須賀

横須賀海軍カレー本舗
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ホテルハーバー横須賀
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ショッパーズ
プラザ
横須賀

横須賀本港 米海軍横須賀基地

よこすか芸術劇場

緑ヶ丘女子校

汐入駅

横須賀中央駅

ホテルニューヨコスカ

セントラルホテル

三笠ビル商店街

諏訪小学校

よこすか海岸通り

三笠公園通り

横須賀市役所 常葉中学校

YYポート横須賀
ザ・プライム

基地正面ゲート

基地三笠ゲート

神奈川歯科大学

横須賀学院

ヴェル二ー公園

ドブ板通り

記念艦「三笠」

三笠公園

猿島観光船発着所

YOKOSUKA軍港めぐり乗船所
❽ハニ－ビー

❷ハングリーズ

❶コルセール

YOKOSUKA Shell
Music Restaurant Angelo

Younger Than Yesterday

諏訪公園

市役所前公園

❹TSUNAMIカレー＆グリル
モアイモ食堂

❸SURF TACO

観音崎京急ホテル
店舗マップは、反対面の
チェリーチーズケーキ

ご案内ページをご覧下さい。
Goods & Information
「ドブイタステーション」
ドブ板オリジナル商品をはじめ、各
種横須賀土産を販売。周辺のお薦め
スポットのご案内も!

❻CANTINA

❺TSUNAMI

❼どぶ板食堂 Perry

❾LAUNA
サスケハナ

ヨコスカネイビーバーガー ①・③・⑥・⑧・⑩・⑫・⑭
ヨコスカチェリーチーズケーキ ⑮・⑯・⑰
ヨコスカネイビーバーガー&ヨコスカチェリーチーズケーキ ②・④・⑤・⑦・⑨・⑪・⑬
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