
よこすか海軍カレー館（魚藍亭）
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「海軍割烹術参考書」（明治
41年）記載のカレイライ
スを忠実に再現していま
す。年間４万人が食べる１
号店の「海軍カレー」です。

“さいか屋”が総力を挙げて
スパイスを研究し、生み出
された海軍カレー。コンセ
プトは“上品で爽やかな辛
さ”。伝統を今に伝える味。

食べ手のハートを揺さ
ぶり、心に直接語りかけ
てくる「食」のアート。

「芸術」の域に達した海
軍カレー。辛さとフルー
ツの甘さが絶妙！

パーキングエリアでご
当地メニューを！食べ
て驚くほどの完成度を
誇る海軍カレーです。
テラス席もあります。

“食べるだけで元気にな
れる”ネガティブな閉塞
感を打破する「突破力」
を秘めたカレー。「食」
で横須賀を元気にする
海軍カレー。

洋食の基本はテマとヒ
マ！１ヶ月間煮込んだ
フォン・ド・ボー。期
待を決して裏切らない
ビーフシチュー風の海
軍カレー。

美味いカレーの三要素
を 備 え た 規 格 外 の カ
レー。ボリュームよし、
素材よし、ルーが絶品！
大盛無料。店舗は汐入
駅前にあります。

米海軍横須賀基地と海
上自衛隊の艦船を見お
ろしながら、カジュアル
にいただける雰囲気満
点の海軍カレー。軍港め
ぐりの後にもどうぞ。

昭和の香りのする「正統
派の喫茶店」で提供する
海軍カレー。サイフォン
で入れるコーヒーに合う
カレー。記念艦三笠のあ
る三笠公園前の店舗です。

第１回カレー人気店コ
ンテスト」第１位の受
賞店です。昔なつかし
い“お母さんの味”の海軍
カレーです。

確かな“再現力”をもって
真面目に作り込まれた
海軍カレー。優雅に味
わえる特別なカレーが
ここにある。フレンチ
シェフの自信作。

追浜の「おもてなし」
の気持ちを形にした海
軍カレー。「和」と「中華」
を究めたシェフの自信
作です。１日20食限定！

絶景の相模湾を見下ろす
丘の上、南フランスのお洒
落な街並みの中でいただ
く海軍カレー。チキンベー
スで優しい味が特徴です。

ゆったりした店内とマ
スターの人柄がスパイ
スのカレー。喫茶店の
マスター自慢の海軍カ
レー。くつろぎのひと
時をお過ごしください。

馬堀海岸で絶景を見ながら
幸せに浸れる贅沢なカレー。
日常をリセットできる海軍
カレーがここにある。（天然
温泉施設内の店舗です。）

チキンとルーの一体感に
心奪われる海軍カレー。
ホテルのカレーを彷彿と
させる「舌溶け」「ルーと
の一体感」。味とボリュー
ムに自信の一品。

海の香りただよう久里浜
港で海軍カレーを提供！
ワインや香味野菜で煮込
んだソースが自慢です。
東京湾フェリーターミナ
ル内にあります。

構想２年・製作１年！
カレーマイスターが作
る妥協しない「努力と
信念」に裏付けられた
カレー。辛口のハッキ
リとした味が特徴です。

明治末期のカレーシチュー
を再現した正統派の「よこす
か海軍カレー」を海軍士官室
風の店内でご提供。徹底した
雰囲気の再現力が凄い。

居酒屋さんが作った海軍
カレー。牛肉の旨味と
ハッキリした辛さが融合
した「ゆるし」の世界。
具材の大きなカットが自
慢。（ランチ限定で提供）

秘伝のレシピを基にして作り
上げた、万人に愛される「食
べるとポジティブになれる」
海軍カレー。ボリューム満
点！スポーツの後にぜひ！

牛フィレ肉を贅沢に使っ
た王道の欧風海軍カレー。
甘くコク深く、どこまで
も優しいカレー。宴会で
の利用限定となります。

ネイビー規格のボリュー
ム満点の海軍カレー。食
べることの楽しさを再発
見できるワンプレート。
ドブ板通りで海軍カレー
を！

ギ ネ ス に 認 定 さ れ た カ
レーチェーン“ココイチ”海
軍カレーを販売できるの
は市内３店舗だけ！（横須
賀中央店・本町店・追浜店）

本場のスープカレー、
キーマカレー、海軍カ
レーを揃えたドブ板通
りにそびえるカレーの
金字塔。大正ロマン風
の店内で海軍カレーを。

「カレーの街よこすか」
の総本山、横須賀市役
所の地下で提供する海
軍カレー。毎日食べて
も飽きない辛口で濃厚
な味が特徴です。

アメリカンな雰囲気の
中構えずカジュアルに
食せるカレー。本格的
ライブ演奏がスパイス
になる。チキンの旨味
を凝縮したルーは絶品。

営11:30〜22:00（L.O.21:30）
休無　 P 有（6台）　 カード可
席30席
http://www.gyorantei.com/

営11:00〜20:00（L.O.）　
休 不定休　 P 有（500台※大型
バス不可）　 カード可　席118席
http://www.saikaya.co.jp

営11:30〜20:30　休無
P 有（70台）　 カード可　席120席
http://www.kannon-kqh.co.jp

営7:00〜19:30
休無　 P 有（小型72台、大型17台）
カード土産品のみ使用可　席37席

営11:00〜14:00、16:00〜22:00
休木　 P 有（6台）　 カード 不可　席10席
http://shinwag.jp

営11:00〜20:30　休水
P 有（商店街駐車場）　 カード 不可　席30席
http://www.rico-cowbell.com

営11:00〜22:00
休不定休　 P 無　 カード不可
席40席

営11:00〜22:00　休無
P 有（1,376台）　 カード可　席103席

営10:00〜17:00
休水（祝日は営業）、第1金
P 無　 カード不可　席30席

営11:30〜19:00
　（食材完売による早めの閉店あり）
休不定休　 P 無　 カード不可　席22席
http://okaimonoyasan.com/woodisland

営11:00〜18:00　休無
P 無　 カード可　席38席
http://mercureyokosuka.jp

営11:30〜15:00、17:00〜22:00
休無　 P 有（地下10台）
カード可　席85席（個室あり）
http://www.gurume-party.e-yokosuka.jp/

営9:30〜17:00（3月〜11月）、
　10:00〜16:00（12月〜2月）
休無　 P 有（1,500台）　 カード 可　席200席
http://www.yokosuka-soleil.jp

営9:30〜18:00　休第2水
P 無　 カード不可　席24席

http://www.kissaten.e-yokosuka.jp/index.htm

営10:00〜23:00（金土休前日23:30）
休無　 P 有（263台）　 カード 可　席150席
http://www.yurakirari.com/
yuranosato/tenpo/yokosuka.html

営10:00〜17:00　休無
P 無　 カード不可　席36席
http://www.shellshellshell.com

営6:00〜14:00　休無
P 有（10台）　 カード不可　席30席
http://www.tokyowanferry.com

横須賀市若松町1-11-8　交京急横須賀中央駅　東口C階段より徒歩２分
休1/1〜3を除く毎日営業　http://yokosuka-curry.com/

「よこすか海軍カレー」専門レス
トランです。明治期の海軍士官
室風の店内です。
営9:00〜19:30　☎046-829-1221

営11:00〜22:00（土日祝10:00〜）
休無　 P 無　 カード可　席76席
http://navyburger.com

営平日11:00〜16:00（土日祝20:00）
休1月1日〜3日
P 無　 カード可　席50席
http://yokosuka-curry.com/

営11:00〜16:30
休月　 P 無　 カード不可　席40席

営11:00〜19:00（月曜日のみ16:00まで）
休1、4、7、10月の第3月・火と年末年始
P 有　 カード不可　席94席
http://homepage3.nifty.com/allseason/

カレーの街よこすか推進委員会
〈事務局〉〒238-8550　横須賀市小川町11番地
　　　　  横須賀市経済部商業観光課内　TEL.046-822-9672
URL http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4415/curry/index.html
カレーの街よこすか事業者部会

〈事務局〉〒238-8585　横須賀市平成町2-14-4
　　　　  横須賀商工会議所内　TEL.046-823-0402
URL http://kaigun-curry.net

※ このマップの情報は2014年２月に作成のため、店舗の事情により
今後変更になる可能性もあります。 2014.2　100,000部

営10:00〜22:00（予約受付19:00迄）
休不定休　 P 有（45台）　 カード不可
席15席〜（ご予約制）
http://www.heiankakuyokosuka.com/

営11:00〜翌3:00　休無
P 無　 カード不可　席31席
http://www.shellshellshell.com

営11:00〜翌1:00
休無
P 無　 カード不可　席19席
http://www.ichibanya.co.jp/index.html

営11:00〜21:00（土日祝10:00〜）
休無　 P 無　 カード可　席75
http://navyburger.com

営11:00〜16:00　休土、日、祝日
P 無　 カード不可　席70席

営19:00〜翌5:00　休不定休
P 無　 カード不可　席70席
http://www.shellshellshell.com

横須賀市緑ヶ丘29　☎046-826-3830

横須賀市大滝町1-13 さいか屋横須賀店南館3階　☎046-823-1234㈹

横須賀市走水2-1157-2　☎046-841-2200

横須賀市平作4-729-4　☎046-852-4130

横須賀市安浦町3-24　☎046-828-5030

横須賀市衣笠栄町1-70 早野ビル1F　☎046-851-5913

横須賀市本町3-31 ベイスクエアよこすか204　☎046-824-3812

横須賀市本町2-1-12 ダイエーショッパーズプラザ3F　☎046-828-3240

横須賀市小川町27-24　☎046-801-2377

横須賀市大滝町1-4（米海軍基地裏門横）　☎046-827-4790

横須賀市本町3-27　☎046-821-1469

横須賀市追浜町3-1 エルシャンテビル2F　☎046-865-1051

横須賀市長井4丁目地内　☎046-857-2500

横須賀市本町3-27 産業交流プラザ内3F　☎046-828-1639

横須賀市馬堀海岸4-1-23（横須賀温泉湯楽の里内）　☎046-845-1567

横須賀市本町1-9 スズキ第2ビル1F　☎046-876-5467

横須賀市久里浜8-17-20　☎046-835-0241

横須賀市本町2-1-9　☎046-827-1949

横須賀市若松町1-11-8 YYポート横須賀　☎046-829-1221

横須賀市若松町1-11-2　☎046-826-3766

横須賀市不入斗1-2　☎046-821-0420

横須賀市本町1-4　☎0120-23-1122

横須賀市本町2-19　☎046-876-5325

横須賀市若松町1-11-10 1F　☎046-824-1391

横須賀市本町2-2-8　☎046-828-5273

横須賀市小川町11 横須賀市役所本庁舎3号館地下　☎046-827-2297

横須賀市大滝町2-16 小菅ビル5F　☎046-828-7590
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こんな店舗もあります（一般入店不可、期間限定店舗など）

辛さ

3

海上自衛隊員もうなる、ハイレベルな海軍
カレー。海上自衛隊横須賀地方総監部内に
あるカフェです。（一般開放日は入店可）
http://asunarogakuen.urdr.weblife.me/index.html

横須賀市西逸見町1丁目無番地
28

猿島オーシャンズキッチン 辛さ

3

【夏季限定販売予定】
東京湾の無人島猿島で海軍カレーを
提供。
http://www.tryangle-web.co.jp/

㈱トライアングル　横須賀市猿島1　☎046-825-7144
29

わさび （神奈川歯科大学 学生食堂） 辛さ

3

学会など開催時に不定期に海軍カ
レー提供中！

http://www.kdu.ac.jp/

横須賀市稲岡町82（神奈川歯科大学内）　☎046-825-7310
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よこすか海軍カレーのアンテナショップ

1F 2F物産品・カフェ 横須賀海軍カレー本舗

横須賀の観光案内はこちらへ！
営9:00〜17:00　☎046-822-8301

1F スカナビⓘ（横須賀観光インフォメーション）

発  行

「よこすか海軍カレー」レトルトやカレーの
お菓子など、カ
レー関連のお土
産が全てココで
揃います。

　「よこすか海軍カレー」は商標登録されており、この
名称がついた商品は全て“カレーの街よこすか事業者部
会”の認定を受けて販売しています。
　申請された商品は「商品審査会」（月１回実施）にお
いて基準をクリアしている場合にのみ認定されます。
　加盟を検討している事業者の方は、下記カレーの街
よこすか事業者部会担当までご連絡ください。

　　  カレーの街よこすか
　　  公式facebookページ
ページにいいね！ して
最新情報をGETしよう
https://www.facebook.com/

kaiguncurry

　　  カレーの街よこすか
　　  公式HP
お店選びに迷ったら、
HPで店舗情報を確認！
お気に入りに入れて、カレーの街の
最新情報をGETしよう！
http://kaigun-curry.net/

「よこすか海軍カレー」商品について

　「カレーの街」情報を発信！

よこすか
  海軍カレー
全国的な知名度を誇る「よこすか海軍カレー」
カレーの街発足から15年目を迎え、ますますパ
ワーアップした横須賀のカレー認定店は30店舗あ
ります。きっとお気に入りの店舗が見つかります。

よこすか海軍カレー５原則
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
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YOKOSUKA軍港めぐり

海上自衛隊やアメ
リカ海軍の艦船な
どを間近で見るこ
とができる日本で
唯一のクルージン
グツアーです。年
間16万人が体験！
問合先：㈱トライアングル　TEL046-825-7144
http://tryangle-web.co.jp/

無人島猿島

東京湾唯一の自
然島で、海水浴・
フィッシングが
楽しめます。旧軍
の要塞だった島
内の散策も人気
です。
問合先：㈱トライアングル　TEL046-825-7144
http://tryangle-web.co.jp/

記念艦「三笠」

明治38年日露戦争時の日
本海海戦で活躍した戦艦
「三笠」が三笠公園に保存
されています。
年間19万人が訪れる人気
スポットです。歴史のロマ
ンに思いをはせてみては？
問合先：（公財）三笠保存会　TEL046-822-5225
http://www.kinenkan-mikasa.or.jp/

よこすかポートマーケット

旬産旬消
地場産物の総
合販売所です。
生鮮品からお
土産までココ
で揃います。

問合先：TEL046-823-1967
http://portmarket.e-yokosuka.jp/index.htm

よこすか海軍カレー

カレーの街よこすか オリジナル商品
カレーパン

よこすか
ぐりぐめぐりめ

カレーマップ

ガイドマップ

番外編

辛さ

5
辛さ

4
辛さ

3
辛さ

2
辛さ

1
甘 辛み順位 辛



メルキュールホテル横須賀

ウッドアイランド

㈱調味商事

御菓子処 上條 

菓子工房 モリ

やなせ支店

カフェ・ド・クルー よこすかポートマーケット店

カシュカシュ洋菓子店

ぱんプキン古敷谷畜産

ニルヴァーナ

お好み焼・鉄板焼き よし田

あすなろファームさいか屋

永治堂

デリミート・ヤマモト

浜田分店魚藍亭

焼き鳥 戦國屋手作りコロッケ工房 さのや

DOBUITAミリメシ よこすか海軍カレー㈱ヤチヨ

㈱柳屋 三春町店

お好み焼・鉄板焼・花金焼 かえる

ベーカリー ピジョン

ポンパドウル 横須賀店

横須賀海軍カレー本舗

食器・線香・和雑貨 マルトチーズモックinすえひろ

横須賀食肉事業協同組合

お弁当の 日本フーズ

タコ忠

辛さ

3

辛さ

3

辛さ

3

辛さ

3

辛さ

4

辛さ

5
辛さ

4
辛さ

3

辛さ

3
辛さ

4

辛さ

3

辛さ

2

辛さ

4
辛さ

3

辛さ

3

辛さ

5
辛さ

3
辛さ

1

鶏肉と和風の鰹節の風味が隠し味で
す。ホテルクオリティーで明治期の
カレーを再現しました。バターライ
スと一緒にお召し上がりいただくと、
よりホテルの味をお楽しみいただけ
ます。

牛肉・ジャガイモ・ニンジンがたっ
ぷり。昔懐かしい「お母さん」の味
のカレーです。「軍港の街横須賀」を
語るお土産に。「開国の街横須賀」の
選りすぐった名物です。

国産牛肉を贅沢に使った定番商品「よ
こすか海軍カレー」ネイビーブルー。
溶けるまで煮込んだ野菜の甘さと上
品な辛さが広がります。

「皮にカレーのルーを混ぜ
る」という斬新な発想の元
に作られたどら焼きです。カ
レーが餡の甘みを引き出し
ています。レトロなパッケー
ジも贈答品にピッタリです。

カレースイーツの中でも話
題の「よこすか海軍カレー
マドレーヌ」はマドレーヌ本
来の優しい味と、カレーの
スパイシーさが相性抜群。
カレーのお菓子の決定版！

極上の油でカラッと揚げ
たカツに20種類のスパイ
スと富良野ワインを加えて
煮込んだカレーソースを
かけた逸品です。サクサク
で柔らかいカツが旨い。

「第１回 日本全国ご当地パ
ン祭」第１位受賞。日本
一のカレーパンです。国
産小麦を使用したパン生
地に海老名産酒米粉（山
田錦）を練りこみました。

「横須賀スカレー・サブレ」
カレーの街よこすかマスコッ
トキャラクター、スカレーの
形をしたサブレです。カレー
味・プレーン味の詰め合わせ。
お子さん・女性に大人気です！

よこすか海軍カレーパン
第1号！福神漬けの食感
がたまらない！美味しい
カレーとのハーモニーを
お楽しみください。具だ
くさんで大満足！

頑固な社長が厳選した国産牛肉を原料に
使用した「よこすか海軍カレー」。肉の
卸問屋として国産牛肉と特製「フォンド
ヴォー」を使用し、「肉と野菜の旨み」を
じっくりと引き出した海
軍カレーです。

本場のシェフが作る本格
インド・ネパール料理で
す。多種多様なカレーや、
甘い香りの焼きたてナン
をご賞味ください。チー
ズナンも美味しい！

国 産 黒 毛 和 牛 の 牛 ス ジ
が入ったよこすか海軍カ
レー玉は、大人からこども
まで人気の逸品です。特
製カレーのルーはじっくり
煮込んだ自慢の味です。

海上自衛隊横須賀地方総監部内で提
供されてる「門外不出」の味がつい
にレトルト化。コクのある玉ねぎと
マンゴーチャツネがアクセントです。

20種類のスパイスが隠し味。明治5年
創業「さいか屋」の自信作！コンセ
プトは“上品で爽やかな辛さ”。横須賀
土産としてさいか屋の定番商品です。

看板商品の「カレーカステラ」
は2008年愛媛菓子博内閣
総理大臣賞を受賞しました。
横須賀市民ならば一度食べ
ておきたい！「カレーカステ
ラ」はスカレーが目印です。

お 肉 屋 さ ん が“肉”に こ
だわったよこすか海軍
カレーをお弁当でどう
ぞ。お肉屋さんのカツカ
レーも人気。お店は京急
堀ノ内駅前にあります。

浦賀で1914年から営業し
ています。自家製のカレー
ルーには適度な辛さとコ
クがあり、粗挽肉の食感
を味わえます。詳しくは
H.P.をご覧ください。

よこすか海軍カレー１号店の味をその
まま再現。元祖のカレーをお楽しみ下
さい。海軍割烹術参考書（明治41年）
のレシピを忠実に再現しています。日
本のカレーのルーツを
伝える味。

「よこすか海軍手羽先カレー」
手羽先の中にカレールーがたっ
ぷり！手羽先の旨味にカレーが
強烈なインパクト！カラッと揚
げた食感にも美味しさの秘密
があります。クセになる味です。

季節に応じた厳選国産ジャガイモ
のゴロゴロした食感と、スパイス
の効いたカレーがベストマッチ！
安心素材と「キャノーラ油」を
100％使用しているため冷めても
おいしい海軍カレーコロッケです。

自衛隊で採用されている戦闘糧食I型と
いう缶詰をモデルにして作られた缶詰で
す。缶入りの海軍カレーはミリメシ「よ
こすか海軍カレー」だけ。ドブイタステー
ションで販売中！

「海軍割烹術参考書」をもとに現代風
に食べやすく復元した海軍カレーで
す。具材がゴロゴロ入った海軍カレー
をお試し下さい。

海軍カレーをイメージ
したTシャツです。レト
ルトカレーみたいな箱
に入っていますのでお
土産にも大好評。カレー
Tシャツ各種取揃あり。

カレールーとお好み焼
きのソースは意外にも
相性ピッタリ！
カレーの街、横須賀生
まれのカレーお好み焼・
花金焼をどうぞ。

地場野菜・マグロ・よこす
か海軍カレーを１個のパン
で味わえるパンです。毎週
日曜日に三崎朝市にて、よ
こすか海軍カレーパン（三
崎バージョン）を限定発売。

日本全国85店舗（岩手か
ら鹿児島まで）で年間180
万個以上を販売する横須
賀発ご当地カレーパンの
決定版です。久里浜店・
追浜店でも好評発売中！

明治期にイギリス海軍より伝わった
シチュー風味のカレーを再現しまし
た。口当たり滑らかな日本のカレー
の原点に近い海軍カレーです。当店
人気No.1です。

ヨコスカ知ってぬぐい「海軍カレー
の作り方」。「海軍カレー」のレシ
ピを“てぬぐい”にしました。タペス
トリー風に壁に飾るのもクール。
陶器類の他日用雑貨・海軍カレー
レトルトも販売しています！

“粉モノの新革命”、新しい味・
新しい食感をテーマに横須賀
からまた一つご当地グルメが
誕生！イベントでも売切必至の

「チーズモック」をぜひ！
※ 写真は海軍カレーチーズモック
（ビーフ入り）

国産牛肉を使った本格派ボリューム
たっぷり「お肉屋さん」の海軍カレー
です。ビーフのコクを楽しみたい方
にオススメです。辛口・中辛・甘口あり。

海軍カレーがお弁当でも食べら
れるお店です。横須賀西地区に
お越しの際はぜひお寄りくださ
い。地魚弁当も大好評。お届け
もできますのでご相談ください。

10種のスパイスで作った
カレーパウダーが決め手の
スパイシーカレーたこ焼き
をどうぞ！昭和30年代を
イメージした店内はとても
ノスタルジックです。

営10:00〜21:00　休無
P 有　 カード可　

営8:30〜20:00　休第3火
P 無　 カード不可

営11:30〜14:30、17:00〜21:00
休日　 P 無　 カード可　席42席

営10:00〜19:00　休月
P 有（180台）　 カード可　席無
http://www.cafedecrew.com/

営8:30〜19:00　休第3月、12/26〜1/1
P 2台　 カード不可
https://sweets-cachecache.net/

営7:00〜19:00　
休日、祝日、不定休　 P 無　 カード不可
http://members3.jcom.home.ne.jp/panpukin.sato/

営11:00〜16:00、16:00〜23:00
休無　 P 無
http://www.nirvanafood.com

営11:00〜23:00　休火
P 無　 カード不可　席28席
http://www.kuma3.co.jp/

営9:00〜19:00　休水　
P 有（商店街駐車場）　 カード不可

営9:00〜19:00　休日
P 無　 カード不可

営7:30〜16:30（土日7:00〜）
休無　 P 有（10台）　 カード不可
http://panichiba-hamadabunten.co.jp/

営17:00〜23:00（金土日祝16:00〜）
休水　 P 8台　 カード不可　席30席

営11:00〜18:00（火・金のみ営業）
P 有（1〜2台）　 カード不可

営10:00〜19:00　休無
P 有（33台）　 カード可
http://www.yanagiya-inc.co.jp

営17:30〜23:00（平日）
　11:30〜23:00（土日祝）
休火　 P 無　 カード不可

営9:00〜19:00　休日
P 有（4台）　 カード不可

営10:00〜19:00　休不定休
P 有（さいか屋駐車場）　 カード可
http://www.pompadour.co.jp

営10:00〜19:00　休年初のみ
P 有（商店街駐車場）　 カード可

営10:00〜20:00　休無
P 有（2台）　 カード不可　席8席

営6:00〜20:00　休1月1日〜3日
P 有　 カード不可
http://e-oben10.jp/
21kanagawa/0468575048.html

営15:00〜20:00　休不定休
P 無　 カード不可

横須賀市本町3-27　☎046-821-1111

横須賀市大滝町1-4（米海軍基地裏門横）　☎046-827-4790

横須賀市小川町26-5　☎046-822-1977

横須賀市若松町2-30 モアーズシティ B1F　☎046-820-4418

横須賀市坂本町3-43　☎046-824-4991

横須賀市若松町1-9　☎046-825-9403

横須賀市新港町6　☎046-874-5552（本社）

横須賀市長沢1-32-7　☎046-849-5669

横須賀市汐入町2-40　☎046-823-1133横須賀市三春町3-30　☎046-822-4129

横須賀市大滝町2-23 ミカサショッピングプラザB1　☎046-821-5227

横須賀市汐入町2-33-5　☎046-822-7678

横須賀市小矢部4-19-4　☎046-852-0600さいか屋横須賀店 B1F　☎0120-003-578

横須賀市衣笠栄町1-4　☎046-851-0963

横須賀市三春町3-46　☎046-822-3665／0120-015-129

横須賀市浦賀5-7-5　☎046-841-0046横須賀市緑ヶ丘29　☎046-826-3830

横須賀市佐原4-1-30　☎046-807-2038横須賀市佐原3-20-23　☎046-804-3333

横須賀市本町2-7　☎046-824-4917横須賀市日の出町1-9　☎046-828-7511

横須賀市三春町1-9　☎046-829-1888

横須賀市田浦町3-1　☎046-861-5601

横須賀市池田町2-3-15　☎046-833-3358

横須賀市大滝町1-13 さいか屋横須賀店地下1階　☎046-827-4180

横須賀市若松町1-11-8 YYポート横須賀　☎046-829-1221

横須賀市衣笠栄町1-70　☎046-852-3572横須賀市安浦町2-26　☎080-2344-8455

横須賀市三春町3-20-3　☎046-822-3440

横須賀市長坂3-10-5　☎046-857-5048

横須賀市森崎1-1-19　☎046-834-7897
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　明治初期、海軍・陸軍軍人の病死の最大の要因は脚気
（かっけ）でした。予防法を確立したのは後の海軍軍医
総監・高木兼寛でした。イギリス海軍で提供されていた
カレー風味のシチューに小麦粉でとろみを付けて、ライ
スにかけたメニューを軍隊食に取
り入れたところ、脚気は激減。こ
のときに採用されたメニューが現
在の日本のカレーライスのルーツ
と言われています。カレーライス
は兵役を終え故郷に戻った兵士た
ちにより全国に広まっていきまし
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。

　スカレーはカレーの街よこ
すかの公式マスコットキャラ
クターです。
　スカレーはカモメがモチー
フになっており、YYポート横
須賀・京急横須賀中央駅・JR
横須賀駅で会えます。着ぐる
みのスカレーもイベントで大
活躍しています。

　カレーの街よこすか推進事
業のメインイベントとして「よこ
すかカレーフェスティバル」を
毎年開催しています。日本全国
からカレーで街おこしを実施す
る団体のカレーが三笠公園に

集まります。よこすかカレーフェスティバルは日本最大級の
「ご当地カレー」の祭典なのです。来場
者の５人に一人が購入する「よこすか海
軍カレーバイキング」は地元横須賀の
海軍カレー４種類を好みで選べる企画
です。カレーフェスティバルは平成26
年５月に開催予定です。

1. 横須賀はカレー発信の地

4. マスコットキャラクター
　 「スカレー」

8. よこすかカレーフェスティバル
 　～日本最大級のカレーイベント～

営8:00〜18:00
休日、祝日　
http://choumi.jp/

営11:30〜19:00
休不定休
http://okaimonoyasan.com/woodisland

営9:00〜17:00
休土・日
http://asunarogakuen.urdr.weblife.me/index.html

休無
http://mercureyokosuka.jp

営9:00〜19:00　
休日、祝日他
http://www.kaiguncurry.com

営11:30〜22:00　休無
http://www.gyorantei.com

営9:00〜19:30　
休1/1~3
http://www.yokosuka-curry.com

営10:00〜19:00
休無
http://www.saikaya.co.jp/

営8:30〜17:30
休日、祝日
http://www.yachiyo-gr.com/

営10:00〜16:00　
休土、日、祝日

高木兼寛
（提供：東京慈恵会医科大学）

「カレーの街よこすか」
マスコットキャラクター

スカレースカレーブログも見てみてね！

2. 「よこすか海軍カレー」とは？
　明治41年に発行された「海

かいぐん

軍割
かっぽう

烹術
じゅつ

参
さん

考
こう

書
しょ

」には日本
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。

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。

当時のカレーレシピの要約

　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、金曜日には必ず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。「 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
にサービスや割引を行う
店舗もあります。

3. 金曜日はカレーの日

海上自衛隊でのカレー提供の様子

　POPなスカレーのイラ
ストが人気！『カレーの
街よこすか』バスの運行
を行っています。
　運行ラインはJR横須賀
駅～京急浦賀駅の区間な
ど。運行時間については、

湘南京急バス㈱堀内営業所（TEL.046-822-5711）まで。

5. 「スカレー号」運行中

　横須賀市では年に１度、市
立小学校および特別支援学校
において給食の献立が全てカ
レーライスとなる「全校一斉カ
レーの日」を実施しています。
　２万３千人以上の生徒・児童
がカレーについて考える、“カレーの街よこすか”が誇る学校
教育とのタイアップ事業なのです。

6. 「全校一斉カレーの日」

会場の様子

４種のカレーを選べる
「よこすか海軍カレーバイキング」

よこすか
  海軍カレー

オリジナル商品

レトルト／缶入りカレー

カレーの街
よこすか

辛さ

5
辛さ

4
辛さ

3
辛さ

2
辛さ

1
甘 辛み順位 辛

「よこすか海軍カレー」が手軽にどこでも食べられま
す。ギフト品・横須賀のお土産として最適です。11
社から発売中　各社のWEBサイトでも購入できます。

※№①〜⑩は横須賀海軍カレー本舗1Ｆでも販売中

よこすか海軍カレーブランドの商品をはじめお菓
子、Tシャツまで多品目にひろがる「カレーの街」が
誇る商品の数々です。※商品多数につき紙面で紹介
しきれません。詳しくは公式HPでご確認ください。

よこすか
海軍カレーパン

「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！

営11:00〜15:30（土日10:00〜17:30）
休月・火・水
http://dobuita-st.com/

㈱トライアングル 辛さ

3

辛さ

3

海上自衛隊の艦船　護衛艦「ひゅうが」、護衛艦「きりしま」、
砕氷艦「しらせ」の味を再現したカレーです。
艦船ごとに味を競う海
上自衛隊のレベルの高
いカレーをお楽しみく
ださい。YOKOSUKA軍港
めぐり汐入ターミナルに
て販売中！

横須賀市本町2-1-12 ショッパーズプラザ1F　☎046-825-7144
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横須賀おみやげコンテスト（H24）入賞商品

「全校一斉カレーの日」の様子

　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「商
品審査会」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。

認定制度

　カレーの街よこすかではカレー名人として承認された華麗
マイスターを派遣し、料理教室を行っています。
　「海軍割烹術参考書」のレシピに基づき、忠実に明治期
の海軍カレーを再現します。
　カレー名人の派遣についての
お問い合わせは横須賀市商業
観光課（TEL.046-822-9672）
まで。

7. 「よこすか海軍カレー」を
 　華麗なマイスターが伝授

海上自衛隊カレーシリーズ


