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乗船場所
（汐入桟橋） （汐入ターミナル）1階

京急線汐入駅から
徒歩約5分
JR横須賀駅から
徒歩約15分

一部商品はWeb・お電話の通信販売でお買い求めいただけます。
詳しくはトライアングルWebサイトをご覧ください。
※価格は税込み価格です。  ※価格は変更になる場合があります。

ご予約はこちら

INFORMATION
※小学生未満は大人1名につき1名無料です。（大人の人数を超えた場合、小学生料金を人数分適用）
※運航経路及びスケジュールは気象条件などにより変更・中止になる場合がございます。
※ペット（盲導犬・聴導犬・介助犬を除く）の乗船はできません。
※危険物や他のお客様の迷惑となる物品は船内に持ち込めません。
※艦船の係留状況を事前に知ることはできません。
※航行中、船は急に揺れる場合があります。十分にご注意ください。
※その他、航行中は船長・船員の指示に従ってください。
※車いすご利用の方は、必ず予約時に申告いただき、当日は発券所のカウンターにお知らせください。
※「（身体・精神等）障害者手帳」「療育手帳」「被爆者健康手帳」等保持者本人と、介護者（小学生を除く
12歳以上）1名の計2名までは一般運賃および小学生運賃の半額でご乗船いただけます。
※当局からの指導により手荷物検査を実施する場合がありますので、ご了承ください。

お知らせとお願い

YOKOSUKA軍港めぐり・猿島航路・チャータークルーズ

046-825-7144
汐入桟橋／横須賀市本町2-1-12

https://www.tryangle-web.com
（8:30～17:00）

カーナビ入力はこちら

WEB

土・日・祝日は混雑しますので、事前のご予約をおすすめいたします。
軍港めぐりのご予約は電話かインターネットで、前日まで受け付けております。

「COSKAベイサイドストアーズ」駐車場に約1,300台駐車可能
コースカ

コー スカ

汐入ターミナル（チケット発券所）は「COASKAベイサイドストアーズ」2階にあります。

運賃表 Charge
■一般

800円
1,600円

■団体料金（15名様以上）
大　人 adult
小学生 child 720円

1,440円大　人 adult
小学生 child

※

※

●周遊時間は約45分間です。時刻通りに出航しますので、お乗り遅れの無いようご注意ください。
※10:00便、16:00便は繁忙期、土日祝日等にのみ運航されます。運航日は下記webサイトでご確認ください。

YOKOSUKA軍港めぐり  汐入ターミナル
「COASKAベイサイドストアーズ」2階

18枚入り  1,200円

軍港めぐり  たまごせんべい
玉子をふんだんに使用した、ほんのり甘い
クッキーのような「たまごせんべい」です。

海上自衛隊の潜水艦をモ
デルにした、ボールペン兼
フィギュアです。

2008年まで、海上
自衛隊の横須賀土
産として横須賀地
方総監部内で限定
販売されていた通
称「自衛艦 焼酎」。

史上初の護衛艦チョロ
Qが誕生しました！ 海上自衛隊艦船のピンバッジ。

10個入り  1,000円

空母チョコクランチ
長さ33.3cm！
細部までこだわったミニサイズの「空母」

護衛艦きりしまカレー
リンゴやトマト、じっくり炒めたオニオンに
隠し味のココアパウダーを加えた王道の
ポークカレーです。

護衛艦ひゅうがカレー
大きなビーフとゴロッと食べごたえのある
ジャガイモがたっぷりと入り、最後に牛乳
と醤油の隠し味を加えて大人の味に。

砕氷艦しらせカレー
小さめに刻んだジャガイモなどの野菜と、
ゴロッと大きなホタテが入った、中辛シー
フードカレーです。

潜水艦部隊カレー
牛肉、豚肉、鶏肉と3種類の肉を使用し、コ
クのある味に。また野菜を細かく刻み、フ
ルーティな風味が実現。お子様でもお楽し
みいただける甘口で濃厚な味わいになっ
ています。

護衛艦ちびしまカレー
ただ辛さを抑えただけの甘口ではなく、辛
口好きな大人でも納得のいく深い味わい
のコク甘ポークカレーです。

艦船ピンバッジ

650円

 （要冷蔵）　720円

1,000円

ネイビービール

護衛艦「きりしま」
チョロQ

護衛艦「きりしま」
チョロQ

潜水艦型
ボールペン
潜水艦型
ボールペン

焼酎「自衛艦よこすか」
　1,250円

実際の「艦」のレシピを再現した〝本物〟の味

海上自衛隊カレーシリーズ海上自衛隊カレーシリーズ
艦艇と基地の数だけレシピがあり、その数なんと200以上と言わ
れる、海上自衛隊カレー。これを、できる限り忠実に再現しました。
選んだのは、「きりしま」「ひゅうが」「しらせ」「潜水艦部隊」の4種各
船の厨房で実際につくられているレシピを再現し、オリジナルテイ
ストの「ちびしま」も登場。缶ならではの特徴を生かした個性あふれ
るこだわりカレーに仕上げました。

各350円

内容量：230g×6缶  3,780円

内容量：230g×4缶  2,500円内容量：230g×4缶  2,500円

ギフトボックス

6個入

ギフトボックス

4個入

大好評 !大好評 !

おみやげセレクション 出航時刻表 Departure timetable

600円

230g

各1缶

内容量

軍港めぐり 検索

中辛 中辛

中辛 甘口

甘口

「軍港めぐり」ならではの
おみやげをどうぞ！

10:0010:00
14:00

11:00
15:00

12:00
16:00

13:00



16

艦船補給所・自衛隊病院艦船補給所・自衛隊病院

Refueling station, 
SDF Hospital Yokosuka
Refueling station, 
SDF Hospital Yokosuka

Taura

Anjinzuka

田浦駅
12号バース12号バース

アメリカ海軍横須賀基地施設アメリカ海軍横須賀基地施設

吾妻島吾妻島

新井掘割水路新井掘割水路

船越地区
（自衛艦隊司令部と護衛艦）
船越地区
（自衛艦隊司令部と護衛艦）

4

横須賀地方総監部横須賀地方総監部

1

2

3

5

7

6吉倉桟橋吉倉桟橋

Mikasa Park

SarushimaSarushima
猿島猿島

猿島航路猿島航路

三笠公園

横須賀本港
Yokosuka Port

消磁所
Depaming station

京急線
Keikyu Line

JR横須賀線
JR Line

アメリカ海軍施設
海上自衛隊施設

Yokosuka 
横須賀駅

逸見駅

汐入駅

Hemi

Shioiri

Yokosuka-chuo
横須賀中央駅

安針塚駅

YOKOSUKA軍港めぐり
汐入桟橋

船越地区（自衛艦隊司令部と護衛艦）船越地区（自衛艦隊司令部と護衛艦）4

12号バース12号バース1

アメリカ海軍横須賀基地施設アメリカ海軍横須賀基地施設2

吾妻島吾妻島3

横須賀地方総監部横須賀地方総監部7

6 吉倉桟橋吉倉桟橋

全長約410mの航空母艦専用埠頭です。

10隻以上の護衛艦が係留できる海上自衛隊の桟橋です。

かつての横須賀鎮守府にあたる横須賀地方隊の司令部です。

日米が共同利用する倉庫地区です。

在日米海軍司令部が置かれ、多くの艦船が母港としてい
ます。また学校、病院、郵便局、映画館、競技場などがあ
り、約2万人を超える人々が生活する街です。

海上自衛隊の全艦船・全航空機を指揮する司令部です。
その他にも長浦港には護衛艦隊司令部、潜水艦隊司令
部、掃海隊群司令部、海洋業務群司令部などが置かれて
おり、海上自衛隊の中枢を担っています。

明治時代、横須賀本港と長浦港をむすぶため、旧海軍に
より掘られた水路です。

新井掘割水路新井掘割水路5

コースカコースカ

みどころみどころ

汐入ターミナル
（チケット発券所）2階2階
COASKAベイサイドストアーズCOASKAベイサイドストアーズ

1階1階

三笠桟橋
（猿島航路発券所）

徒歩約15分

アメリカ海軍や海上自衛隊の艦船を間近で見られる

横須賀ならではの「ご当地クルーズ」横須賀ならではの「ご当地クルーズ」

「YOKOSUKA軍港めぐり」の特徴の1つは、案内人。普段はめったに見ることがで
きない海上自衛隊やアメリカ海軍の基地に停泊している艦船の種類や名前、役割
などを分かりやすく生解説いたします。もちろん、船舶についての知識は不要。
艦船のことがまったく分からなくても、案内人の解説があるので安心です。

横須賀港は、今から約160年前の嘉永6
年（1853年）、米国ペリー艦隊の黒船が
浦賀に来航して以来、横須賀製鉄所、海
軍工廠、そして軍港として発展を遂げて
きました。右の図は、明治時代に作られた
港の案内地図。よく見ると、湾内に小舟が
浮かんでいるのが見えます。これは〝明治
版軍港めぐり〟─実はこの時代から、
人々は最先端のエリアを船でめぐるク
ルージングを楽しんでいたのです。

▲横須賀一覧図（明治14年）

案内人が徹底生解説！

JR横須賀線・横須賀駅の改札口を出ると目の前に広がる港が横須賀港。
奥には米海軍横須賀基地、そして手前には海上自衛隊の基地があり、それぞれ
の場所にさまざまな役割の艦船が並んでいます。その様子を眺めながら「シー
フレンド7」で45分間のクルーズが楽しめるのが「YOKOSUKA軍港めぐり」。
毎日のように船が入れ替わる港をめぐり、アメリカ海軍と海上自衛隊の艦船を
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。

日米の艦船を見られる日本唯一のクルーズ

海軍港としての歴史を重ねるYOKOSUKA

約45分間
のクルーズ


