2020 年 7 月 29 日

NEWS RELEASE

D&N コンフェクショナリー株式会社

ANA FESTA がオススメするマシュマロスイーツ！

『焼マシュマロ・タルト スモア【東京レモン味】』
羽田空港・成田空港限定で 8 月 1 日(土)新発売！
株式会社ドトール・日レスホールディングス傘下の 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、以下：D&N コンフェクショナリー)は、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）と共同開発した『焼マシュマロ・タルト
丈島産の八丈フルーツレモンを使用した新 フレーバー『焼マシュマロ・タルト

スモア※』より 東京都八

スモア【東京レモン味】』を ANA FESTA 羽田

空港・成田空港の店舗限定で 8 月 1 日(土)より販売いたします。 https://roasted-marshmallow-smore.com

■ 空港限定の大人気スイーツ『スモア』羽田空
港・成田空港限定フレーバー
地域の特産やこだわりの素材を限定フレーバーとして 九
州地区や関西地区で展開してきた『焼マシュマロ・タルト
スモア』。今回販売する新フレーバー『焼マシュマロ・タル
ト スモア【東京レモン味】』は開発の原点に戻り、
“東京で
作る私 たち だか らこ そ知る 東京 の素 材 ” をテ ーマに 開発 。
素材の選定は ANA FESTA、開発・パッケージデザインは D＆
N コンフェクショナリーが お互いに意見をすり合わせなが
ら進めてまいりました 。
※『焼マシュマロ・タルト

スモア』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、開発し、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“新しい東京土産”として羽田 /成田空港の ANA FESTA での売上 NO.1 商品。

■ 東京都八丈島で作られる特別なレモン「八丈フルーツレモン」
昭和 15 年に、八丈島民の菊池雄二さんがミクロネシア諸島のテニアン島から持ち帰った
レモンの苗木が「菊池レモン」の愛称で島内に広まりました。その後、平成 20 年頃から
本格的な生産が始まりましたが、八丈島レモン生産出荷組合の定める出荷基準を満たし
た完熟果実のみを、特に「八丈フルーツレモン」という商品名で販売しています。樹上
で完熟させる八丈フルーツレモンは 実が大きく酸味が穏やかで皮の苦味が少ないため、
皮ごとおいしくいただけます。

■ 夏にぴったりのレモン味！
八丈フルーツレモンの レモン果汁とシロップで作る 自家製マシュマロ は穏やかな酸味と
甘みが特徴。さらに焼きチョコ部分に入ったレモンピールは 、マシュマロと相まってさ
らに爽やかな香りを引き出します。 レモンの美味しさを丸ごと詰め込んだスモアをぜひ
ご賞味ください。

■ 商品概要
【名

称】焼マシュマロ・タルト スモア 【東京レモン味 】

【価

格】4 個入：780 円(税抜) 、8 個入：1,440 円(税抜)

【発 売 日】2020 年 8 月 1 日(土)
【賞味期限】45 日間(常温保存)
【販売箇所】 羽田空港、成田空港 ANA FESTA 各店舗
＊現在新型コロナウイルス感染拡大に伴い、臨時休業や営業時間 を変更しております。
詳細については以下 URL よりアクセスいただき、各店舗情報ページにてご確認ください。
https://www.anafesta.com

空港

店舗名

営業時間

羽田空港

羽田 46 番ゲート店

6:30～航空機に合わせて営業
7:30〜18:00 ＊臨時対応中
6:00～20:00
6:00～20:00
6:00～最終便まで
8:00〜13:30 ＊臨時対応中
6:00～20:00
8:00～21:30
8:00〜20:00 ＊臨時対応中
8:30～22:30
10:00〜21:00 ＊臨時対応中
6:00～23:00
4/22～臨時休業中

羽田 53 番ゲートギフト店
羽田 61 番ゲート店
羽田北バスランギフト店
羽田 65 番ゲート店
羽田 B1 フロアギフト店
羽田到着ロビーギフトショップ
羽田第３ターミナルロビー店
成田空港

成田 1 ビル国内ゲート店

7:30～最終便まで
4/9～8/31 まで臨時休業中
7:30～21:00
4/9～8/31 まで臨時休業中
5:00～22:00

成田 2 ビルロビーギフト店
成田 Fuchsia by peach 成田空港本館 店

6：00～20：00 ＊臨時対応中

■ 話題のスモアが購入できるのは ANA FESTA だけ
電子レンジであたためて、「トロ〜り、さっくり」も健在。ANA FESTA と D&N コンフェク
ショナリーだからこそできる、ユニークな商品『焼マシュマロ・タルト スモア』がいつ
でも買えるの は羽田空港、成田空港 、関西地区、九州地区 ANA FESTA 各店舗だけ。
＊取扱商品は空港により異なります。

■ 企業概要
【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 等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
[代

表

名] D&N コンフェクショナリー株式会社
者] 合田 知代

[資
[売

本
上

金] 8,000 万円
高] 49 億 47 百万円（2019 年度）

[設
[所

在

立] 2008 年 8 月 1 日
地] 東京都渋谷区神南 1-10-1

[株
主]ドトール・日レスホールディングス
[従 業 員 数] 132 名（2020 年 7 月 1 日現在）

【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。
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地]

ANA FESTA 株式会社
鈴木 裕二
1986 年 4 月 21 日
東京都大田区羽田空港 3-3-2
東京国際空港第一旅客ターミナルビル内

[資 本 金] 5,000 万円
[売 上 高] 220 億 5000 万円（2019 年度）
[株
主] 全日空商事株式会社
[従 業 員 数] 917 名（2020 年 4 月 1 日現在）

<本件に関する報道関係なら びに商品についてのお問合せ先 >
D&N コンフェクショナリー株式会社 担当：今井
TEL:03-5569-7137 / FAX:03-5569-7147 / Mail : marumi-imai@dn-con.co.jp
月~金曜日(祝日を除く) 09:00~17:00

