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メルキュールホテル横須賀 046-821-1111 本町3-27

ホテルニューヨコスカ 046-820-1111 本町1-12

ホテル横須賀 046-825-1111 米が浜通2-7

ホテルハーバー横須賀 046-822-0001 汐入町2-7

ホテルパレス 046-827-3000 若松町1-11

旅館　一國屋 046-822-0011 汐入町1-5-1

セントラルホテル 046-827-1111 若松町2-8

ホテルリスト ・・・ホテルマーク

京急ウォーク参加者

　　&スタッフが選んだ京急ウォーク参加者

　　&スタッフが選んだ

　海と緑に囲まれた横須賀は、

食材の宝庫。たくさんの漁師さ

んと農家さんが新鮮な地元食

材を皆さんにお届けするため

に活躍しています。

　季節ごとの地元食材を、鮮度

の良い一番美味しい時に味わえること、それは他にはない

すこよ「らな」るべ食「」う買「を材食元地。すで力魅の賀須横

か地産地消ショップ」へ。

海の幸・大地の恵

　横須賀は、カレー発信の地。

　日本のカレーライスは、日本

海軍がイギリス海軍のカレー

味のシチューを取り入れ、全国

に広まりました。

　「よこすか海軍カレー」は、明

治期の日本海軍レシピ「海軍割烹術参考書」をもとに当時の

味を忠実に再現したカレーで、ご当地カレーNo.1に選ばれ

ました。牛乳とサラダが一緒に添えられます。

よこすか海軍カレー

　アメリカで生まれたハン

バーガーは、米海軍の軍隊食

としても親しまれてきました。

　「ヨコスカネイビーバー

ガー」は、米海軍基地より提供

された公式レシピから生まれ

た本場のアメリカンバーガー。100％ビーフのビックな

サイズとシンプルな味付けが特徴です。米海軍横須賀基

地周辺のお店でのみ提供しています。

ヨコスカネイビーバーガー

　戦後、ビールの代用品として進駐軍をはじめ横須賀で

も流行したホッピー。今でも多くの店で提供しています。

　「横須賀ホッピー」の鉄則は、キーンと冷えたグラス、冷

えた焼酎、冷えたホッピー

の“３冷”と焼酎120ml以

上です。氷は入れません。

ホッピー、湯どうふ、シコ刺

しは、横須賀の定番です。

横須賀ホッピー

これは
　　湯どうふ



5 ハングリーズ 本町3-31ベイスクエアよこすか2番館2F
046-824-3812 11:00～22:00(L.O 21:30) 不定休 40 牛肉をはじめ素材にもこだわるレストラン。店内はカジュ

アルな雰囲気。お子さまづれＯＫ。

とんかつ方丈 若松町3-18
046-828-6761

平日11:00～15：00  16：00～21：00
土・日11：00～21：00(LO.20:30)

月曜・年末年始
（12/30～1/4） 3845 リーズナブルなトンカツから、アグー豚、黒豚、イベリコ豚

などを使用した高級トンカツが味わえる。

26 日曜・祝日 33 イタリア料理をベースに、地魚、肉、鎌倉野菜のほか、本
格スイーツも楽しめる女性にも人気のカフェ＆バー。Y’ｓ 大滝町2-25

046-825-9431
11:00～14:30
17:00～23:00

Chez 田坂 若松町1-9
046-826-3266

11:30～14:00
17:30～20:00(L.O)

月曜
(祝日の場合は翌日） 40 地元食材を使ったフランス料理とランチを取り揃える一

軒家レストラン。（個室あり）41

6:30～10:00　11:30～14:00
17:30～20:30

メルキュールホテル横須賀
ビストロ・ブルゴーニュ

本町3-27 19F
046-821-1594 無休 1006 横須賀港を望むレストランで、地元食材を使用したフレ

ンチが楽しめる。

花野家 フランス料理 大滝町2-3-2 1・2F
046-821-4114 11:30～23:00(L.O 21:30) 月曜 6019 横須賀野菜、近郊の漁港で獲れた地魚にこだわりまし

た。横須賀フレンチです。

11:30～13:45
17:00～22:45（日・祝21：45まで）炭火焼　タイガー 若松町2-7三浦プラザビル4F

046-821-4129 月曜 4434 食肉専門店の直営店で、安全で質の高い肉が堪能できる
人気店。

やきとり相模屋 若松町1-1
046-824-5538 12:00～21:00 無休 2425 横須賀名物。１本80円の老舗精肉店が営む立ち食い焼き

鳥。串をコップに入れてお勘定。お酒はカウンターの店内で。

お好み焼き 鉄板焼き
よし田

汐入町2-33-5
046-822-7678 11:00～23:00 火曜 28 本場大阪のお好み焼きともんじゃ焼きが食べられるお店。3

やなせ支店 若松町1-9
046-825-9403

12:00～14:00
17:00～21:00 日曜 2637 横須賀名物の老舗とんかつ屋。ソースかつ丼・手づくりの

カツカレーが人気。

17:00～23:00 日曜
（12月は30日まで営業） 50 鶏料理一筋60年、こだわりの焼鳥と旬の食材を使った料

理で人気。八十八（やそはち） 若松町3-10
046-822-300442

やきとり専門店 忠孝 若松町3-12
046-822-4174

17:00～24:30
金・土翌1:00まで

年末年始
月曜 7043 1958年創業から紀州備長炭で焼き上げる伝統の焼鳥が

30種類以上ある、やきとり専門店。

和膳と酒肴
廚 KURIYA

本町3-13-1
046-823-5221

日・火～木17:30～23:30
金・土24:30まで 月曜 407 小洒落た店内でこだわりの日本酒と旬の和食が味わえる

人気店。

そばと地酒　閑雲 若松町2-4田丸屋ビルB１F
046-823-4156 第一日曜 38 美味しいそばと豊富な地酒を取り揃えている店。28 11:00～22:00

天丼の岩松 日曜（アナゴの
仕入れにより不定休） 1011:30～18:00

材料がなくなり次第終了
大滝町2-14山水ビル1F
046-825-012822 女性スタッフだけで切り盛りする天丼専門店。小柴漁港

直送のアナゴ天ぷらが自慢。

割烹 住よし 若松町1-2-3
046-827-0181

11:00～14:30
17:00～22:00 月曜・年末年始 9024 季節感のある懐石料理や店内の生簀からすくい上げた

鮮魚を堪能できる。

しん かるちぇ らたん 若松町2-1
046-827-1900

11:00～14:00
17:00～22:00 不定休 6027 純和風の空間で、新鮮な美味しい地魚や銘酒が楽しめ

る。

日本料理 あら井 若松町2-8セントラルホテル9F
046-824-1234

11:30～14:00
17:00～21:00 

年末年始
一部休業、月曜 10029 数奇屋風たたずまいの落ち着いた雰囲気の店内では、四

季折々の地場の味が堪能できる。

横須賀タンメン　青龍 汐入町3-18
046-822-7717 11:30～21:00 月曜 1330 特製平打ち麺に地場産野菜がたっぷり入った塩味の「横

須賀タンメン」とサンマーメンが人気の店。

彩楽久（さいらく） 日の出町2-1-24
046-820-6633

月～土17:00～23:00
日・祝17:00～22:00 不定休 2255 元寿司屋の店主が40年の経験を生かし、厳選された食

材を生かした料理が自慢の店。

Ｆine－ファイン－ 日の出町1-12-8ハイシティＡ棟B1F
046-824-8639 17:00～24:00 不定休 3554 ゆったりとくつろげるぬくもりのある雰囲気の隠れ家風

居酒屋。

やぶれかぶれ 若松町3-4
046-822-5257 17:00～翌1:00 日曜 3252 黒豚豆乳しゃぶしゃぶや黒豚鉄板焼が人気の豚料理専

門店。旬菜、海鮮物、卸値価格で提供中！

居酒屋 直きち 若松町3-12
046-822-3464

月～金11:00～13:30
月～土17:00～23:00 日曜 7044 女性客も多い魚屋直営の人気海鮮居酒屋。毎日変わる刺

身メニューがおすすめ。

佐島　浜呑み組合 大滝町2-4-3高橋ビル2F
046-887-0377

11:30～14:00　17:00～22：00
（時間の相談は可能） 月曜 3520 佐島漁師直営店。朝獲れ地魚、生しらすの沖漬けは絶品。

横須賀初、お酒のヤカン呑みができる。

レストラン ロマネ 米が浜通1-17シャトーブランビルB1F
046-824-6868

11:30～15:00  17:00～24:00
金・土17:00～翌3:00 日曜 5453 隠れ家的空間の落ち着いた大人のレストランバー。フル

オープンキッチンで作る本格料理で女性に人気の店。

若松町３－13
046-801-081847 サザンオールスターズ大好き居酒屋。新鮮な魚介類、ラー

ドで揚げた鶏の唐揚げが自慢。おとなの居酒屋 佳祐 17:00～翌5：00
日曜17:00～24：00 日曜 10

22ウッドアイランド
カレーレストラン

大滝町1-4（米軍基地裏門横）
046-827-4790

11:30～19:00
（予約パーティなどは21：30頃まで） 不定休18 「カレー人気店コンテスト」第１位受賞、横須賀のお土産

「海軍カレー」レトルトほか販売。

横須賀海軍
カレー本舗

若松町1-11-8YYポート横須賀2F
046-829-1229

平日11:00～16:00
土・日・祝20:00まで 1/1～1/3 5040 １階は横須賀土産の販売、２階はよこすか海軍カレーが

食べられるレストラン。

大衆酒場 坂戸屋 若松町3-7
046-822-3248 17:00～22:00 日曜・祝日 2550 創業100年を誇る老舗。地魚料理と戦後から作り続けて

いる牛煮込（冬季のみ）と３冷ホッピーが名物。

39 漁師小屋 若松町1-11
046-826-3766

平日16:00~23:30
土・日13：00～23：30 月曜 43 東京湾の朝獲り旬の地魚にこだわった海鮮料理が楽し

める。

17:00～24:00OTONARI３ 汐入町2-38
046-874-7377 月曜 224 地元食材と国産ワインとクラフトビール。生産者の顔が

キチンと見える、そんなかんじのお店です。

46 オーシャンダイニング 
KUROFUNE

若松町3-16
046-823-9622 17:00～24:00 不定休 46 三崎・松輪漁港で直接入札をし、仕入れた朝獲れ地魚が

自慢の地産地消居酒屋。

とれび庵 若松町1-11
046-826-1251 17:00～24:00 火曜 4036 佐島漁港朝獲れの魚料理をつまみに、日本酒や焼酎が

楽しめる。明るい雰囲気の店内で女性にも人気。

中央酒場 若松町2-7
046-825-9513

10:00～22:30
土22:00まで

日・祝・年末年始
（12/31～1/3） 7031 創業1953年。「チューサカ」の名で親しまれる横須賀の酒

の聖地。ホッピーと名物 湯どうふは必食。

居酒屋 酔月 若松町2-7
046-825-9390 16:00～23:30 日曜・祝日 7232 焼酎、地酒が80種類、リーズナブルな価格と豊富なつま

みが人気の本格酒場。

33 酒蔵　お太幸　
中央店

若松町2-7
046-825-9407

15:00～22:00日・祝13:00～22:00
金・土・祝前日22:30まで

12/24
年末年始 200 横須賀名物、立ち食い焼き鳥もある大衆酒場。安価で豊

富なメニューで広い世代の客を集める。

大人の隠れ家居酒屋
やんちゃ家

若松町1-12小瀬村若松ビル1F
046-825-2526

月～土17:00～24:00
日17:00～23:00

日・盆・年末年始
（宴会の予約は応相談）

3535 地元横須賀の新鮮な野菜や旬の魚など地産地消にこだ
わった、オリジナル料理と炭焼料理が味わえる店。

釣人料理 太公望 大滝町2-4山本ビルB1F
046-824-6488 17:00～23:00 日曜 2621 三浦半島の新鮮な魚介料理をリーズナブルに楽しめる。

酒の種類も豊富な和風居酒屋。

鳥の巣 横須賀店 若松町1-2ヒトモトビル2・3F
046-825-0533

11:30～14:00
16：30～23：30 無休 12023 料亭の味を居酒屋価格で味わえる、豊富な旬の魚介類で

人気の店。ランチもおススメ。

一福 本町3-12
046-822-3881 11:00～23:00 日曜 508 X-JAPANのhideも愛した人気の老舗食堂。昭和の雰囲気

を残す店内で、和・洋・中のメニューとホッピーを。

和風バー哲 大滝町1-5
046-825-5733

日曜
（5名様以上コース予約で営業） 5217 18:00～22:00 三崎本マグロや葉山牛を使った和食創作料理が味わえ

る居酒屋。

ダイニングおおしま 汐入町1-5
046-826-1480

11:30～14:00
17:00～22:30

月曜(宴会のみ営業
祝日の場合は翌日） 282 和風モダンな中、本格フレンチ酒肴をお箸で。お好みの

お酒とともにお召し上がりください。

白根家 横須賀中央店 若松町3-13
090-6144-1516 15:00～22:00 日曜 17 魚は佐島や久里浜沖の釣人直送の魚が食べられる、焼

鳥も人気。48

平日17：00～24：00
日曜15：00～24：00喰呑処 えんや 若松町3-5

046-825-5855 火曜 1851 ２代目オーナーのアットホームな雰囲気の店で、地魚料
理や創作料理が楽しめる。

横須賀風居酒屋
空母 信濃

若松町1-9-1
046-854-4756 15:00～24:00 不定休 2538 旬の地魚料理と地野菜の天ぷらが人気です。焼酎、日本

酒も豊富にご用意してます。

よこすか海軍カレー館 緑が丘29
046-826-3830 11:30～20:00（L.O 19:30） 年末年始 3014 海軍割烹術参考書（明治41年）にある作り方を忠実に再

現した、よこすか海軍カレー１号店。

YOKOSUKA SHELL 本町1-9
046-876-5467 11:00～深夜 無休 4015 昭和モダンのレトロな雰囲気の店内では、横須賀の３大

グルメや焼鳥、お酒も楽しめます。

Music Restaurant
Angelo

若松町3-9
046-828-7590 19：00～翌5：00 無休 10049 横須賀市ならではのお酒や食事が満喫できる店。3大ご

当地グルメが食べられる。

TSUNAMI
CURRY&GRILL

本町2-2-8
046-828-5273

11:00～20:00
土・日・祝10:00~ 1/1 1F18

2F4610 築80年の大正浪漫漂う風情ある和の空間で、3大ご当地
グルメが食べられる。

ハニービー 本町2-1
046-825-9096 11:30～23:00 無休 １F22

B1F5012 1968年創業のアメリカンダイナー。米兵たちにも愛され
る味をぜひ堪能してください。

TSUNAMI 本町2-1-9飯田ビル
046-827-1949

11:00～21:00（フードL.O）/２F(バー)はLASTまで
土・日・祝10:00~

1/1 7611 直火焼きのオリジナルバーガーが人気の店。３大ご当地
グルメが食べられる。

No. 店舗名 住所・電話番号 営業時間 定休日 席数 P　 R

※地図は表面をご覧下さい※地図は表面をご覧下さい

サーフ タコ 本町2-7
046-823-3533

17:00～LAST
土・日・祝11:00～LAST 不定休 8９ カウンタースタイルのオープンバー。TSUNAMIと姉妹店

で直火のバーガーが人気。

どぶ板食堂Perry 本町2-19
046-874-9322 11:00～24:00 無休 3013 3大グルメが全て手作り!!こだわりの味が楽しめるアメリ

カンダイナー。

No. 店舗名 住所・電話番号 営業時間 定休日 席数 P　 R

レストラン LAUNA 本町1-15
046-854-5688 11:00～21：00（L.O 20：00） 月曜・年末年始

（祝日は営業） 3016 日本一大きいヨコスカネイビーバーガーの歴史はここか
ら。宴会・パーティ料理も大満足。

カフェレストラン
コルセール

汐入町1-1ヴェルニー公園内
046-827-1819

11:00～15:00
17:00～19:30(L.O)

月曜
祝日の場合は翌日 261 ヴェルニー公園内の本格レストラン。店内からは艦船が停

泊する港の景色が一望。

よこすか海軍カレーも提供しております。

よこすか海軍カレー

ヨコスカネイビーバーガー

居酒屋・レストランバー・ダイニングバー

中華

イタリアン

フレンチ

焼鳥・とんかつ・お好み焼き・焼肉

和食・天丼・そば

よこすかポートマーケット
住　　所：横須賀市新港町６

電　　話：046-823-1967

営業時間：10:00～19:00

　　　　 (11月～2月は10：00～18：00）

　　　　 11:00～21:00(レストラン)

定 休 日：火曜（休日の場合営業）

　　　　 1/1～1/6

横須賀の東西エリアの海の幸・大地の
恵が一度に手に入る満足スポット。地元食材を買う＆食べるお店が14店。
地場もの満載です！


	７版軽量
	７版軽量2

