
  

   

 

 

 

「やんばるナポリタン」キャンペーン 
楽天ポイントが貯まる! デジタルスタンプカード企画開催 

 

～スタンプカードやコミュニティ参加で楽天ポイントを進呈！～ 
 

公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューローは、日本ナポリタン学会と協力し、2022 年 8月 1 日(月)

から「やんばるナポリタン」キャンペーンを開催しています。9 月 16日(金)から追加企画として、楽天グルー

プ株式会社のコミュニケーションアプリ SpoTribe（スポットライブ）を使って、企画に参加する 9店舗を対象

に、楽天ポイントが貯まるデジタルスタンプカード企画を開催しております。 

ひきつづき、各参加店舗に募金箱を設置。沖縄県北部 12市町村から成る、「やんばるチームどんどん協議会」

の協力を得て、首里城火災復旧・復興や、世界自然遺産に指定されたやんばるの環境保全活動へ寄付します。 

【開催期間】 

2022年 8 月 1日(月)～12 月末 

※デジタルスタンプカード企画は 9月 16 日（金）から実施。 

【参加店舗】 

 ・喫茶タンゴ（横浜市鶴見区） 

 ・珈琲専門店 山百合（横浜市鶴見区） 

 ・レストラン ヤンキィース（横浜市中区） 

 ・立寄処 道中（横浜市中区） 

 ・デリ&バル 横浜ブギ（横浜市中区） 

 ・ぱぁらー泉（横浜市南区） 

 ・ジョルニカフェ 玄（横浜市青葉区） 

 ・喫茶かなで（横浜市港北区） 

 ・街の珈琲店 よこはま物語（横浜市都筑区） 

詳しくは、横浜市観光公式サイト「横浜観光情報」のイベント紹介ページをご覧ください。 

【主催】 

 公益財団法人横浜観光コンベンション・ビューロー 

【協力】 

 日本ナポリタン学会、「ちむどんどん」横浜鶴見プロジェクト、やんばるチームどんどん協議会 

 

令 和 ４ 年 ９ 月 ２ ７ 日 （ 火 ） 
 

公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー  

記 者 発 表 資 料  

 



 

 

  

連続テレビ小説「ちむどんどん」(ＮＨＫ)で登場した、ヒロインの創作メ

ニュー。本編では沖縄そばを使用したナポリタンとして登場しましたが、本

キャンペーンでは、沖縄そばをはじめ、スパムやゴーヤなど沖縄の食材を使

用し、各参加店舗で個性あふれる「やんばるナポリタン」を提供します。 

  

 

 

懐かしくもおいしい「スパゲッティナポリタン」を日本の発展と共に歩

んできた貴重な食文化であると再評価・再認識することから、沈滞しがち

な地域を、そして日本を活性化させていこうと、戦後にナポリタンが全国

に伝播していく発信地となった横浜の有志市民が結成した任意団体です。 

現在、35 店舗を認定し、横浜の洋食文化を発信しています。 

 

 

コミュニティアプリ SpoTribe を使って、企画に参加する９店舗を対

象に、楽天ポイントが貯まるデジタルスタンプカード企画を開催しま

す。対象店舗に行き、チェックイン（スタンプをゲット）すると、楽

天ポイントがもらえます。 

※獲得できるポイントは期間限定ポイントです。 

また、訪問者同士が掲示板機能を使い交流することができます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「やんばるナポリタン」とは 

日本ナポリタン学会とは 

コミュニティアプリ「SpoTribe」、スタンプカードとは 

お問い合せ先 
公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー 
事業部事業開発課長 宮本 裕子 TEL：045-221-2111 

※本日は 17：00まで在席しております。 

※こちらはイメージです。デザインは変更となる場合があります。 

▼スタンプカードはこちら ▼インストールはこちら 

※ SpoTribe（スポットライブ）は、楽天グループ株式会

社が提供する、同じ場所にいた人／行ったことがある人同

士で「狭く深いつながり」の交流が楽しめる掲示板・コミ

ュニティ＆スタンプカードサービスです。 

※アプリインストール後 

スマートフォンからご確認ください。 



やん
ばるナポリタン

いま、ちむどんどんするまち、横浜・鶴見の通称・沖縄タウンが熱い！
横浜観光コンベンション・ビューローとナポリタン発祥地・横浜に

本拠を置く日本ナポリタン学会がタッグを組み、
「やんばるナポリタン」を日本ナポリタン学会の認定店舗を中心とした

お店で展開し、横浜を盛り上げます！

日本ナポリタン学会×横浜観光コンベンション･ビューロー
横浜発祥のナポリタンに沖縄をプラス！

キャンペーン参加店舗
喫茶タンゴ（横浜市鶴見区）
珈琲専門店 山百合（横浜市鶴見区）
レストラン ヤンキィース（横浜市中区）
立寄処 道中（横浜市中区）

ぱぁらー泉（横浜市南区）
ジョルニカフェ 玄（横浜市青葉区）

デリ & バル 横浜ブギ（横浜市中区）

喫茶 かなで（横浜市港北区）
街の珈琲店 よこはま物語（横浜市都筑区）

詳しくは裏面を
ご覧ください。

2022年 9月 16日～12月末

やんばるナポリタン600円

協力：日本ナポリタン学会主催：公益財団法人 　　 　　　　　　横浜観光コンベンション･ビューロー

楽天グループ株式会社の新コミュニケーションアプリ SpoTribe（スポットライブ）を使って、

企画に参加する 9店舗を対象に、楽天ポイントが貯まるデジタルスタンプカード企画を開催し

ます。アプリをダウンロードして、お店を回って楽天ポイントをゲットしよう！

↑ アプリのインストールはこちら

← やんばるナポ
リタンのスタンプ
カードページはこ
ちらから。

コミュニティアプリ「SpoTribe」

キャンペーン第二弾



やん
ばるナポリタン

参加店舗

日本ナポリタン学会×横浜観光コンベンション･ビューロー
横浜発祥のナポリタンに沖縄をプラス！

キャンペーン第二弾
お店の事情により売り切れる場
合もあります。ご了承ください。

このキャンペーンでは、
首里城火災復旧･復興や、世界
自然遺産指定されたやんばるの
環境保全活動へ寄付します。

2022年 9月 16日～12月末
お店の営業時間は、予告なく変更する場合があります。来店前にお問い合わせください。

ホッチポッチミュージックフェス
ティバル＠日本大通りで
やんばるナポリタンを出店します！

10/23

11:30～17:30
（なくなり次第終了）

喫茶タンゴ
横浜市鶴見区
佃野町 29-45

045-571-7148

営業時間 8:45 ～ 21:00 定休日　火･水曜日
JR京浜東北線 鶴見駅 (西口 ) 徒歩 10分
京急本線 京急鶴見駅 (西口 ) 徒歩 13分

スクランブルエッグ、ラ
フテーとゴーヤの天ぷら
乗せナポリタン ( 泡盛
漬け島唐辛子添え )

1200 円 ( ドリンク付 )

珈琲専門店 山百合
横浜市鶴見区
鶴見中央
4-21-12

045-521-0560

やんばるナポリタン
サラダ付き

1000 円

京急鶴見駅西口出口徒歩約 2分
営業時間　11:00～19:00　定休日 不定休

デリ & バル 横浜ブギ

冷やしやんばる
ナポリタン スープ付

1080 円

横浜市中区
住吉町 6-77
横浜福島ビル 1F

045-651-3787
みなとみらい線 馬車道駅、JR線 桜木町駅 徒歩 4分

営業時間

ジョルニカフェ 玄
横浜市青葉区
しらとり台 2-73

045-514-7986
田園都市線青葉台駅徒歩 7分

営業時間 11:00 ～ 21:00　

青パパイヤとゴーヤ
スパムのやんばる
ナポリタン

レストラン ヤンキィース
横浜市中区
真砂町 3-33
セルテ 6F

0120-650-462
JR、横浜市営地下鉄 関内駅すぐ

営業時間　11:00 ～ 23：00
定休日　入居ビル セルテの休みに準ずる

ゴーヤとスパムの
やんばるナポリタン

立寄処 道中

ぱぁらー泉 南太田本店

横浜市中区
新山下3-14-１

080-4344-0850

【月～金】11:30 ～ 14:30 
【月～土】17:00 ～ 23:00　

日曜定休

みなとみらい線 元町中華街駅（出口 6）徒歩 14分

ゴーヤチャンプルー
ナポリタン

900 円
定休日 日祝日 ,
       第３月曜日

営業時間　11:00 ～ 22：00
定休日 火曜日

横浜市南区
南太田
1-27-10

やんばるポラタ

045-713-7722
京急本線 南太田駅徒歩すぐ

営業時間 8:00 ～ 20:30
定休日　不定休

喫茶 かなで

スパム、ゴーヤ、サルサ
ソースとチェダーチーズを
トッピングした、
やんばるナポリタン

街の珈琲店 よこはま物語
横浜市港北区
日吉本1-24-20
フナイビル 1F

1210 円

横浜市都筑区
見花山 31-9 
テラス見花山 1F

045-482-3918 045-534-5997

月～土　11:30~19:00       日曜 11:30~18:00

¥950

950円

ゴーヤチャンプルー風
やんばるナポリタン

7:30 ～ 22:00
定休日 原則なし（1月 1日のみ）

1000 円

950円

1100 円

協力：日本ナポリタン学会主催：公益財団法人 　　 　　　　　　横浜観光コンベンション･ビューロー

東急東横線・ 横浜市営地下鉄鉄グリーンライン
日吉駅徒歩 1分

横浜市営地下鉄グリーンライン「都筑ふれあいの丘」
駅 徒歩 13分　駐車場 23台分あり


