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メルキュールホテル
横須賀 P.4

ハングリーズ P.10

どぶ板食堂 Perry P.13
横須賀
海軍カレー本舗 P.15

MIKASA CAFE P.5

TSUNAMI
カレー＆グリル P.11

YOKOSUKA Shell P.16

よこすか
グルメ艦隊!! P.20

グリル＆カフェ
アルフレッド P.9

TSUNAMI P.12

ご当地グルメレストラン
LAUNA P.17

Yokosuka Cherry Cheese Cake

11 RESTAURANTS

休業日、営業時間は状況により変更となる場合がございます。
詳しくは各店舗へお問い合わせ下さい。
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チェリーチーズケーキ 600円（税込）
（ケーキセット 1,150円（税込）コーヒー or紅茶付）

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】

メルキュールホテルヨコスカ
［住］横須賀市本町3-27（MAP：B-2）　［電］046-821-1469（ラウンジ直通）　［休］無休　
［営］10：00〜18：00（LO17：30）　★テイクアウト有

メルキュールホテル横須賀

トンメコ

お

店か
らの
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チェリーチーズケーキ 825円(税込)　
（ドリンクセット 1,100円（税込））

濃厚なチーズの風味とさっぱりとした後味が特徴。クリーミー
でソフトな食感にパリッとしたキャラメルがアクセントのチェ
リーチーズケーキです。

ミカサカフェ
［住］横須賀市本町3-33-3（MAP：B-2）　［電］046-822-3857　
［休］不定休　［営］9：00〜18：00（LO17：00）

MIKASA CAFE

トンメコ

お

店か
らの
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ヨコスカネイビーバーガー（227g）1,320円（税込）
（ポテト&ドリンクセット 1,760円（税込））

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！３種類のオリジナルソースで楽しめま
す。

ホンチシェル
[住]横須賀市本町3-6（MAP：B-2）　[電]046-815-0583　[休]不定休　
[営]平日15：00〜24：00／土･日･祝11：00〜24：00（不定期に変更あり）　★テイクアウト有

HONCH SHELL

トンメコ

お

店か
らの
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ヨコスカネイビーバーガープレーン（227g）1,320円（税込）
（ポテト＆ドリンクセット 1,650円（税込））

クオーターネイビーバーガープレーン（113g）825円（税込）
（ポテト＆ドリンクセット 1,155円（税込））

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。TSUNAMI同様、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。２枚のパテの上にチェダー
チーズをのせたダブルチーズバーガーも人気です。

サーフタコ
［住］横須賀市本町２-７（MAP：B-2）　［電］046-823-3533　［休］不定休　
［営］17：00〜22：00（LO）／土・日・祝11：00〜22：00（LO）

SURF TACO

トンメコ

お

店か
らの
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お店でひとつひとつ手作りのヨコス
カネイビーバーガーを是非ご賞味く
ださい。トッピングの種類も豊富で

す。数に限りがありますので、売り切れ次第終了
となります。

レストラン バー カンティーナ
［住］横須賀市本町2-13（MAP：C-2）　［電］046-825-9517　
［休］月曜（祝日の場合は翌日）　
［営］火〜土17：00〜25：00／日・祝12：00〜21：00

RESTAURANT BAR CANTINA

ヨコスカネイビーバーガー（220g）1,400円（税込）
クオーターネイビーバーガー（110g）850円（税込）

姉妹店 Country Music Bar George’s
カントリーミュージックバー ジョージズ

［住］横須賀市本町2-14（MAP：B-2）　
［電］046-824-2027　［休］無休　
［営］16：00〜24：00

トンメコ

お

店か
らの
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046-807-2420             



ヨコスカネイビーバーガー（200g）ポテト&ピクルス付1,300円（税込）

チェリーチーズケーキ 850円（税込）
（ドリンクセット 1,000円（税込））

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！チェ
リーチーズケーキは、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ていません。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。

ハングリーズ　※１階のグリル＆カフェ アルフレッドと合同営業の場合あり
［住］横須賀市本町2-4 2F（MAP：C-2）　［電］046-861-6020　［休］不定休　
［営］11：00〜15：00（LO14：30） 17：00〜22：00（LO21：30）

ハングリーズ

トンメコ

お

店か
らの
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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。販売開始から70万個突破しま
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。チェリーチーズケーキも濃厚でクリーミーな味が特徴です。

ツナミ カレー＆グリル
［住］横須賀市本町2-2-8（MAP：C-2）　［電］046-828-5273　
［休］1月1日　［営］11：00〜21：00（LO）　※2021年11月23日までの営業となります。

TSUNAMI カレー＆グリル

ヨコスカネイビーバーガープレーン（227g）1,320円（税込）
（ポテト＆ドリンクセット 1,650円（税込））
クオーターネイビーバーガープレーン（113g）825円（税込）
（ポテト＆ドリンクセット 1,155円（税込））

チェリーチーズケーキ 770円（税込）
（ドリンクセット 935円（税込））

トンメコ

お

店か
らの

11



ヨコスカネイビーバーガープレーン（227g）1,320円（税込）
（ポテト＆ドリンクセット 1,650円（税込））
クオーターネイビーバーガープレーン（113g）825円（税込）
（ポテト＆ドリンクセット 1,155円（税込））

チェリーチーズケーキ 770円（税込）
（ドリンクセット 935円（税込））

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のジョージワシントンバーガーが一番人気です。
チェリーチーズケーキも濃厚でクリーミーな味が特徴です。

ツナミ
［住］横須賀市本町2-1-9（MAP：C-2）　［電］046-827-1949　
［休］1月1日　［営］11：00〜21：00（LO）

TSUNAMI

トンメコ

お

店か
らの
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046-807-5441             



ヨコスカネイビーバーガー（227g）1,480円（税込）

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！

ハニービー
［住］横須賀市本町2-1 本町ビル1階・地下1階（MAP：C-2）　［電］046-825-9096　
［休］無休　［営］11：30〜23：00（LO22：30）　★テイクアウト有

HONEY BEE

トンメコ

お

店か
らの
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チェリーチーズケーキ 850円（税込）

米海軍レシピを忠実に再現したコクのあるチェリーチーズケーキに
は、人気のカレーソフトクリームか、バニラソフトクリームが付き
ます。

ヨコスカカイグンカレーホンポ
［住］横須賀市若松町1-11-8（MAP：E-3）　［電］046-829-1229　［休］1月1日〜1月3日　
［営］月〜金11：00〜16：00（LO15：30）／土日祝11：00〜20：00（LO19：30）　★テイクアウト有

横須賀海軍カレー本舗

トンメコ

お

店か
らの
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ヨコスカネイビーバーガー（227g）1,320円（税込）
（ポテト&ドリンクセット 1,760円（税込））

クォーターネイビーバーガー（113g）880円（税込）
（ポテト&ドリンクセット 1,320円（税込））

チェリーチーズケーキ 770円（税込）
（ドリンクセット 990円（税込））

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！オリジナルソースで楽しめます。ふん
だんにクリームチーズを使ったチーズケーキはまさにアメリカ
ン。さっぱりとしたジェラートアイスはとっても美味。

ヨコスカ シェル
［住］横須賀市本町1-9（MAP：C-2）　［電］046-876-5467　［休］不定休　
［営］11：30〜24：00（不定期に変更あり）

YOKOSUKA Shell

トンメコ

お

店か
らの
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ヨコスカネイビーバーガー（220g）1,580円（税込）
（ポテトフライ付 2,060円（税込））

チェリーチーズケーキ 880円（税込）

横須賀グルメが勢揃いする当店は数々の料理コンテストで優勝
し、賞も受賞！並んででも食べたい品々でメディアでも多数出
演し話題のお店！美味しいのは勿論、写真映えも最強！メガト
ンバーガーも大人気!! １日30食限定。予約をオススメ。

ゴトウチグルメレストラン ラウナ
［住］横須賀市本町1-15-11（MAP：C-2）　［電］046-854-5688　
［休］月曜（祝日は営業、代休あり）第1・3火曜　［営］11：00〜22：00（LO20：00）

ご当地グルメレストラン LAUNA

トンメコ

お

店か
らの
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ヨコスカネイビーバーガー（220g）2,178円（税込）

地元にこだわる、横須賀ビール！国産黒毛和牛のパティと、モ
チモチバンズ。どちらも横須賀の老舗銘店とのコラボレーショ
ン。

ヨコスカビール
［住］横須賀市大滝町1-23（MAP：D-2）　［電］046-874-8588　［休］不定休　［営］月〜木11：00〜15：00 17：00〜
22：00（LO21：00）／金11：00〜15：00 17：00〜23：00（LO22：00）／土日祝11：00〜23：00（LO22：00）

横須賀ビール

トンメコ

お

店か
らの
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ヨコスカネイビーバーガー（220g）ポテト付1,450円（税込）
クオーターネイビーバーガー（110g）ポテト付1,150円（税込）

※ライブショーは別途料金

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！ライブショーの際には販売個数
限定となります。

ヤンガー ザン イエスタディ
［住］横須賀市大滝町2-17 エルスビル４F（MAP：D-2）　［電］046-828-8306　
［休］月曜　［営］17：00〜イベントにより異なる

Younger Than Yesterday

トンメコ

お

店か
らの
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オープンから数々のメディアで話題に！巨大空母プレートがテ
レビで挑戦を受けた有名店！護衛艦を観ながらよこすか３大グ
ルメを楽しめます!!人気YouTuberも多数来店!!軍艦の模型やよ
こすか歴史資料館も!!

ヨコスカグルメカンタイ!!
［住］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：B-1）
［電］046-845-6844　［休］無休　［営］10：00〜21：00（変動あり）　

よこすかグルメ艦隊!!

トンメコ

お

店か
らの

ヨコスカネイビーバーガー（227g） 1,320円（税込）

チェリーチーズケーキ 858円（税込）
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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
拡がっていく中、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
横須賀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。

ハンバーガーと横須賀の歴史

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

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。

米海軍プロデュースの公式レシピ
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ハングリーズハングリーズ P.10

TSUNAMI カレー＆グリルTSUNAMI カレー＆グリル P.11

TSUNAMITSUNAMI P.12

Country Music Bar George’s P.8

MIKASA CAFE P.5

HONEY BEE P.14
ご当地グルメレストラン LAUNAご当地グルメレストラン LAUNA P.17

横須賀ビール P.18

Younger Than Yesterday P.19

どぶ板食堂 Perryどぶ板食堂 Perry P.13

YOKOSUKA ShellYOKOSUKA Shell P.16

RESTAURANT BAR CANTINA P.8
HONCH SHELL P.6

よこすかグルメ艦隊!! P.20

横須賀海軍カレー本舗 P.15
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Yokosuka
Cherry

 Cheese Cake

Yokosuka
 Navy Burger

横須賀集客促進・魅力発信実行委員会
（横須賀商工会議所、横須賀市、京急電鉄、（一社）横須賀市観光協会）
事務局：横須賀市観光課　TEL. 046-822-8124　
※表示されている価格や店舗情報は、令和３年10月現在のもので、変更する場合がございます。
詳しくは、各店舗におたずねください。写真はイメージです。

令和３年11月発行

ヨコスカネイビーバーガーガイドブックヨコスカチェリーチーズケーキガイドブック

Guidebook

Guidebook 認定15店舗
since 2008

認定11店舗
since 2009
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