
 

 2014 年 6 月 10 日 

全日空商事株式会社     

＜ＧＷ期間・空港お土産売上ランキング発表＞ 

全国第 1 位は 『じゃがポックル』、北海道菓子がベスト 10 の半数を占める ! 

全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西村健）は、グループ会社である ANA 

FESTA 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：笠原正則）が運営する空港内ギフトショップ

「A N A
エーエヌエー

 FESTA
フ ェ ス タ

」における、ゴールデンウィーク中のお土産売上数※ランキングを集計しましたのでお知らせ

いたします。ランキングは全国ベスト 10 および主要 5 地域ベスト 5 としており、地域ごとの特色がよくわかる

結果となりました。 

 店舗によって取扱商品が異なります。各店舗の取扱商品については、3 枚目に記載のお問合先までご連絡ください  

※2014 年 4 月 25 日～5 月 6 日の計 12 日間のお土産売上数。お弁当、おにぎり、パン、飲料等は除外。但し、『真空パックシウマイ』（崎

陽軒）等は、お土産としてカウントしています。また、売上数は売上金額ベースではなく、数量ベースで順位付けし、同じ銘柄で内容

量・価格が異なる場合は、1 箱/袋を 1 個としてカウントしています。価格はすべて税込表示です。 

                                                                とは（とは（とは（とは（http://www.anafesta.com/http://www.anafesta.com/http://www.anafesta.com/http://www.anafesta.com/））））    

ANA が就航する国内 34 空港に店舗を構える「ANA FESTA」では、各

地の名産品や飛行機グッズ・旅行カバンなどを販売するギフトショップ

や、スピーディーに食事を提供するフードショップを展開。その地域な

らではの商品を中心に、現地スタッフが厳選し、お客様の様々なニー

ズにお応えできるよう幅広い品揃えを心掛けています。また、当店オリ

ジナル商品の開発や提案にも力を注いでいます。 

■■■■売上売上売上売上ランキングランキングランキングランキング全国全国全国全国    第第第第 1111 位位位位は、『は、『は、『は、『じゃがじゃがじゃがじゃがポックルポックルポックルポックル』』』』    

売上ランキング全国第 1 位は、北海道の定番お土産『じゃがポックル』でした。手頃な値段でお土産として

買われる方が多いようです。また、10 位以内の半数が北海道菓子となり、根強い人気がうかがえます。 

【第 1 位】 【第 2 位】 【第 3 位】 【第 4 位】 【第 5 位】 

『じゃがポックル』『じゃがポックル』『じゃがポックル』『じゃがポックル』    
（ポテトファーム） 

    

    

    

    

    

    

    
畑ですくすく育ったじゃが

いもを、皮つきのままカッ
トし、じっくりフライ。じゃが
いも本来の美味しさが楽

しめます。 

[6 袋入  540 円] 
[10 袋入 864 円] 

『『『『白い恋人白い恋人白い恋人白い恋人』』』』    
（石屋製菓） 

 
 
 
 
 
 
 
軽く、口の中で溶けるよう

な食感のラングドシャクッ
キーに、オリジナルホワイ
トチョコをサンド。76 年発

売以来のロングセラー。 

[ホワイト 18 枚入 1,142 円] 
[ホワイト 24 枚入 1,522 円] 

『『『『博多通りもん博多通りもん博多通りもん博多通りもん』』』』    
（明月堂） 

 
 
 
 
 
 
 
「最上級バター」と、丹念

に練り上げられた上品な
甘さの“しろ餡”を、ミルク
の香りたっぷりの皮で包

んで焼き上げたお菓子。 

[10 個入 1,080 円] 
[15 個入 1,620 円] 

『『『『マルセイバターサンドマルセイバターサンドマルセイバターサンドマルセイバターサンド』』』』

（六花亭） 

    

 

 

 

 

 

 
六花亭 専用 小麦 粉で作

ったビスケットに、ホワイト
チ ョ コ 、 北 海 道 産 生 乳
100％バター、レーズンを

合せたクリームをサンド。 

[10 枚入 1,200 円] 
[16 枚入 1,920 円] 

『ロイズ生チョコ』『ロイズ生チョコ』『ロイズ生チョコ』『ロイズ生チョコ』    
（ロイズコンフェクト） 

 
 
 
 
 
 
 
北海道産生クリームを贅

沢に使い、丁寧にチョコレ
ートに練り込んだ、ふわっ
と溶けるソフトな食感の生

チョコ。 

[1 箱 20 粒入 712 円] 

【第 6 位】 【第 7 位】 【第 8 位】 【第 9 位】 【第 10 位】 

『開拓おかき』『開拓おかき』『開拓おかき』『開拓おかき』    
（北菓楼） 

 
 
 
 
 
7 日間もの時間をかけ心

を込めてつくる、北 海 道
銘菓、北菓楼の人気おか
き。手頃な価格のため、

まとめ買いする方が多く、
お土産に最適。 

[1 袋 390 円] 

『『『『めんべいめんべいめんべいめんべい』』』』    
（山口油屋福太郎） 

 
 
 
 
 
たこ・いか・めんたい、海

の幸のうまみが詰まった
博多名物のせんべい。ピ
リッとくる辛さと香ばしい

香りが人気。 

[2 枚入× 8 袋  480 円] 
[2 枚入×16 袋 1,000 円] 

『『『『東京ぼーの東京ぼーの東京ぼーの東京ぼーの』』』』    
（D&N ｺﾝﾌｪｸｼｮﾅﾘｰ） 

 
 
 
 
 
厳選したクリームチーズと

北海道十勝産のカマンベ
ールチーズを、メレンゲを
使ったパウンドケーキで

サンドしたチーズケーキ。 

[8 本入 1,080 円] 
[12 本入 1,620 円] 

『『『『真空パックシウマイ真空パックシウマイ真空パックシウマイ真空パックシウマイ』』』』    

（崎陽軒） 

    

    

    

    

    
昭和 3 年に誕生した横浜

名物。貝柱を素材にした
独自の味で人気の商品。 

 

[15 粒入  560 円] 
[30 粒入 1,100 円] 

『『『『キットカットキットカットキットカットキットカット』』』』    
（ネスレ日本） 

 
 
 
 
 
サクサクのウエハースと

チョコレートでおなじみの
キットカット。日本オリジナ
ルの味などバリエーション

が多く、海外旅客にも日
本のキットカットが人気。 

NEWS RELNEWS RELNEWS RELNEWS RELEAEAEAEASESESESE    

主要主要主要主要 5555 地域の地域の地域の地域の売上売上売上売上ランキングはランキングはランキングはランキングは次頁次頁次頁次頁へへへへ    ⇒⇒⇒⇒ 
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■■■■主要主要主要主要 5555 地域の地域の地域の地域の売上売上売上売上ランキングランキングランキングランキング        

①①①①新新新新千歳千歳千歳千歳空港空港空港空港    

全国の売上ランキングでは 2 位となった『白い恋人』が、新千歳空港ではトップに立ちました。上位には、全

国規模のロングセラー商品が並んでいます。[新千歳空港担当談]    

【第 1 位】 【第 2 位】 【第 3 位】 【第 4 位】 【第 5 位】 

『白い恋人』『白い恋人』『白い恋人』『白い恋人』    
（石屋製菓） 

 
 
 
 
 
軽く、口の中で溶けるよう
な食感のラングドシャクッ
キーに、オリジナルホワイ

トチョコをサンド。76 年発
売以来のロングセラー。 

[ホワイト 18 枚入 1,142 円] 

[ホワイト 24 枚入 1,522 円] 

『じゃがポックル』『じゃがポックル』『じゃがポックル』『じゃがポックル』    
（ポテトファーム） 

    

    

    

    

    
畑ですくすく育ったじゃが
いもを、皮つきのままカッ
トし、じっくりフライ。じゃが

いも本来の美味しさが楽
しめます。 

[6 袋入  540 円] 

[10 袋入 864 円] 

『マルセイバターサンド』『マルセイバターサンド』『マルセイバターサンド』『マルセイバターサンド』    

（六花亭）    

    

 

 

 

 
六花亭 専用 小麦 粉で作
ったビスケットに、ホワイト
チ ョ コ 、 北 海 道 産 生 乳

100％バター、レーズンを
合せたクリームをサンド。 

[10 枚入 1,200 円] 

[16 枚入 1,920 円] 

『開拓おかき』『開拓おかき』『開拓おかき』『開拓おかき』    
（北菓楼） 

 
 
 
 
 
7 日間もの時間をかけ心
を込めてつくる、北 海 道
銘菓、北菓楼の人気おか

き。手頃な価格のため、
まとめ買いする方が多く、
お土産に最適。 

[1 袋  390 円] 

『『『『とうきびチョコとうきびチョコとうきびチョコとうきびチョコ』』』』        

（HORI）    

    
 
 
 
 
とうもろこしを、上質なホ
ワイトチョコレートでコーテ
ィング。さらにローストした

ヘーゼルナッツで香ばしさ
をプラス。 

[ 1 袋 360 円～] 
 

②羽田・成田②羽田・成田②羽田・成田②羽田・成田空港空港空港空港    

『東京ぼーの』が限定いちご味と併せて好調。海外からの旅行客も多く、羽田空港国際線でも取扱う『じゃ

がポックル』がランクイン。お菓子だけでなく、『真空パックシウマイ』も 2 位に健闘。[羽田・成田空港担当談]    

【第 1 位】 【第 2 位】 【第 3 位】 【第 4 位】 【第 5 位】 

『東京ぼーの』『東京ぼーの』『東京ぼーの』『東京ぼーの』    
（D&N ｺﾝﾌｪｸｼｮﾅﾘｰ） 

 
 
 
 
 
厳選したクリームチーズと
北海道十勝産のカマンベ
ールチーズを、メレンゲを

使ったパウンドケーキで
サンドしたチーズケーキ。 

[8 本入 1,080 円] 
[12 本入 1,620 円] 

『真空パックシウマイ』『真空パックシウマイ』『真空パックシウマイ』『真空パックシウマイ』

（崎陽軒）    

    

    

    

    

    
昭和 3 年に誕生した横浜
名物。貝柱を素材にした
独自の味で人気の商品。 

 

 
[15 粒入 560 円] 
[30 粒入 1,100 円] 

『『『『ミルフィユミルフィユミルフィユミルフィユ』』』』        
（ベルン） 

 

 

 

 

 
香ばしく焼いた 3 層のパイ
の間にリッチなクリームを
サンドし、チョコレートで包

んだお菓子。 

 
[8 個入  712 円] 
[11 個入 1,080 円] 

『『『『東京ばな東京ばな東京ばな東京ばな奈』奈』奈』奈』    
（グレープストーン） 

 
 
 
 
 
ふんわり柔らかいスポン
ジケーキの中には天然バ
ナナカスタードクリーム。

バナナの味と香りが口い
っぱいに広がります。 

[8 個入 1,029 円] 
[12 個入 1,543 円] 

『じゃがポックル』『じゃがポックル』『じゃがポックル』『じゃがポックル』    
（ポテトファーム） 

    

    

    

    

    
畑ですくすく育ったじゃが
いもを、皮つきのままカッ
トし、じっくりフライ。じゃが

いも本来の美味しさが楽
しめます。 

[6 袋入 540 円] 
[10 袋入 864 円]    

③③③③伊丹空港伊丹空港伊丹空港伊丹空港    

定番土産の『赤福』『おたべ』など和菓子がベスト 3 を占めました。[伊丹空港担当談]  

【第 1 位】 【第 2 位】 【第 3 位】 【第 4 位】 【第 5 位】 

『『『『赤福赤福赤福赤福餅餅餅餅』』』』    
（赤福） 

 
 
 
 
 
伊勢神宮の神域を流れる

五十鈴川の清流を餡に、
川 床 の 小 石 をお餅 に見
立てている。低カロリーな

のに栄養価が高い。 
 
[8 個入   720 円] 

[12 個入 1,030 円] 

『『『『おたべおたべおたべおたべ』』』』生八つ橋各種 

（おたべ） 

    

    

    

    

    
米粉・砂糖・ニッキを原料

とした生八つ橋で、あっさ
り炊きあげた粒あんなど
をはさみ込んだ生菓子。 

 
 
[1 箱 540 円～] 

『『『『大阪みたらしだんご大阪みたらしだんご大阪みたらしだんご大阪みたらしだんご』』』』    

（向新） 

 
 
 
 
 
お団子の中にタレが入っ

た、逆みたらし団子。泉州
の定番土産。 
 

 
 
[12 個入  648 円] 

[24 個入 1,296 円] 

『『『『蓬莱本館蓬莱本館蓬莱本館蓬莱本館    豚まん豚まん豚まん豚まん』』』』    

（宇治園） 

 
 
 
 
 
鹿児島産豚肉とふんだん

に使用した玉ねぎを秘伝
の味付けにした生地に包
んだ、冷凍の豚まん。 

 

[4 個入 800 円]    

『『『『京ばあむ京ばあむ京ばあむ京ばあむ』』』』    
（おたべ） 

 
 
 
 
 
京 都 宇 治 抹 茶 と京 都 産

豆乳を使用し、幾重にも
焼き上げたバームクーヘ
ン。 

 

[小 1,080 円] 
[大 1,620 円] 

    

    

九州九州九州九州エリア（福岡空港等）エリア（福岡空港等）エリア（福岡空港等）エリア（福岡空港等）・・・・那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの売上売上売上売上ランキングは次頁へランキングは次頁へランキングは次頁へランキングは次頁へ    ⇒⇒⇒⇒ 



 

④④④④九州エリア九州エリア九州エリア九州エリア（福岡空港等）（福岡空港等）（福岡空港等）（福岡空港等）    

全国の売上ランキングで 3 位になった九州を代表する『博多通りもん』が 1 位となりました。その他、福岡な

らではの、甘い・辛い定番お土産が並びました。[九州エリア担当談]    

【第 1 位】 【第 2 位】 【第 3 位】 【第 4 位】 【第 5 位】 

『博多通りもん』『博多通りもん』『博多通りもん』『博多通りもん』    
（明月堂） 

 
 
 
 
 
「最上級バター」と、丹念
に練り上げられた上品な

甘さの“しろ餡”を、ミルク
の香りたっぷりの皮で包
んで焼き上げたお菓子。 

[10 個入 1,080 円] 

[15 個入 1,620 円]    

『めんべい』『めんべい』『めんべい』『めんべい』    
（山口油屋福太郎） 

 
 
 
 
 
たこ・いか・めんたい、海
の幸のうまみが詰まった

博多名物のせんべい。ピ
リッとくる辛さと香ばしい
香りが人気。 

[2 枚入×8 袋  480 円] 

[2 枚入×16 袋 1,000 円] 

『九州限定辛子明太子』『九州限定辛子明太子』『九州限定辛子明太子』『九州限定辛子明太子』    

(やまや) 

 
 

 
 
 
 
漬けあがったばかりので
きたて辛子明太子。粒が

細かく、とろけるような食
感が魅力。 

[1 箱 1,080 円～] 

『『『『博多華味鳥博多華味鳥博多華味鳥博多華味鳥        
華からっと』華からっと』華からっと』華からっと』        

（トリゼンフーズ）    

    

 
 

 

 

九州産銘柄鶏「華味鳥」
の手羽元をじっくり揚げ、

自 家 製 の甘 辛 たれに絡
めて仕上げた商品。 

[1 袋 1,080 円] 

ANA FESTA オリジナル 

『『『『ふくやふくやふくやふくや製造製造製造製造        
博多中博多中博多中博多中洲洲洲洲明太子』明太子』明太子』明太子』    
（ふくや/全日空商事） 

 
 
 
 
 
明太子を日本で初めて製
造・販売した「ふくや」とＡ

ＮＡ ＦＥＳＴＡのコラボ商
品。中辛・辛口無着色。 

[150g 1,620 円]  

⑤⑤⑤⑤那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港    

沖縄ならではのご当地ものが上位を占め、お菓子だけでなく『海ぶどう（生）』も 2 位にランクインしました。

[那覇空港担当談]     

【第 1 位】 【第 2 位】 【第 3 位】 【第 4 位】 【第 5 位】 

『『『『雪塩ちんすこう雪塩ちんすこう雪塩ちんすこう雪塩ちんすこう』』』』    
（南風堂） 

 
 
 
 
 
ミネラル含有数世界一の
宮古島の自然塩“雪塩”

を使用したさっぱりとした
ちんすこう。 
 

[12 袋入 594 円] 
[24 袋入 1,080 円] 

『『『『海ぶどう海ぶどう海ぶどう海ぶどう（生）（生）（生）（生）』』』』    
（エヌ・オー・エス） 

 
 
 
 
 
沖 縄 の 海 に生 息 する 海
草で、口の中でプチプチ

とはじける食感。 
 
 

[ 80g  864 円] 
[100g 1,080 円] 

『『『『紅紅紅紅いもいもいもいもタルトタルトタルトタルト』』』』    
（お菓子のポルシェ） 
 
 
 
 
 
沖縄県産 100％の紅芋の
ペーストとタルトの絶妙な

組み合わせが人気の「元
祖紅いもタルト」。 

 

[6 個入 648 円] 

『『『『黒糖チョコレート黒糖チョコレート黒糖チョコレート黒糖チョコレート』』』』    
（ロイズ石垣島） 

 
 
 
 
 
西表島･小浜島産の黒糖
を使用したチョコレート。

黒糖の素朴な美味しさが
豊かに香り、深みのある
まろやかな味わい。 

 
[32 枚入 648 円] 

『『『『べにいもたるとべにいもたるとべにいもたるとべにいもたると』』』』    
（ナンポー通商） 

 
 
 
 
 
沖縄の紅芋を使ったタル
ト。県内農家との契約栽

培により沖縄県産紅芋を
ふんだんに使用。 
 

[6 個入  630 円] 
[12 個入 1,050 円] 
 

  

今回の内容に関してのご質問など、情報提供のご協力・ご取材のご依頼なども随時承っておりますので、 

お気軽にお問合せください。 

※このニュースリリースは、貿易記者会へも配布しております。 

【会社概要】【会社概要】【会社概要】【会社概要】    

全日空商事は 1970 年、ANA の航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されま

した。その後、40 年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな

存在として、独自の道を歩んでいます。 

[社 名] 全日空商事株式会社 [URL] http://www.anatc.com/ 

[代 表 者] 西村 健 （にしむら・けん）  

[設 立] 1970 年 10 月 15 日  

[所 在 地] 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代） 

[資 本 金] 10 億円 [売 上 高] 連結 1,107 億円、単体 777 億円 （2013 年度） 

[株 主] ANA ホールディングス株式会社  

[従 業 員 数] 連結 2,121 名、単体 374 名（2014 年 3 月 31 日現在） 

＜本件に関するお問合せ＜本件に関するお問合せ＜本件に関するお問合せ＜本件に関するお問合せは下記までお願いいたしますは下記までお願いいたしますは下記までお願いいたしますは下記までお願いいたします＞＞＞＞    

全日空商事株式会社 総務部広報担当 柁原（カジワラ）、磯村、松川 

TEL：03-6735-5011  FAX：03-6735-5035 


