
❶ よこすか海軍カレー館（魚藍亭）❶ よこすか海軍カレー館（魚藍亭）
緑ヶ丘 29 046-826-3830

海軍割烹術参考書（明治４１年）にあるカ
レイライスの作り方を忠実に再現していま
す。よこすか海軍カレー 1号店。日本海軍
で提供されていたカレーに一番近い味がこ
こにあります！日本料理も老舗です。

営業時間 11：30 ～ 22：00 / 席数：30席

関ブロ参加証提示特典

会計時５％OFF

❷ TSUNAMI / TSUNAMI CURRY&GRILL❷ TSUNAMI / TSUNAMI CURRY&GRILL
TSUNAMI : 本町 2-1-9
C&G : TSUNAMI 隣

046-827-1949
046-828-5273

カレーマイスターが作る、フォン・ド・ボーのコクが特徴の“旨み”成分が
詰まった「よこすか海軍カレー」をご提供。ヨコスカネイビーバーガーは人
気No.1。ジョージワシントンバーガーは必見。アメリカンな雰囲気の
TSUNAMI、大正浪漫風居酒屋CURRY＆GRILL の 2店あり。

営業時間 11：00 ～ 22：00（土日祝 10：00～）/ 席数：TSUNAMI 76 席・C&G 60 席

関ブロ参加証提示特典

会計時５％OFF

❸ ハングリーボーイ❸ ハングリーボーイ
本町 3-31-204
（汐入駅前） 046-824-3812

じっくり煮込んだカレーはコクのあるルーと大きな具が特徴です。ヨコスカ
ネイビーバーガーもその大きさにビックリ！海軍カレーとバーガーがワンプ
レートで味わえます。関東ブロック大会会場から１分！

営業時間 11：00 ～ 22：00 / 席数：40席

関ブロ参加証提示特典
２６日夜：予約のお客様 生ジョッキ１杯サービス
２７日　：１０％OFF

❹ メルキュールホテル横須賀 シャンゼリゼ❹ メルキュールホテル横須賀 シャンゼリゼ
本町 3-27
（会場横のホテル） 046-821-1469

ホテルの開放的なラウンジで、フレンチのシェフ
が作るよこすか海軍カレーをご賞味ください！

営業時間9：00 ～ 17：30（お食事11：00 ～） / 席数：40席

関ブロ参加証提示特典

ラウンジにて よこすか海軍カレー（お食事）５％OFF

（1Fラウンジ）

❺ 横須賀海軍カレー本舗❺ 横須賀海軍カレー本舗
若松町 1-11-8
YY ポート横須賀 046-829-1221

明治４１年　「海軍割烹術参考書」のレシピを
もとに、現代に復元した正統派「よこすか海軍
カレー」を海軍士官室風の店内でどうぞ。カレー
の街よこすかのアンテナショップです。充実の
物産コーナーあり。横須賀土産がここで全て揃
います。

営業時間 11：00 ～ 16：00（土日祝 20：00）/ 席数：50席

関ブロ参加証提示特典

お食事の方　カレーコロッケトッピングサービス

❻ どぶ板食堂 Perry / YOKOSUKA Shell❻ どぶ板食堂 Perry / YOKOSUKA Shell
Perry : 本町 2-19
Shell  : 本町 1-9

046-876-5325
046-876-5467

横須賀３大グルメの海軍カレー・ネイビーバー
ガー・チェリーチーズケーキを一緒に味わえる
お店です。外国人のお客さんが多いのも特徴で
す。ドブ板食堂はドブ板通り入口にあり。
YOKOSUKA Shell は焼き鳥も提供するアット
ホームな居酒屋です。

営業時間 11：00 ～ 翌 3：00 / 席数：Perry 31 席・Shell 36 席

関ブロ参加証提示特典

会計時１０％OFF

❼ ウッドアイランド カレーレストラン❼ ウッドアイランド カレーレストラン
大滝町 1-4
（米海軍基地裏門横） 046-827-4790

「第１回カレー人気店コンテスト」第 1位受賞
店です。　昔懐かしい“お母さんの味”の海軍
カレーです。特製「カレースプーン」でお召し
上がりください。名物マスターがカレーについ
て力説するお店です。米海軍横須賀基地裏門横
でお待ちしています。

営業時間 11：30 ～ 19：00（食材完売による早めの閉店あり）/ 席数：22席

関ブロ参加証提示特典

お持ち帰りできるお飲物をプレゼント

PTA関東ブロック研究大会PTA関東ブロック研究大会

横須賀名物横須賀名物
カレーバーガーカレーバーガーが食べられるお店７選

２５～２７日まで楽しめるお店です !!２５～２７日まで楽しめるお店です !!
ランチも夜もＯＫ!!ランチも夜もＯＫ!!
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関東ブロッ
ク大会

横須賀
おすすめ店舗

１１店
おすすめ店舗

１１店

25～27日
はここで

盛り上がろ
う！ !25～27日

はここで

盛り上がろ
う！ !

❶中華飯店

料理ジャンル：中華料理　席数：40席
所在地：本町 1-10　電話：046-822-3212

６０年の歴史を持つ中華料理
店。新鮮な素材を本場の味付
けでどうぞ！関ブロ参加者に
は徹底的にサービスします！

関ブロ参加証提示特典

ソフトドリンク１杯サービス

❹厨 KURIYA

料理ジャンル：創作和食　席数：40席
所在地：本町 3-13-1　電話：046-823-5221

地元佐島の地魚と三浦産の
野菜を使用した料理を提供
しています。日本酒なども
季節酒を中心に多数あり。

関ブロ参加証提示特典

季節のアイス・ドリンク１杯

❺なぶら よこすかポートマーケット

料理ジャンル：お食事処　席数：60席
所在地：新港町 6　電話：046-884-8691

漁師直営の店舗のため、地魚の
鮮度は折り紙付。店名の「なぶ
ら」は漁師言葉です。その意味
は店舗でご確認ください。写真
は“大漁てっぱつ舟盛定食”

関ブロ参加証提示特典

宴会５名様以上予約で舟盛りサービス
５名以下でもお楽しみサービス有り

❻炭火焼鳥 串道

料理ジャンル：焼鳥　席数：46席
所在地：大滝町 2-4 清水ビル 1F　電話：046-820-2358

厳選した鶏を丁寧に串打
ち、備長炭で一気に焼き上
げます。最高の串焼を落ち
着いた店内でぜひ！

関ブロ参加証提示特典

お一人様最初の１杯サービス

❼北の庄や

料理ジャンル：居酒屋　席数：80席
所在地：若松町 1-14 近藤ビル 2・3F　電話：046-825-7000

定番メニューから厳選された
珍メニュー（ワニ・カンガルー
の刺身等）までお手頃価格で
多数揃えています。

関ブロ参加証提示特典

お一人様につき１杯ドリンクサービス
食べ飲み放題 120分 3,000 円～

❷木の子 CLUB HOUSE 海賊

料理ジャンル：無国籍料理　席数：25席
所在地：大滝町 1-8 B1F　電話：046-821-0762

地下にある隠れ家的な店舗
でキャプテンがお出迎え。
刺身・焼鳥・鉄板焼きなど
メニュー豊富で美味。

関ブロ参加証提示特典

生ビール１杯キャプテンのおごり

❸やぶれかぶれ

料理ジャンル：旬菜料理　席数：32席
所在地：若松町 3-4　電話：046-822-5257

神奈川県産の黒豚しゃぶ
しゃぶ・鉄板焼きが絶品。
地場野菜・鮮魚を使ったこ
だわりの味。

関ブロ参加証提示特典

３名様以上のお客様 1,000 円引き
または

通常3,800 円コース＋飲み放題＝5,400 円を 5,000 円に

❽楽島モアイモ

料理ジャンル：居酒屋・無国籍料理　席数：35席

所在地：本町 1-1　電話：046-827-2051

南国風のセンス良い店内
で、沖縄料理を中心とした
無国籍料理をどうぞ！酒類
も豊富。当日の会場そば♪

関ブロ参加証提示特典

地産品を使ったお料理を１品サービス

❾路地裏食堂トンデジ

料理ジャンル：韓国家庭料理　席数：28席
所在地：大滝町 2-3-19　電話：046-876-9418

店内に入るとそこは韓国！
横須賀で本格的な韓国料理
を楽しみたいならココ！
韓流好きの方は必見。（27日休）

関ブロ参加証提示特典

ソフトドリンク１杯サービス

10華代

料理ジャンル：韓国料理　席数：約 20席
所在地：安浦町 2-11　電話：046-826-3383

ボリュームたっぷりの韓国家
庭料理。この地域で一番繁盛
している居酒屋です。「にん
にく牛肉炒め」が絶品。

関ブロ参加証提示特典

一組につきニラチジミ１枚サービス

●四代目埼玉家 和心 天（てんまる）

料理ジャンル：創作和食　席数：27席
所在地：三春町 1-21　電話：046-822-3140

季節の素材を使い、揚げ油の温
度に細心の気を配って作る、こ
だわりの天ぷら。熱々の「わっ
ぱ飯」をご堪能ください！

関ブロ参加証提示特典

ソフトドリンク１杯サービス

11


