
22日21日

東京都　神田　東京都　神田　 東京都東京都東京都　神田　東京都　神田　

横須賀のカレーはもちろん、
各地域自慢のカレーが大集合！！
横須賀のカレーはもちろん、
各地域自慢のカレーが大集合！！

全国海自カレーエリア全国海自カレーエリアB
10

パンフレット及びグッズ配布、模型展示パンフレット及びグッズ配布、模型展示

神奈川県　横須賀市　神奈川県　横須賀市　

12

護衛艦ひゅうがこくまろカレー護衛艦ひゅうがこくまろカレー

京都府　舞鶴市　京都府　舞鶴市　

13

させぼ自衛隊グルメ2種盛りカレー　
さわぎり＆こんごう
(SASEBOピンバッチ付き)

させぼ自衛隊グルメ2種盛りカレー　
さわぎり＆こんごう
(SASEBOピンバッチ付き)

長崎県　佐世保市長崎県　佐世保市

14

呉海自カレー呉海自カレー

広島県　呉市　広島県　呉市　

15

横須賀潜水艦基地隊 ドミグラカレー横須賀潜水艦基地隊 ドミグラカレー 護衛艦てるづきチーズチキンカレー護衛艦てるづきチーズチキンカレー

17～ ・

護衛艦きりしまポークカレー護衛艦きりしまポークカレー

18

横須賀海自カレーコーナー
3種類食べ比べ企画

横須賀市交流エリア横須賀市交流エリアC

22

カレー入り身天カツカレー入り身天カツ

愛媛県　松山市　愛媛県　松山市　

23

国産和牛牛すじ肉とタンルートを
じっくり煮込んだどて焼きカレー
国産和牛牛すじ肉とタンルートを
じっくり煮込んだどて焼きカレー

愛媛県　新居浜市　愛媛県　新居浜市　

24

青星寮カレー青星寮カレー

㈱横浜DeNA
ベイスターズ
㈱横浜DeNA
ベイスターズ

19

会津地鶏カレー会津地鶏カレー

福島県　会津若松市　福島県　会津若松市　

20
群馬県　富岡市　群馬県　富岡市　

21

門司港発祥　焼きカレー（枝豆と
コーンのチーズたっぷり焼きカレー）
門司港発祥　焼きカレー（枝豆と
コーンのチーズたっぷり焼きカレー）

福岡県　北九州市　福岡県　北九州市　

神奈川県　横浜市　神奈川県　横浜市　

富岡製糸場工女さんも愛したカレー
／スパイシーチキンウイング
富岡製糸場工女さんも愛したカレー
／スパイシーチキンウイング

全国カレー交流エリア全国カレー交流エリアA
2

金曜日の金時カレー金曜日の金時カレー

徳島県　松茂町徳島県　松茂町

3

チキンと野菜のスープカレーチキンと野菜のスープカレー

東京都　下北沢　東京都　下北沢　

5
東京都　神田　東京都　神田　

6

秋葉原カリガリ 特製2色掛けカレー
（カリガリ＆ジャパニーズ）
秋葉原カリガリ 特製2色掛けカレー
（カリガリ＆ジャパニーズ）

東京都　神田　東京都　神田　

4

濃すぎチキンカレー濃すぎチキンカレー

神奈川県　武蔵小杉　神奈川県　武蔵小杉　

8

市ヶ谷ブラック市ヶ谷ブラック

9

スパイスチキンカレースパイスチキンカレー

7

レモンクリームチキンカレーレモンクリームチキンカレー

1 北本トマトカレーの会北本トマトカレーの会 （一社）松茂まちづくり
推進機構
（一社）松茂まちづくり
推進機構

Rojiura Curry 
SAMURAI.
Rojiura Curry 
SAMURAI.

北本トマトカレー北本トマトカレー

KOSUGI CURRYKOSUGI CURRY べっぴん舎×TAKEUCHIべっぴん舎×TAKEUCHI 秋葉原カリガリ秋葉原カリガリ

べっぴん舎の赤べっぴんカリー＆
TAKEUCHIのスパイス香る粗挽き
キーマと季節やさいのサブジ

べっぴん舎の赤べっぴんカリー＆
TAKEUCHIのスパイス香る粗挽き
キーマと季節やさいのサブジ

APRON The DinerAPRON The Diner やっぱりカレーは
金曜日だよね
やっぱりカレーは
金曜日だよね

一条もんこ先生の
カレー診療所
一条もんこ先生の
カレー診療所

呉海自カレー呉海自カレー

TSUNAMITSUNAMI

ハングリーズハングリーズ

海上自衛隊カレーレトルト(物販)海上自衛隊カレーレトルト(物販)

調味商事／ヤチヨ調味商事／ヤチヨ

富岡市・
富岡市観光協会
富岡市・
富岡市観光協会

門司港グルメ会門司港グルメ会

観光交流都市松山
×㈲安岡蒲鉾
観光交流都市松山
×㈲安岡蒲鉾

ドン☆ぶり屋ドン☆ぶり屋

神田神保町コラボカレー神田神保町コラボカレー

埼玉県　北本市埼玉県　北本市

※写真はイメージです。内容や盛り付けが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。※写真はイメージです。内容や盛り付けが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

海上自衛隊海上自衛隊 御台所 セバル御台所 セバル

ミリタリー食堂
(させぼっくす99)
ミリタリー食堂
(させぼっくす99)

HONCH SHELLHONCH SHELL

会津若松市会津若松市



37

TVアニメ「スローループ」×
YOKOSUKAコラボカレー＆グッズ
TVアニメ「スローループ」×
YOKOSUKAコラボカレー＆グッズ

38

よこすか土産、ジュニアビレッジよこすか土産、ジュニアビレッジ

39

レトルトカレー、
ソフトドリンク（コカ・コーラ）
レトルトカレー、
ソフトドリンク（コカ・コーラ）

40

YOKOSUKAアクリルスタンド、
スカリン貯金箱、海軍カレー手ぬぐい
YOKOSUKAアクリルスタンド、
スカリン貯金箱、海軍カレー手ぬぐい

41

製品展示・サンプリング製品展示・サンプリング

42

YOKOSUKAゴジラカレーYOKOSUKAゴジラカレー

43

進ちゃんのよこすか海軍カレー、
よこすか土産の販売・ソフトドリンク
進ちゃんのよこすか海軍カレー、
よこすか土産の販売・ソフトドリンク

44

さいか屋謹製 よこすか海軍カレーさいか屋謹製 よこすか海軍カレー

45

よこすか海軍カレー関連商品＆
海自グッズ
よこすか海軍カレー関連商品＆
海自グッズ

カレーの街よこすかカレーの街よこすか お土産コーナーお土産コーナー

39 67

横須賀市
観光案内
横須賀市
観光案内

アンケートに回答すると

レトルトカレー1つプレゼント！！

アンケートに回答すると

レトルトカレー1つプレゼント！！

（横須賀市観光協会）（横須賀市観光協会）
（コカ・コーラ）（コカ・コーラ）

ドリンク
コーナー
ドリンク
コーナー

カレーの街よこすかエリアカレーの街よこすかエリアD

海軍カレーパン海軍カレーパン

26

からあげ海軍カレーからあげ海軍カレー

27

ホテル特製カレーホテル特製カレー

28

横須賀カレー牛ホルモン横須賀カレー牛ホルモン

29

よこすか海軍カレーバーガーよこすか海軍カレーバーガー

中島三郎助カレー焼きそば中島三郎助カレー焼きそば

31

バターチキンカレーバターチキンカレー

32 33

牛肉よこすか海軍カレー牛肉よこすか海軍カレー

34

よこすか海軍カレーライスコロッケよこすか海軍カレーライスコロッケ

35 36

バターチキンカレーバターチキンカレー

横須賀野菜をふんだんに使った
海軍カレー
横須賀野菜をふんだんに使った
海軍カレー

よこすか海軍カレーよこすか海軍カレー

25

30

東京湾フェリー㈱東京湾フェリー㈱ ㈲日本フーズ㈲日本フーズ 観音崎京急ホテル観音崎京急ホテル 居酒屋 和貴居酒屋 和貴 TSUNAMITSUNAMI

日米親善ブース日米親善ブース インド・ネパール
カレーハウス サリナ
インド・ネパール
カレーハウス サリナ

インド・ネパール
カレー NIRVANA
インド・ネパール
カレー NIRVANA

チーズモック 
in すえひろ
チーズモック 
in すえひろ

横須賀松坂屋＆
炭火焼タイガー
横須賀松坂屋＆
炭火焼タイガー

横須賀ビール横須賀ビール カレーハウス
CoCo壱番屋
カレーハウス
CoCo壱番屋

横須賀海軍
カレー本舗
横須賀海軍
カレー本舗

横須賀海軍
カレー本舗
横須賀海軍
カレー本舗

株式会社ヤチヨ株式会社ヤチヨ

よこすかグッズ販売
マルト
よこすかグッズ販売
マルト

ハウス食品㈱ハウス食品㈱ ＹＯＫＯＳＵＫＡ
ゴジラカレー
ＹＯＫＯＳＵＫＡ
ゴジラカレー

横須賀海軍酒保横須賀海軍酒保 ㈱さいか屋㈱さいか屋 横須賀海軍
カレー本舗
横須賀海軍
カレー本舗

●詳細は飲食可能エリアにある
　ＱＲコードから！
●アンケートに回答したら
　本部までお越しください！

●詳細は飲食可能エリアにある
　ＱＲコードから！
●アンケートに回答したら
　本部までお越しください！

※レトルトカレーのプレゼントは予定数達し次第、終了となります

4639

21日・22日　各日先着200名様（協賛：ハウス食品（株））


