
 

  2018年 11月 30日 

ANA FESTA株式会社 

“新しい東京みやげ”の NEW フレーバーが九州に上陸! 

『焼マシュマロ・タルト スモア [あまおう苺味] 』 

ANA FESTA九州地区限定で 2018年 11月 30日（金）新発売！ 

空港内ギフトショップを運営する ANA FESTA 株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：鈴木 裕二、以下：

ANA FESTA）は、D&Ｎコンフェクショナリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：合田 知代）と共同開

発した『焼マシュマロ・タルト スモア(S’MORE)※』の新フレーバー『焼マシュマロ・タルト スモア [あまおう苺味] 』を 

ANA FESTA九州地区店舗限定にて、2018年 11月 30日（金）より販売いたします。 

※『焼マシュマロ・タルト スモア(S’MORE)』とは？                                                         

キャンプなどでマシュマロを焼き、チョコレートとグラハムクラッカーなどでサンドして食べる、アメリカで人気のスイーツ「スモア」をモチーフに、 

両社でプロジェクトを立ち上げ、開発に約 8 ヶ月間かけて完成した商品。2017 年 3 月に発売したところ、販売開始直後より SNS や雑誌などを  

通じて大きな反響をいただき、現在では“新しい東京みやげ”として羽田/成田空港の ANA FESTAで売上 NO.1商品となりました。 

■ NEW フレーバーは九州地区限定販売 

羽田/成田空港の ANA FESTAや銀座にある実演販売店舗でしか買えなか

った、東京で大人気のスイーツ『スモア』が、地域限定フレーバー「あまおう

苺味」を携えて九州に上陸いたします。ANA FESTA のスタッフが商品づくり

に参加し、フレーバー・味わい・パッケージに至るまで細かな意見を反映さ

せ、何度も試作を重ねた末に完成した逸品です。 

 

■ 福岡県産 あまおう を使用したこだわりの味 

自家製マシュマロのベースとなるシロップに、九州を代表する【福岡県産 あまおう】のいちごピューレを加えて一緒に

煮詰めることで、あまおうのコクが一層引き立ち、ジューシーな味わいに。甘みと酸味のバランスが良いとされるあま

おうの美味しさを、再発見していただけます。 

 

■ JR博多駅でも期間限定販売！ 

2018年 11月 30日（金）～12月 25日（火）までの期間限定催事として、ポップアップショップを JR博多駅みやげもん

市場（博多デイトス 1F）にてオープンいたします。“MADE IN TOKYO”の「スモア（プレーン味）」と地域限定フレーバ

ー「あまおう苺味」を空港以外で唯一、ご購入いただけます。 
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※画像はイメージです 



 

■ 商 品 概 要   （https://roasted-marshmallow-smore.com） 

【商 品 名】 焼マシュマロ・タルト スモア [あまおう苺味] 

【価 格】 4個入 740円（税抜）、8個入 1,480円（税抜） 

【賞味期限】 45日間（常温保存） 

【発 売 日】 2018年 11月 30日（金） 

【取扱店舗】 福岡空港、佐賀空港、大分空港、長崎空港、熊本空港、鹿児島空港、宮崎空港 ANA FESTA各店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※羽田・成田空港で取扱中のおみやげ用の「焼マシュマロ・タルト スモア」4個入 650円（税抜）も販売いたします。 

 

■ 銀座店では“できたて”の味を提供 

「焼マシュマロ・タルト スモア 銀座店」は、店内でマシュマロの製造から盛

り付け・焼き上げまでを一貫して行い、ふわとろ・サクサクのできたて食感を

お楽しみいただける実演販売店舗です。ANA FESTA 九州地区店舗限定の

「あまおう苺味」の“できたて”をお召し上がりいただけます。 

＜できたて 焼マシュマロ・タルト スモア [あまおう苺味] の特徴＞ 

★あまおう苺の芳醇な香りが食べた瞬間に口の中に広がり、あまおう苺の甘酸っぱさとビターな 

チョコレートが組み合さった絶妙な味わい！ 

★できたてマシュマロのとろ～り食感、マシュマロの中に入っている苺の種のつぶつぶ食感、 

タルトのサックリ食感、チョコレートのパリッと食感、焼きチョコのほろほろ食感、と多重奏な食感！ 

【商 品 名】 できたて 焼マシュマロ・タルト スモア [あまおう苺味] 

【価 格】 1個 220円（税抜）  

【消費期限】 販売より 24時間 （常温保存） 

【発 売 日】 2018年 11月 30日（金） ～ 2019年 2月 5日（火）予定 

【店 舗 名】 焼マシュマロ・タルト スモア 銀座店 （東京都中央区銀座 5丁目 7-10 EXITMELSA B1F） 

※東京メトロ「銀座駅」A2出口より徒歩 2分 

[WEB サイト] https://roasted-marshmallow-smore.com/ 

[in s tag ram] https://www.instagram.com/smore_ginza/ 

空港 店舗名 営業時間 

福岡空港 福岡国内ロビー店 6:30～21:00 

福岡国際線３階店 7:30～20:00 

福岡７番ゲート店 6:00～最終便まで 

福岡１１番ゲート店 6:00～最終便まで 

佐賀空港 佐賀ロビー店 8:30～最終便出発 15分前 

佐賀ゲート店 5:40～最終便まで 

大分空港 大分ゲート店 6:30～20:30 

長崎空港 長崎ロビー店 6:45～20:30 

長崎ゲート店 7:00～最終便まで 

熊本空港 熊本ロビー店 6:30～20:30 

熊本ゲート店 6:30～20:30 

鹿児島空港 鹿児島１階ロビー店 6:40～20:30 

鹿児島２階ロビー店 6:40～20:40 

宮崎空港 宮崎ロビー店 6:30～20:10 

https://roasted-marshmallow-smore.com/
https://roasted-marshmallow-smore.com/
https://www.instagram.com/smore_ginza/


 

【D&N コンフェクショナリー株式会社】（http://www.dn-con.co.jp/） 
D&N コンフェクショナリー株式会社は、創業当初より、グループ会社である株式会社ドトールコーヒ

ー(ドトールコーヒーショップ等)や日本レストランシステム株式会社(洋麺屋五右衛門等)への生・冷凍

ケーキ各種および焼菓子の OEM 供給をはじめ、グループ以外のホテル・レストラン・カフェ等へも数

多くの OEM 商品供給を行ってまいりました。そうした経験を通じて培ってきた独自の企画力・開発

力・製造力などの自社ノウハウを広くご提供すると同時に、売場演出・販売促進のご支援等、洋菓子

販売全般にわたってのトータルなサービスの提供も行っております。 

[社 名] D&Nコンフェクショナリー株式会社              [資 本 金] 8,000万円 

[代 表 者] 合田 知代                                 [売 上 高] 53億 3,400万円（2017年度） 

[設 立] 2008年 8月 1日                           [株 主] ドトール・日レスホールディングス株式会社 

[所 在 地] 東京都渋谷区神南 1-10-1                    [従 業 員 数]200名（2018年 4月 1日現在） 

 

■ 企 業 概 要 

【ANA FESTA株式会社】 （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。 

[社 名] ANA FESTA株式会社        [資 本 金] 5,000万円 

[代 表 者] 鈴木 裕二              [売 上 高] 235億 3,500万円（2017年度） 

[設 立] 1986年 4月 21日          [株 主] 全日空商事株式会社 

[所 在 地] 東京都大田区羽田空港 3-3-2  [従 業 員 数] 839名（2018年 4月 1日現在） 

東京国際空港第一旅客ターミナルビル内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜商品についてのお問合せ先＞ 

ANA FESTA株式会社 マーケティング本部 ＭＤ部  古川・金内 
TEL：03-6700-5373 月～金曜日（祝日を除く）9：00～18：00 

＜本件に関する報道関係の方のお問合せ先＞ 

全日空商事株式会社 経営企画部 広報担当  早藤・森川 

TEL：03-6735-5090 FAX：03-6735-5035 

 

http://www.dn-con.co.jp/
http://www.anafesta.com/

