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海軍で提供されていた軍隊食のレシピが記されており、
カレーライスの作り方についても記載があります。
　当時のレシピをもとに現代に復元したカレーが「よこ
すか海軍カレー」なのです。
　現在認定店は40店舗を超え、基本のレシピに各店のア
レンジを加えたカレーが提供されています。
　海軍カレーは栄養バランスを考慮し、サラダと牛乳を
必ず添えることが提供のルールとなっています。

当時のカレーレシピの要約
材　料：牛肉（鶏肉）・人参・玉葱・馬鈴薯（じゃ
がいも）・塩・カレー粉・小麦粉・米
作り方：
① 肉・玉葱・人参・馬鈴薯（じゃがいも）を
サイコロのように細かく切り炒める。

② フライパンに牛脂をひき、小麦粉を炒めてカレー粉・スープ・肉・
野菜を入れ弱火で煮込み塩で味を整える。
③ ご飯にかけて漬物類（チャツネ）を付けて提供する。
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「カレーの街よこすか」とは
　明治初期に日本海軍で蔓延していた
脚気の予防法を確立したのは後に海軍
軍医総監となる高木兼寛でした。その
時に採用されたカレー風味のシチュー
に小麦粉でとろみをつけたメニューが
現在のカレーライスの原型になりまし
た。海軍とともに歩んできた街・横須
賀。横須賀はカレー発信の地なのです。

高木兼寛
（提供：東京慈恵会医科大学）

カレーの街よこすかでは、メインブランドである「よこ
すか海軍カレー」のクオリティーを一定水準以上に保つ
ため、認定制度を採用しています。
原則として月１回行われる「カレーの街よこすか事業者部

会役員会」で承認されたカレーだけが、「よこすか海軍カレー」の名称で
販売を許可されています。

よこすか海軍カレー５原則
The 5 Rules of Yokosuka KAIGUN (Navy) Curry

What is “Yokosuka KAIGUN (Navy) Curry?”

１.   「海軍割烹術参考書」のレシピを基にしたカレー
です
 

２. 横須賀市内でしか提供できません

３. サラダと牛乳をセットにして提供します

４.   「ご当地グルメ」です　
Ｂ級グルメではありません

５. 認定店だけが名称使用を許可されています

海上自衛隊提供

認定
制度
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The recipe for curry rice is written in the Navy Cooking Reference Book, 
a collection of military recipes by the Imperial Japanese Navy published in 
1908. “Yokosuka KAIGUN (Navy) Curry” is recreated from this original 
recipe.

Over 40 approved restaurants arrange and serve KAIGUN (Navy) Curry. 
As a rule, it must  be served together with salad and 
milk in order to be nutritionally balanced.

The Curry must be based on the recipe from the Navy Cooking 
Reference Book.

The Curry can only be served within Yokosuka.

The Curry must be served together with salad and milk as a set.

The Curry must be made as a high-quality local gourmet dish.

The Curry can only be served at approved restaurants. 

　平成11年５月20日に横須賀市は「カレーの街」を宣言
しました。これが全国的にも初の試みとなる、横須賀市
役所・横須賀商工会議所・海上自衛隊横須賀地方総監部
が協力して行う「カレーによる街おこし事業」のスター
トとなりました。
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～これまでのあゆみ～

カレーの街よこすか

　平成11年５月20日、海上自衛隊横須賀地方総監部、
横須賀市、横須賀商工会議所の３機関により「カレーの
街宣言」が行われ、「カレーの街よこすか推進委員会」が
発足しました。当時、全国的にも数少ない「“食”による
街おこし」として、数多くのメディアにも取り上げられました。
　カレーのブランド名に「よこすか」を冠することで、
「カレー＝横須賀」のイメージ定着を図り、以来、街おこ
し事業として、「横須賀」を全国に発信し続けています。

　開始当初は、15社だった協力事業者は、現在、100社
を超える登録事業者による「カレーの街よこすか事業者
部会」へと発展しました。
　20年間で「よこすか海軍カレー」を中心に「オリジナ
ルカレー」「カレーパン」「レトルト商品」「お菓子」「雑貨」
等、ジャンルにとらわれない商品を展開しています。
　また、平成27年からは、海上自衛隊横須賀地方総監
部の協力のもと、自衛隊艦船の料理長のレシピを事業者
が再現した「横須賀海上自衛隊カレー」をスタートさせ
ました。

　今では横須賀のご当地グルメとしても広く知られ、市外
からも数多くの観光客が「よこすか海軍カレー」を目当て
に訪れます。「よこすか海軍カレー」は、横須賀の魅力
を伝える一翼を担っているのです。

よこすか海軍カレーとは
明治41年に発行された「海軍割烹術参考書」には、当時
日本海軍で調理されていた軍隊食のレシピが記されてお
り、カレーライスの作り方についても記載があります。
この海軍割烹術参考書のレシピ（調理法）をもとに、現
代に復元したカレーが「よこすか海軍カレー」です。

金曜日はカレーの日
海上自衛隊では毎週金曜日にはカレーライスを食べる習
慣があることから、 「カレーの街よこすか」では “金曜日
はカレーの日”として、金曜日にカレーを食べることを
推奨しています。

よこすかカレーフェスティバル
平成11年から毎年開催。例年５万人ほどの来場者で賑わ
います。（令和２年のカレーフェスティバルは中止とな
りました）

全校一斉カレーの日
平成24年２月24日、横須賀市の市立小学校47校及び特別
支援学校２校において、給食の献立が全てカレーライス
となりました。現在も年１回、継続事業として実施され
ています。

チャリティー活動
例年12月には「歳末チャリティーカレー」を実施し、チャ
リティーカレーの収益金は全額、「神奈川新聞歳末たす
けあい」募金を通じて福祉事業に寄付しています。また、
年末には、児童養護施設「春光学園」（小矢部）、「しらか
ばこどもの家」（長瀬）への施設訪問をしています。

全国の「食」イベント・市内イベントでのPR活動
「会津ブランドものづくりフェア」（福島県会津若松市）
「土浦カレーフェスティバル」（茨城県土浦市）
「旧軍港四市グルメ交流会」（広島県呉市・長崎県佐世保
市・京都府舞鶴市・神奈川県横須賀市）　
「えひめ・まつやま産業まつり」（愛媛県松山市）
など、友好都市やカレーによる街おこし事業をすすめる
地域の「食」のイベントに出展し、よこすか海軍カレー
を全国にPRしています。

TOPICS



☎
営

休 Ｐ カード 席

よこすか海軍カレーセット 
1,300円（税込） 辛さ

ハングリーズ
人参と玉ねぎをふんだんに使い、
５時間かけて煮込んだビーフカ
レーは白米との相性抜群。やや甘
口で食べやすい味。
横須賀市本町2-4 2F　▶MAP P32D
　046-861-6020
　平日11:00～14:00 17:00～21:30（LO）
　土日祝11:00～15:00 17:00～21:30（LO）
　不定休　　無　　不可　　45席

04

ウッドアイランド カレーレストラン
第１回カレー人気店コンテスト第１位
受賞（平成12年度よこすかカレーフェ
スティバル／2000年）。海軍割烹術参
考書を基に作ったビーフカレーです。
横須賀市大滝町1-4（米海軍基地裏門横）
▶MAP P34J　　046-827-4790
　11:30～19:00（食材完売による早め
の閉店あり）　　火・水曜日（祝日営業）
　無　　不可　　22席

☎
営

休
Ｐ カード 席

よこすか海軍カレー サラダ牛乳セット 
1,480円（税込） 辛さ

01 喫茶 ふるさと
不変の美味しさを誇る伝統的か
つ家庭的な海軍カレー。程良くス
パイシーなルーと牛肉の食感にス
プーンが進む。
横須賀市本町3-27 産業交流プラザ内3F
▶MAP P32D　
　046-828-1639
　9:30～17:00
　不定休　　無　　不可　　24席

☎
営
休 Ｐ カード 席

海軍カレーセット 1,050円（税込）
辛さ

05

☎
営

休 Ｐ カード 席

コーラル
とろとろに煮込まれた具材は口当
たりなめらか。隠し味のケチャッ
プが旨味とコクを出し、爽やかな
辛さがあとを引く。
横須賀市久里浜8-17-20　▶MAP P33G
　046-835-0241　
　5:40～14:00（平日）　
5:40～15:00（土日祝）
　無　　5台　　不可　　45席

よこすか海軍カレー 800円（税込）
辛さ

02 猿島オーシャンズキッチン
ミネラルたっぷりな地元横須賀野
菜をじっくりと煮込んだカレー。
よこすか海軍流に牛乳と一緒にお
楽しみください。
横須賀市猿島1　▶MAP P35M
　080-7938-1349（要問合せ）　
　11:00～15:00　
　Webでご確認ください　
　無　　不可

☎
営
休
Ｐ カード

よこすか海軍カレー 牛乳つき 1,200円（税込）
（牛乳なし 1,100円（税込）） 辛さ

06

☎
営
休 Ｐ カード 席

カレーハウス CoCo壱番屋 横須賀中央駅前店
横須賀市内３店舗だけの地域限定
メニュー。ほどよい辛さに、揚げ
タマネギの甘みが調和したクセに
なる味。
横須賀市若松町1-11-10 1F
（追浜店・本町店も有）▶MAP P34J
　046-824-1391　
　11:00～24:30（LO.24:00）　
　無　　無　　可　　19席

ココイチオリジナルよこすか海軍カレーセット
（ビーフ） 1,095円（税込） 辛さ

03 レストラン オールシーズン
具材をじっくり煮込んだルーは、
フルーツや味噌などの隠し味が程
よくきいている。一度食べたらま
た食べたくなる味。
横須賀市不入斗1-2 サブアリーナ1F  ▶MAP 
P35O　　046-821-0420　　11:00～
17:00（7・8月は～19:00）（月曜 ～14:00）
　1、4、7、10月の第3月・火と年末年始
　256台、大型車3台　　不可　　94席

☎ 営

休
Ｐ カード 席

海軍カレー 880円（税込） 辛さ

07

辛さの目安　 甘口　 やや甘　 中辛　 やや辛　 辛口掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。

「よこすか海軍カレー」は横須賀市内でしか提供できません
認定店は40店舗以上！

お気に入りの店舗、見つけてみませんか？

よこすか海軍カレー
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横浜横須賀道路 横須賀PA（上り線）
ジャガイモや人参、牛肉がたっぷ
り。リンゴのフルーティーな甘さと、
じわじわくる辛さが食欲をかき立
てる。
横須賀市平作4-729-4　▶MAP P32
　046-852-4130
　7:30～19:30　　無　
　小型75台、大型17台
　土産品のみ使用可　　38席　

横須賀海軍カレー 870円（税込）
辛さ

☎
営 休
Ｐ
カード 席

08 どぶ板食堂 Perry
野菜と鶏肉を５時間煮込み、スパ
イスを加えて深みのある辛さに。
サラダと牛乳、ポテト・唐揚げが
付いた贅沢プレート。
横須賀市本町2-19　▶MAP P32D
　046-884-9797
　11:00～24:00
　無　　無　　不可
　35席

よこすか海軍カレープレート 
1,200円（税込） 辛さ

☎
営
休 Ｐ カード
席

12

横須賀海軍カレー本舗
イギリス海軍の兵食「カレーシ
チュー」に小麦粉、野菜、フルー
ツでとろみを付けたまさに教科書
通りの海軍カレー。
横須賀市若松町1-11-8 YYポート横須賀2F
▶MAP P34J　　046-829-1229
　平日11:00～16:00（LO.15:30）、
土日祝11:00～20:00（LO.19:30）
　1/1～3　　無　　可　　50席

よこすか海軍カレースペシャル ビーフ＆チキン
1,380円（税込） 辛さ

☎
営

休 Ｐ カード 席

09 観音崎京急ホテル（レストラン浜木綿）
ピリッと辛めのルーと甘いパイ
ナップルバナナが絶妙なハーモ
ニーを醸し出す、ホテルオリジナ
ル製法のよこすか海軍カレー。

横須賀市走水2　▶MAP P33H
　046-844-9080（レストラン直通）
　11:30～20:30　
　無　　140台　　可　　148席

横須賀海軍カレー 2,100円（税込）
辛さ

☎
営
休 Ｐ カード 席

ハマユウ

13

ファストフード チーズモック in すえひろ
多数のスパイスを使い、さらに中
華スープとブレンドした海軍カレー
です。

横須賀市安浦町2-26　▶MAP P34K
　080-2344-8455
　11:00～19:00
　不定休
　なし　　不可　　12席

よこすか海軍カレー 800円（税込）
辛さ

☎
営
休
Ｐ カード 席

10 メルキュールホテル横須賀
「海軍割烹術参考書」のレシピを元
に鰹出汁の風味を効かせたチキン
カレー。甘口の味わいでお子様で
も楽しめる。

横須賀市本町3-27　▶MAP P32D
　046-821-1111㈹
　11:00～18:00（LO.17:30）
　無　　無　　可　　48席

よこすか海軍カレー 1,350円（税込）
辛さ

☎
営
休 Ｐ カード 席

14

YOKOSUKA SHELL
家庭的で旨みの強いチキンカレー。
具材はよく煮込まれ、特にチキン
はどこをすくっても出てくるほどホ
ロホロに。
横須賀市本町1-9 スズキ第2ビル1F
▶MAP P32D　　046-876-5467
　不定時　　不定休　
　指定タイムズの割引あり
　可　　41席

よこすか海軍カレープレート 
1,320円（税込） 辛さ

☎
営 休
Ｐ
カード 席

11 レストラン TSUNAMI
2011年、第１回横須賀グルメコンテス
ト受賞。当店の看板メニュー。野菜や
果物をベースにスパイスが利いたルー
×野菜・ビーフはまさに黄金バランス。

横須賀市本町2-1-9　▶MAP P32D
　046-827-1949
　11:00～21:00　
　1/1　　無　　可　　70席

よこすか海軍カレー 1,300円（税別）
辛さ

☎
営
休 Ｐ カード 席

15

辛さの目安　 甘口　 やや甘　 中辛　 やや辛　 辛口掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
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ダッキーダック
本格旨辛口のよこすか海軍カレー
が食べたいならダッキーダックへ。

横須賀市本町2-1-12 コースカベイサ
イドストアーズ3F　▶MAP P32D
　046-828-3240
　11:00～22:00（通常時）
　無　　有　　可　　120席

よこすか海軍カレー 1,380円（税別）
辛さ

☎
営

Ｐ カード 席休

16 ソレイユの丘 レストラン プロヴァンス
大きめ野菜と牛肉が入ったルー
は、レーズンペーストが隠し味の
やや甘口仕上げ。サラダは季節に
より園内産野菜を使用。
横須賀市長井4丁目地内　
▶MAP P35P
　046-857-2500
　10:30～16:30（LO.16:00）
　無　　1,500台　　可　　70席

よこすか海軍カレー 1,250円（税込）
辛さ

☎
営
休 Ｐ カード 席

20

横須賀温泉湯楽の里 お食事処 天風
野菜の食感をしっかり楽しめる店
内仕込みのビーフカレー。辛み、
甘み、旨みのバランスの取れた飽
きのこない味。
横須賀市馬堀海岸4-1-23（横須賀温泉
湯楽の里内）　▶MAP P33H
　046-845-1567　　10:00～23:00
（金土休前日23:30）　　年に数回メンテナ
ンス休館有　　263台　　可　　150席

よこすか海軍カレー 910円（税込）
辛さ

☎ 営
休

Ｐ カード 席

17 TSUNAMI カレー＆グリル
存在感あるジャガイモと人参に、
口の中でほどける牛肉。海軍カ
レーの原点を守りつつ、パンチの
利いた辛さが絶妙。

横須賀市本町2-2-8　▶MAP P32D
　046-828-5273
　11:00～20:00
　1/1　　無　　可　　60席

よこすか海軍カレー 1,300円（税別）
辛さ

☎
営
休 Ｐ カード 席

21

インド・ネパール料理 ニルヴァーナ
スプーンでほろりと切れるチキン
がたっぷり。サラサラしたルーは
野菜の甘みが凝縮し、子どもも食
べられる優しい味。
横須賀市大滝町2-23 ミカサショッピ
ングプラザB1　▶MAP P34J
　046-821-5227
　11:00～23:00
　無　　無　　可　　40席

海軍カレーセット 1,080円（税込）
辛さ 選べます

☎
営
休 Ｐ カード 席

18 セントラルホテル
彩り鮮やかな野菜にゴロッとチキ
ンを組み合わせたホテル仕込みの
上品な海軍カレー。予約なしでは
味わえない特別な一皿。
横須賀市若松町2-8　▶MAP P34J
　046-827-1111㈹
　11:00～21:00　　正月休み有　
　60台　　可　
　15席～（ご予約制）

よこすか海軍カレー 2,200円（税別）
辛さ

☎
営 休
Ｐ カード
席

22

レストラン Rico カウベル
野菜と牛肉を１カ月煮込んだ濃厚
フォンドボーで作る欧風カレー。
大きなビーフ、人参、ジャガイモ
は食べごたえアリ。
横須賀市衣笠栄町1-70 プラザ衣笠仲
通りビル1F　▶MAP P33I　
　046-851-5913　　11:00～15:00、
17:00～20:30　　水　　有（商店街
駐車場）　　可　　30席

よこすか海軍カレー 980円（税込）
辛さ

☎ 営
休 Ｐ

カード 席

19 MIKASA CAFE
10種のスパイスに炒った小麦粉を
馴染ませ、ほろほろになるまで煮
込んだ牛肉が味に深みを与える。
コクと風味が特徴。

横須賀市本町3-33-3　▶MAP P32D
　046-822-3857
　9:00～18:00
　不定休　　無　　不可　　35席

よこすか海軍カレー 1,200円（税別）
辛さ

☎
営
休 Ｐ カード 席

23

辛さの目安　 甘口　 やや甘　 中辛　 やや辛　 辛口掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
10 11



佐野天然温泉 湯処のぼり雲 食事処 海山十題
煮崩れを防ぐため、じゃがいもは
素揚げしてトッピング。一晩寝か
せ、具材の旨みを溶けこませたこ
だわりのチキンカレー。
横須賀市佐野町4-5　▶MAP P35O
　046-851-2617　　日～木 11:00～
22:00（L.O21:30）　金･土･祝前日 11:00～
22:30（L.O22:00）状況により変動あり
　不定休　　100台　　可　　65席

よこすか海軍カレー 1,100円（税込）
辛さ

☎ 営

休 Ｐ カード 席

24 SURF TACO
香味野菜のフォンドボーに厳選ス
パイスが織りなすルーは、シンプ
ルかつストレートな辛さ。正統派
の欧風カレー。

横須賀市本町2-7　▶MAP P32D
　046-823-3533　
　12:00～22:00
　不定休　　無　　可　　15席

よこすか海軍カレー 1,300円（税別）
辛さ

☎
営
休 Ｐ カード 席

28

CANTINA
飴状にとけた玉ねぎの甘みのあと
に、辛さが舌先を刺激。丁寧に煮
込んだホロホロの牛肉がたまらな
いビーフカレー。
横須賀市本町2-15　▶MAP P32D
　046-825-9517　
　平日16:00～翌1:00　
日祝12:00～21:00
　不定休　　無　　可　　26席

海軍カレー 1,200円（税込） 辛さ

☎
営

休 Ｐ カード 席

25 HONCH SHELL
とろみが強めの中辛チキンカレー。
柔らかチキンに、煮込んだ玉ねぎ、
にんじん、じゃがいもがケンカせ
ずに同居する。

横須賀市本町3-6　▶MAP P32D
　046-815-0583
　不定時　　不定休
　無　　可　　30席

よこすか海軍カレープレート 
1,320円（税込） 辛さ

☎
営 休
Ｐ カード 席

29

ご当地グルメレストラン LAUNA
大きめカットの具材がごろり。具
材を楽しむ王道ともいえる海軍カ
レー。当店の人気メニュー。１日
30食限定!! 予約がおすすめです。
横須賀市本町1-15-11　▶MAP P34J
　046-854-5688　
　11:00～21:00（LO.20:00）
　月・第1&第3火（祝日は営業、代休あり）　　無
　可　　30席 ※数量限定のためご予約がおすすめ！

絶対満足度の高い「おもてなし」の海軍
カレー 1,380円（税別） 辛さ

☎
営
休 Ｐ
カード 席

ラ ウ ナ

26 ネパール・インド料理 ゴルカパレス
鶏肉とジャガイモ、ニンジンがゴ
ロゴロ入ったボリューミーな一皿。
本場直伝のスパイスが野菜の甘み
を引き立てる。
横須賀市大滝町1-21 ジュネス横須賀1F
▶MAP P34J　
　046-874-8528
　11:00～23:00　
　無　　4台　　可　　60席

海軍カレーセット 1,080円（税込）
辛さ 選べます

☎
営
休 Ｐ カード 席

30

HONEY BEE
ハチミツの甘みと丁寧に煮込まれ
たビーフの旨みがぎゅっと詰まった
粘度が高いカレールー。年輪を感
じる懐かしい味。
横須賀市本町2-1 本町ビル1F　
▶MAP P32D
　046-825-9096　
　11:30～23:00　
　無　　無　　可　　22席

海軍カレー 1,430円（税別） 辛さ

☎
営
休 Ｐ カード 席

27 寿徳庵
7種類のスパイス、アメ色玉ねぎ、
独自のフルーツペーストを使用し、
牛肉は柔らかく煮込んだカレー
です。

横須賀市追浜本町1-40　▶MAP P32A
　046-865-3558　　11:00~20:45
（LO）平日は14:30～17:00準備中
　月　　なし　　不可　　44席

よこすか海軍カレー 950円（税別）
辛さ

☎ 営

休 Ｐ カード 席

31

辛さの目安　 甘口　 やや甘　 中辛　 やや辛　 辛口掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
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とんかつ 方丈
海軍カレーのレシピを現代風に再
現。辛さの中に奥深いコクと旨み
を閉じ込めた具だくさんのルーは、
レトルトも販売。
横須賀市若松町3-18 坂倉ビルB1　
▶MAP P34J　　046-828-6761
　11:00～15:00、17:00～19:00
土日祝11:00～19:00　　月（祝日の場合
営業、翌日休）　　なし　　可　　30席

よこすか海軍カレー 1,200円（税別）
辛さ

☎
営

休
Ｐ カード 席

32 グリル&カフェ アルフレッド
チキンをじっくり煮込んだ、トロっ
とカレー。野菜のうまみがとけあ
う中辛カレー。

横須賀市本町2-4　▶MAP P32D
　046-827-7886
　11:00～24:00　　不定休
　なし　　不可　　60席

よこすか海軍カレー 1,200円（税込）
辛さ

☎
営 休
Ｐ カード 席

36

カフェレストラン コルセール
大ぶり野菜と牛肉入りのルーは、
マンゴージャムの酸味がアクセン
トに。乾燥バラの花びらを添え見
た目も華やか。
横須賀市汐入町1-1（ヴェルニー公園内）
▶MAP P32C　　046-845-6660
　11:00～15:30（LO.15:00）　
　火（祝日の場合、水曜休）　　5台
　不可　　店内24席、テラス12席

よこすか海軍カレー 1,300円（税込）
辛さ

☎
営
休 Ｐ
カード 席

33 カギロイ
地元食材にこだわり横須賀ビーフ
と地野菜をふんだんに使用した野
菜の旨みたっぷりの海軍カレーを
召しあがれ。
横須賀市汐入町2-38　▶MAP P32D
　090-6117-2629
　17:00～24:00　土11:30～22:30
　日　　なし　
　不可　　1F12席、2F12席

よこすか海軍カレー 
1,000円（税別） 辛さ

☎
営
休 Ｐ
カード 席

37

茶屋 本店
玉ねぎを飴色になるまで炒めて甘
さとコクをプラス。２時間煮込ん
だ牛肉は、口の中でほろっと崩れ
る食感が楽しめる。
横須賀市若松町3-6　▶MAP P34J
　046-825-9576　　8:00～20:00
（海軍カレーは11:00～14:30のランチ
時のみ提供）　　なし（年末年始除く）
　18台　　不可　　45席

よこすか海軍カレー 1,200円（税込）
辛さ

☎ 営

休
Ｐ カード 席

34 横須賀ビール
横須賀野菜の自家製チャツネと横
須賀ビールで炊いた鶏肉入りの地
元の方にも召し上がっていただき
たいカレーです。

横須賀市大滝町1-23　▶MAP P34J
　046-874-8588
　11:00～22:00　　不定休　
　なし　　可　　80席

横須賀野菜をふんだんに使用したよこすか
海軍カレー 1,000円（税別） 辛さ

☎
営 休
Ｐ カード 席

38

魚藍亭
明治時代の海軍レシピを基に再現
した、よこすか海軍カレーの伝統
を守り続ける味。とろみが強く、
和牛の旨みがルーに染み渡る。
横須賀市若松町3-13-1　▶MAP P34J
　046-854-7470　　月～土 昼 11:30~14:00、
月～木 夜 17:00~20:00（LO.19:30）、金・土 夜
17:00~22:00（LO.21:30）、日・祝 11:30~18:00
（LO.17:30）　　火　　なし　　可　　22席

元祖よこすか海軍カレー 
1,000円（税込） 辛さ

☎ 営

休 Ｐ カード 席

35 カレーハウス CoCo壱番屋 京急追浜駅前店
横須賀市内３店舗だけの地域限定
メニュー。ほどよい辛さに、揚げ
タマネギの甘みが調和したクセに
なる味。
横須賀市追浜町3-14 和幸ビル1F　
▶MAP P32A
　046-869-4544
　11:00～24:00
　なし　　なし　　可　　17席

ココイチオリジナルよこすか海軍カレー
セット（ビーフ） 1,075円（税込） 辛さ

☎
営
休 Ｐ カード 席

39

辛さの目安　 甘口　 やや甘　 中辛　 やや辛　 辛口掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
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香港酒家 朝廷
海軍割烹術参考書をもとに当時の
日本海軍の軍隊食を再現。

横須賀市大滝町2-22-5　
▶MAP P34J　　046-826-2816
　11:00～21:00
　月　　なし　
　可　　130席

海軍カレー 
1,200円（税別） 辛さ

☎
営
休 Ｐ
カード 席

40 はまゆう山荘
はまゆう山荘の海軍カレーは、群
馬県産の野菜や茸がたっぷり、倉
渕産の天日干し米との相性もぴっ
たり。

群馬県高崎市倉渕町川浦27-80　
　027-378-2333
　11:00～20:00　　不定休　
　50台　　可　　118席

海軍カレー 1,000円（税込） 辛さ

☎
営 休
Ｐ カード 席

市外

炭火焼タイガー
和牛をふんだんに使用し、地元農
家から直接仕入れた、横須賀野菜
と共にお召し上り下さい。

横須賀市若松町2-7 ミウラプラザビル
▶MAP P34J　　046-821-4129
　11:30～14:00　17:00～23:00
　月曜日、第３日曜日
　なし　　可　　40席

焼肉屋さんの和牛たっぷり横須賀海軍カレー
1,500円（税別） 辛さ

☎
営
休
Ｐ カード 席

41

横須賀海軍カレー本舗 ベイサイドキッチン
ビュッフェスタイルで満足いくまで
お楽しみいただける、本場の海軍
カレーです。

横須賀市本町2-1-12 コースカベイサイ
ドストアーズ1F102　▶MAP P32D
　046-874-7179　　11:00～17:30（LO）
　コースカベイサイドストアーズに準ずる
　有（有料）　　可　　70席

海軍カレー 1,980（税込） 辛さ

☎ 営
休
Ｐ カード 席

42

よこすかグルメ艦隊！！
たまねぎ・にんじん・鶏肉に秘伝のス
パイスを加えて、じっくり炒め自家製
ルーで煮込んだ味深いカレーです。
横須賀市本町2-1-12 コースカベイサ
イドストアーズ2Fイオン内（海側）　
▶MAP P32D　　046-845-6844
　10:00～21:00（変動あり）
　無　　有（コースカベイサイドスト
アーズ駐車場）　　可　　102席

よこすか海軍カレー 1,320円（税込）
辛さ

☎
営

Ｐ
カード 席

休

43

辛さの目安　 甘口　 やや甘　 中辛　 やや辛　 辛口掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
16 17

カレーの街よこすか事業者部会会員（未掲載）
■ 一般財団法人防衛弘済会 ボエコス長浦食堂
■ 横須賀氷業
■ よこすか葉山農業協同組合
■ 株式会社京急アドエンタープライズ
■ タコ忠
■ イリプスさのや株式会社
■ 株式会社オリジナルベースキャンプ
■ 第一屋製パン株式会社
■ ハウス食品株式会社
■ アーリーフーズ株式会社



横須賀市汐入町2-40　▶MAP P32D
　046-823-1133
　7:00～19:00　
　日、祝日、不定休
　無　　不可

よこすか海軍カレーパン 183円（税込）
辛さ

ぱんプキン
野菜の旨み感じるマイルドなカ
レーに歯触りの良い福神漬が食感
のアクセント。ふんわり柔らかな
パンとの相性抜群。

☎
営
休
Ｐ カード

44

横須賀市久里浜4-4-10 京急ウィング久里浜1F
▶MAP P33G　　046-838-5083
　平日10:00～21:00
　土日祝10:00～20:00　　不定休
　有（京急ウィング駐車場）　　可

横須賀海軍カレーパン 216円（税込）
辛さ

ポンパドウル 久里浜店
マンゴーチャツネを隠し味にした
まろやかなカレーに、フランスパ
ンで作った自家製パン粉のザクザ
ク食感が楽しめる。

☎
営

休
Ｐ カード

45

横須賀市長井1-15-15 すかなごっそ内
▶MAP P35P
　046-856-8314（すかなごっそ）
　9:30～18:00　　水（祝日は営業）
　有（すかなごっそ駐車場）　　可

日本一のよこすか海軍カレーパン 
260円（税込） 辛さ

カフェ・ド・クルー
2010年、第１回日本全国ご当地
パン祭り第１位を受賞。国産小麦
と神奈川県産米粉の生地はもっち
り食感。

☎
営 休
Ｐ カード

46

辛さの目安　 甘口　 やや甘　 中辛　 やや辛　 辛口

※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
19

「よこすか海軍カレー」をベースに使用したカレーパンです
海軍カレー同様、全国的な知名度を誇るご当地パンです
お店で揚げたてのカレーパン、食べてみてくださいね

よこすか海軍カレーパン

18

　横須賀海上自衛隊カレーは、海上自衛隊横須賀地方総監部
の協力により、各艦に乗り込んでいる給養員長（料理長）のレ
シピを、地元カレー店が忠実に再現したものです。
　提供する店舗は、平成27年（2015年）９月25日に開催され
た「横須賀海上自衛隊カレー認定証授与式」において認定証を
授与されています。
　市内の認定店で「横須賀海上自衛隊カレー」を味わうことが
できます。

横須賀海上自衛隊カレーとは

☎
営 休

☎
営 休

横須賀海自カレー８種 各550円（税抜）
横須賀海自カレーコンプリートBOX･改 4,630円（税抜）

横須賀基地所属の各艦
艇の個性あるレシピ８種
を再現。箔押し化粧箱
に収納したコンプリート
BOX・改も好評販売中。

㈱調味商事　横須賀市小川町26-5　　046-822-1977　
　8:00～17:00　　土、日、祝
㈱ヤチヨ　横須賀市日の出町1-9　　046-828-7511　
　（問合せ）9:00～17:00　　日、祝

もう一つの　 ご当地カレー横須賀



横須賀市久里浜5-13-1 イオン久里浜
店内1F ▶MAP P33G　
　046-838-5226　
　8:00～21:00　　無　
　有（イオン久里浜駐車場）　　可

よこすか海軍カレーパン 194円（税込）
辛さ

カンテボーレ 久里浜店
薄めの生地でサクッと軽い食べ口
のパンの中にはたっぷりのルー。
甘めの味わいで大人から子どもま
で楽しめる。

☎
営 休
Ｐ カード

47

久里浜フェリー乗り場コーラル、
東京湾フェリー船内、
横浜横須賀道路横須賀PA（下り）売店、
ソレイユの丘などで販売中！

よこすか海軍カリーパン オープン価格
辛さ

㈲トレンディフーズ
玉ねぎの甘さが際立つルーがぎっ
しり。厚めのパン生地がサクサク
感とモチモチ感を両立。錨のマー
クが目印。

横須賀市小川町26-5　▶MAP P34J
　046-822-1977　　8:00～17:00
　土、日、祝日　　3台　　不可
http://www.choumi.jp

よこすか海軍カレーネイビーブルー 
1食入 540円（税込） 辛さ

㈱調味商事
定番「よこすか海軍カレー ネイ
ビーブルー」をはじめ、人気店の
よこすか海軍カレーなど姉妹商品
も販売しています。

☎ 営
休 Ｐ カード

48

よこすか海軍カレーパン 
オープン価格 辛さ

伊藤製パン㈱
甘めのルーには男爵いものカット
が入っておりボリューミー。揚げて
いないので225キロカロリーとヘ
ルシー。

関東一円のスーパー、量販店で
販売中！

横須賀市大滝町1-13　▶MAP P34J
　046-823-1234㈹　　10:00～18:30
　不定休　　300台　　可
http://www.saikaya.co.jp/

さいか屋謹製よこすか海軍カレー 
864円（税込） 辛さ

さいか屋 横須賀店
20種類のスパイスが隠し味。明
治の産声とともに創業したさいか
屋の自信作です。
※掲載内容は2021年2月21日（日）までの内容と
なります。詳しくは、さいか屋横須賀店地下１
階慶弔品売場におたずね下さい。

☎
営

休
Ｐ カード

49

横須賀市日の出町1-9
　046-828-7511
　（問合せ）9:00～17:00　
　日、祝日
http://www.yachiyo-gr.com

よこすか海軍カレー 405円（税込）
辛さ

㈱ヤチヨ
ヤチヨ「よこすか海軍カレー」（黄
色パッケージ）は、具がたっぷり
入った、昔懐かしの味。

☎
営
休

50

辛さの目安　 甘口　 やや甘　 中辛　 やや辛　 辛口掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
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横須賀市内でしか味わえない海軍カレーが、手軽に楽しめます
ギフト品・横須賀のお土産に最適！
※各社のWEBサイトからも購入できます

よこすか海軍カレー レトルト



横須賀市三春町3-20-3　
　046-822-3440　
　10:00～16:00　　土、日、祝日
※こちらの商品は横須賀市内のお肉
屋さんで購入できます。

お肉屋さんのよこすか海軍カレー 1袋 
420円（税込） 辛さ 甘口・中辛・辛口

横須賀食肉事業協同組合
国産牛肉使用！横須賀のお肉屋さ
んが作った、肉が自慢のこだわり
カレー！

☎
営 休

51

横須賀市本町2-19　▶MAP P32D
　046-845-8400　
　1F10:00～18:00
　なし　　可　　なし

横須賀海軍カレー本舗よこすか海軍カレー
465円（税込） 辛さ

横須賀 艦マニア
ドブ板通り商店街の入口にあるお
土産店。よこすか海軍カレーや海
上自衛隊カレーレトルト、横須賀
のお菓子を販売。

☎
営
休 カード 席

55

横須賀市小川町21-9 神奈川新聞横須賀ビル1F
（ミートマルシェ Koshikiya）　▶MAP P34J
　046-824-6654　　10:00～19:00
　日、不定休あり　　なし　　不可
http://www.koshikiya.com

よこすか海軍カレー 450円（税別）
辛さ

㈱古敷谷畜産
肉の卸問屋が国産牛肉と特製フォ
ンドヴォーで作った旨みたっぷり
の本格派レトルトカレー。

☎ 営
休 Ｐ カード

52

東京都江戸川区中葛西7-5-9
　03-3804-2111㈹

復刻よこすか海軍カレー 300円（税別）
辛さ

㈱白子
明治41年当時の海軍の料理ブッ
ク、海軍割烹術参考書に基づき、
カレーライスの原型を現代に復元
したカレー。

☎

横須賀市小矢部4-19-4　▶MAP P33I
　046-852-0600　　8:00～16:00
　土、日、祝日　　10台　　不可
※ご注文・イベント時にのみ、レトルトではない
　「よこすか海軍カレー」の販売をいたします。

よこすか海軍カレー 提督の料理番
470円（税別） 辛さ

あすなろファーム
長時間煮込んだスープに、牛脂と
バターで炒めた玉ねぎと、ふんだ
んなスパイスを使用。濃厚さと酸
味が特徴。

☎ 営
休 Ｐ カード

53

横須賀市本町2-7　▶MAP P32D
　046-824-4917　　木金10:00～
16:00　土日祝10:30～16:30
　水　　なし　　不可
http://dobuita-st.com

よこすか海軍カレー KAIGUN CURRY
660円（税込） 辛さ

ドブイタステーション
ドブ板通り商店街振興組合が手が
けるカレーで国産牛のコクと野菜
の甘みをベースに数種のスパイス
を加えた味です。

☎ 営

休 Ｐ カード
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辛さの目安　 甘口　 やや甘　 中辛　 やや辛　 辛口掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
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～よこすかカレーフェスティバル～

会場の様子

　日本最大級のカレーイベントとして『よこすかカレーフェス
ティバル』を毎年開催しており、日本全国から特徴のある「ご
当地カレー」が集まります。
　また、加盟店15店舗以上が出店する「よこすか海軍カレーバ
イキング」は8,000食を販売する大人気企画です。
　「よこすかカレーフェスティバル」は平成11年に第１回が開催
され、「カレーフェスティバル」の名を冠したカレーイベントは
全国に広がり「まち」を盛り上げています。（令和２年のカレー
フェスティバルは中止となりました）



横須賀市大滝町2-21 新華ビル2F
▶MAP P34J
　046-845-6789　
　11:00～23:00　
　無　　無　　可　　50席

B set（カレー2種、ナン＆ライス、サラダ、
ソフトドリンク） 980円（税込） 辛さ 選べます

インド・ネパールカレーハウス サリナ
五つ星ホテル元シェフの本格料理。
人気の2種類カレー、ナン、ライス、
サラダ、ソフトドリンクつき。平日
限定ワンコインランチもあります。

☎
営
休 Ｐ カード 席

59

横須賀市若松町1-9　▶MAP P34J
　046-825-9403
　12:00～14:00、17:00～20:00
　日　　無　　可　　26席

揚げたてカツカレー 1,200円（税込）
辛さ

やなせ支店
20種類のスパイスに赤ワインを加
えて煮込んだカレーソースを極上
油でカラッと揚げたカツにかけた
逸品。

☎
営
休 Ｐ カード 席

56

横須賀市大滝町2-4 山口ビル1F　
▶MAP P34J
　046-821-3001　
　11:00～23:00（LO22:30）　
　無　　無　　可　　30席

バーベキューセット 1,250円（税込）
辛さ 選べます

ロイヤルキッチン
炭火で焼いた焼きたてナン、タン
ドーリチキン、シークカバブ。本
場の香辛料を使って作った、特別
なカレー。

☎
営
休 Ｐ カード 席

60

横須賀市三春町3-46　▶MAP P34L
　046-822-3665
　10:00～19:00
　日　　無　　不可

ロースカツカレー 750円（税込）
辛さ

㈲山本精肉店
お肉屋さんが「肉」にこだわった
カレーライス弁当（480円・税込）
の販売もあり。

☎
営
休 Ｐ カード

57

横須賀市長坂3-10-5　▶MAP P35P
　046-857-5048
　6:00～19:00（火 ～15:00）　
　なし　　3台　　不可

海軍カレー 600円（税別）
辛さ

㈲日本フーズ
お弁当版「海軍カレー」長坂で営
業中。

☎
営
休 Ｐ カード

58

　海上自衛隊では遠洋航海中に曜日感覚を失わないために、
金曜日にはカレーを提供していました。現在ではこの習
慣は、船上勤務の部隊に限らず、すべての部署に広がり、
金曜日にはカレーがメニューに組み込まれるようになりま
した。
　海上自衛隊で提供されるカレーメニューは栄養バランス
にすぐれており、ボリュームたっぷり。よこすか海軍カレー
登録店でも、海上自衛隊のカレーレシピを忠実に再現した
メニューを提供する店舗もあります。

辛さの目安　 甘口　 やや甘　 中辛　 やや辛　 辛口掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
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横須賀には、海軍カレー店舗以外にも
バラエティーに富んだカレー店がたくさん

カレー文化発信の地「横須賀」の奥深さを堪能してください

オリジナルカレー

金曜日はカレーの日

海上自衛隊艦船のカレー



横須賀市田浦町3-1　▶MAP P32B
　046-861-5601
　17:30～23:00（平日）　
11:30～23:00（土日祝）
　月　　無　　不可　　18席

花金焼 1,260円（税込）

お好み焼・鉄板焼・花金焼 かえる
TV雑誌でも取り上げられたカ
レーの街よこすか生まれのカレー
お好み焼「花金焼」大人気。広島
人が焼く本場広島お好み焼。

☎
営

休 Ｐ カード 席

 

61

横須賀市本町1-1　▶MAP P34J
　046-827-2051　　月～金11:30
～15:00、17:00～24:00　土11:30
～24:00　日11:30～21:00
　木　　無　　可　　43席

よこすか海軍カレータコス 
500円（税込）

楽島モアイモ食堂
カレーの街よこすかならではのオ
リジナルメニュー。よこすか海軍
カレータコスはご注文頂いてから
一つ一つ心を込めて調理致します。

☎ 営

休 Ｐ カード 席

64

横須賀市上町1-44　▶MAP P34J
　046-822-0986　
　8:30～19:30　
　月、火　　なし　　可

海軍カレーライスコロッケ 
200円（税込）

㈲横須賀 松坂屋
こんなのアリ!? 海軍カレーライス
がコロッケに!! 明治創業の当店が
地元食材にこだわり作った商品す
べてに自信アリ!!

☎
営
休 Ｐ カード
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横須賀市久里浜8-17-27　
▶MAP P33G
　046-838-3405
　10:30～17:00　
　火、水、木　　13台　　不可

特製よこすか海軍カレーコロッケ 
120円（税込）

サントミヤ直売所
本格的な味を気軽に食べられると
好評な特製よこすか海軍コロッケ。
コロッケ職人の技術が光る逸品で
す。

☎
営
休 Ｐ カード

65

横須賀市衣笠栄町2-66　
▶MAP P33I
　046-851-3347
　17:00～翌2:00　　火　
　無　　不可　　20席

横須賀カレー牛ホルモン 
650円（税別）

居酒屋 和貴
当店大人気の横須賀牛ホルモンの
カレー味。メインのおかず、お酒
のおつまみなど、女性にも子供に
も大人気。

☎
営 休
Ｐ カード 席

63

ら～麺酒房和らく
よこすか海軍カレーら～めんは、
パンチの効いたスープカレーと麺
を一緒に是非御賞味下さい。

横須賀市安浦町1-3-11
▶MAP P34K　　046-827-0655
　11:00～14:00（土日 ～15:00）
　毎週月曜日
　なし　　不可　　16席

よこすか海軍カレーら～めんＳ 
1,000円（税込） 辛さ

☎
営
休
Ｐ カード 席
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掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
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「よこすか海軍カレー」ブランドの商品をはじめ
カレーを使った料理が多数あります

粉モノとの相性は抜群！お店でもイベントでも人気の商品です

オリジナルカレーメニュー
カレーの街よこすか



菓子工房 モリ
マドレーヌのソフトな甘さの中に
スパイシーなカレーの香り、ナッ
ツとラムレーズンのマイルドな味。

横須賀市坂本町3-43　▶MAP P35N
　046-824-4991
　9:00～19:30
　火（不定期）　　無　　不可

☎
営
休 Ｐ カード

よこすか海軍カレーマドレーヌ 
130円（税別）

67

御菓子処 上條
カレー風味豊かなおせんべい。

横須賀市佐野町4-3　▶MAP P35O
　046-851-0142
　9:00～17:00　　日　
　1台　　不可

☎
営 休
Ｐ カード

カレーの街よこすかカレーせんべい
120円（税込）

68

永治堂
従来のカレーカステラに加えパン
チのきいた中辛味が新登場。
うまっ！からっ！がたまらない!!

横須賀市衣笠栄町1-4　
▶MAP P33I
　046-851-0963
　9:00～18:00
　水　　有（商店街駐車場）　　不可

☎
営
休 Ｐ カード

カレーカステラ 140円（税別）

69

掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。

※本ガイドブックは、各店舗から提供された情報を基に作成しています。 ※お店の内容については各店にお問いあわせ下さい。
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お菓子からハンカチまで
バラエティーに富んだカレー関連商品があります

全30種類以上ある商品から、一部をご紹介

オリジナルカレー商品「よこすか海軍カレー」商品について

　「よこすか海軍カレー」は商標登録されており、この名称
を使った商品は全て“カレーの街よこすか事業者部会”の認
定を受けることで、販売することができます。

　商品の認定は「カレーの街よこすか事業者部会役員会」（月
１回実施）において行われ、基準をクリアしている場合にの
み認定されます。

　コラボ商品は掲載したもの以外にも多数ありますので、
発売情報などは加盟店公式WEBサイト・Facebookページ
にてご確認ください。 

　「よこすか海軍カレー」ブランド商品の開発に関心ある事
業者の方は、カレーの街よこすか事業者部会事務局までお
問合せください。

スカレー
　スカレーはカレーの街よこすか公式マスコットキャラク
ターです。
　カモメをモチーフとした「ゆるキャラ」スカレーはイベ
ントでも大人気。ブログもありますので、見てみてくださ
いね。
スカレーブログ 検索

カレーの街よこすか事業者部会
（横須賀商工会議所内）
TEL.046-823-0402
平日8：45～17：00



㈱柳屋
丈夫で使いやすく
普段使いに最適!!

横須賀市上町1-45　▶MAP P34J
　046-825-8888
　10:00～19:00　
　無　　無　
　可

☎
営
休 Ｐ
カード

海軍カレートートバッグ 800円（税別）

70 ㈱大森商店

よこすか海軍カレーカレーライスせんべい
600円（税別）

カレーライスをイメージしたお米
を固めたせんべいに、カレーを
たっぷりと染み込ませたおせんべ
いです。

コーラル、観音崎京急ホテル、
横須賀海軍カレー本舗、
横須賀PA上り店、
イオン久里浜店で販売中！

食器・線香・和雑貨の店 マルト
愛媛県今治製の生地に「海軍カ
レー」「スカレー」の刺繍を入れた
ハンカチ。サイズ約25×25cm。

横須賀市衣笠栄町1-70　
▶MAP P33I
　046-852-3572
　10:00～19:00　　第1・3木　
　有（商店街駐車場）　　可

☎
営 休
Ｐ カード

今治生地のハンカチ
「海軍カレー」 「スカレー」 660円（税込）

71

㈱横須賀屋
コクのあるカレー味に仕上げた柿
ピーを、食べやすいテトラパックに。
スパイス香る懐かしい美味しさ。

横須賀市公郷町2-12-4
▶MAP P33I
　046-851-0174
　（問合せ）8:30～12:00　
　土、日、祝日

☎
営
休

よこすか海軍カレー柿ピー
オープン価格

72

横須賀新名物！火を吹く辛さの
YOKOSUKAゴジラカレー！
ぜひ一度ご賞味あれ！

横須賀市久里浜4-8-9
▶MAP P33G
　046-835-1606
　11:30～14:00、16:00～23:00
　月　　無　　可　　150席

一升屋 久里浜店

☎
営
休 Ｐ カード 席

TM&ⓒTOHO CO.,LTD.

YOKOSUKAゴジラカレー 540円（税込）
辛さ

73

掲載の情報は2020年12月現在のものであり、店舗情報・商品・価格等は変更になる場合があります。
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カレーの街よこすか
加盟店公式WEBサイト

カレーの街よこすか
Facebookページ

https://kaigun-curry.net https://www.facebook.com/
kaiguncurry/

「よこすか海軍カレー」情報はWEBで！
　よこすか海軍カレーの店舗・新商品情報やイベント情報を随
時お知らせいたします。加盟店公式WEBサイトはお気に入りに、
Facebookページにはいいね！して最新情報をGETしよう。
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