
 

                           2017 年 12 ⽉ 22 ⽇ 
D&N コンフェクショナリー株式会社 

“新しい東京⼟産”から NEW フレーバー登場！ 

『焼マシュマロ・タルト スモア バナナ味』 
12 ⽉ 22 ⽇(⾦)新発売！ 
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フ ェ ス タ

が共同開発＜第２弾＞ 
 
D&N コンフェクショナリー株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社⻑：稲森 六郎、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、代表取締役社⻑：⼩⼭⽥ 亜希⼦、以下：ANA FESTA）と共同開
発した『焼マシュマロ・タルト スモア※』より新しいフレーバーとなる『焼マシュマロ・
タルト スモア バナナ味』を「ANA FESTA」⽻⽥空港／成⽥空港売店限定にて、12 ⽉ 22
⽇より発売いたします。 
 
※『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、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“新しい東京⼟産”として⽻⽥/成⽥空港の ANA FESTA での売上 NO.1 商品となりました。 
 
■NEW フレーバーは＜バナナ＞ 

前回同様に店頭でお客さまの声をお聞きしている ANA 
FESTA のキャストが商品づくりに参加し、新フレーバ
ー・味わい・パッケージ・価格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。 
当商品の開発において味の設計が⼀番難しく、バナナの
種類や加⼯⽅法を数多く試した中で『⽥辺農園バナナ』
をパウダー化することでバナナ本来の美味しさを感じる
ように設計いたしました。 
 

ANA FESTA 株式会社と同じく全⽇空商事㈱グループの ANA フーズ株式会
社こだわりの⽥辺農園バナナは南⽶エクアドルの標⾼約 300m で⽇本⼈の
⽥辺正裕さんが育てているこだわりのバナナで、⽢さとコク、程よい酸味
が特徴。お⼟産に適した素材とするために、贅沢にフリーズドライへ加⼯
いたしました。スモアこだわりのベルギー産チョコレートと融合すること
により、本格的なスイーツの味わいに。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、ユニークな商品に仕上げました。⾹り豊かなスモアバナナは
⽻⽥空港、成⽥空港の ANA FESTA だけでの販売です。  

 

 

 

NEWS RELEASE 

羽田/成田 

空港限定！ 

南米エクアドルでバナナ
を育てる田辺正裕さん  



 

■商品概要 

[商 品 名] 『焼マシュマロ・タルト スモア バナナ味』  
[価 格] ６個⼊り 1,000 円（税別） 
[発 売 ⽇] 2017 年 12 ⽉ 22 ⽇   
[賞 味 期 限] 45 ⽇間 (常温保存) 
[販 売 箇 所] ANA FESTA ⽻⽥空港売店、成⽥空港売店 

※下記参照 

 

 

■取扱い店舗 

空港 店名 営業時間 

羽田 

羽田 53 番ゲートギフト店 6：00～20：00 

羽田 65 番ゲート店 6：00～20：00 

羽田 66 番ゲートギフト店 6：00～20：00 

羽田 B1 フロアギフト店 8：00～21：30 

羽田 61 番ゲート店 6：00～20：00 

羽田国際線ロビーギフト店 6：00～23：00 

羽田国際線 TOKYO SOUVENIR SHOP SOUTH 6：00～24：30 

羽田南バスラウンジギフト店 6：00～バスラウンジ最終便 

羽田到着ロビーギフト店 8：30～22：30 

羽田北バスラウンジギフト店 6：00～バスラウンジ最終便 

成田 

成田２ビルロビー店 7：30～21：00 

成田 V STORE 店 5：00～22：00 

成田 1 ビル国内ゲート店 7：30～最終便 

 



 

 

 

 

■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・冷凍各種ケ
ーキおよび焼菓⼦の 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

など、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 
[代 表 者] 稲森 六郎 
[設 ⽴] 2008 年 8 ⽉ 1 ⽇ 
[所 在 地] 東京都渋⾕区神南 1-10-1 

 
[資 本 ⾦] 8 千万円 
[売 上 ⾼] 51 億 65 百万円（2016 年度）  
[株 主] ドトール・⽇レスホールディングス 
[従業員数] 200 名（2017 年 4 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。 

[社 名] ANA FESTA 株式会社 
[代 表 者] ⼩⼭⽥ 亜希⼦ 
[設 ⽴] 1986 年 4 ⽉ 21 ⽇ 
[所 在 地] 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] 229 億 9,100 万円（2016 年度） 
[株  主] 全⽇空商事株式会社 
[社  員] 840 名（2017 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 営業部 今井  

TEL：03-5569-7137 ⽉〜⾦曜⽇（祝⽇を除く） 09：00〜17：00  


