
 

                           2019 年 6 月 11 日 

D&N コンフェクショナリー株式会社 

話題のマシュマロスイーツからプレミアムフレーバー登場！ 

『焼マシュマロ・タルト スモア【W チョコ】』 

羽田空港・成田空港限定で 6 月 11 日(火)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 スモア※』よりプレミ

アムフレーバーとなる『焼マシュマロ・タルト スモア【W チョコ】』を「ANA FESTA」羽田空港・成田空港の店舗限定で 6 月

11 日(火)より販売いたします。さらに、羽田空港内 ANA FESTA B1 フロアギフト店にて工房一体型『焼マシュマロ・タルト 

スモア』のできたてショップをオープンいたします。https://roasted-marshmallow-smore.com 

 

 

※『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。  

 

 

● 空港限定の大人気スイーツ『スモア』地域限定フレーバー第３弾！  

『スモア』発売から２年、期間限定バナナ味、九州地区【あ

まおう苺味】、関西地区【抹茶味】と地域の特産やこだわ

りの素材を限定フレーバーとして『焼マシュマロ・タルト 

スモア』を販売してきました。今回販売する新フレーバー

は同ブランド初となるプレミアムフレーバー [W チョ

コ]。 再び 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。 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS RELEASE 

https://roasted-marshmallow-smore.com/


 

 

● お土産の概念を覆すハイクオリティなスイーツ  

チョコフレーバーの自家製マシュマロに、隠し味の

カラメルソースを加えることで、香ばしい香りとコ

クが一層引き立ち、濃厚な味わいに。さらにチョコソ

ースをマシュマロで包みこみ、S’MORE ロゴの入った

ベルギー産チョコレートと食べると、口いっぱいに

チョコのコク深い甘さが溢れ出す。チョコ好きには

たまらない本格的なスイーツの味わいです。羽田・成

田空港の ANA FESTA 各店舗で、“PREMIUM FLAVOR”

として限定発売いたします。 

 

■ 商品概要 

【名    称】焼マシュマロ・タルト スモア 【W チョコ】  

【価    格】4 個入：800 円(税抜)    

8 個入：1,600 円(税抜) 

【発 売 日】2019 年 6 月 11 日(火) 

【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 

 

 

● 羽田空港で、できたてのスモアが食べられる！  

羽田空港 ANA FESTA 羽田 B1 フロアギフト店内にて工房一体

型『焼マシュマロ・タルト スモア』のできたてショップをオー

プンいたします。店内にミキサーとコンベアトースターを導入

し、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。2019 年 3 月まで、焼マシュマロ・タルト 

スモア 銀座店で販売していた“できたて”を提供します。  

 

■ 商品概要 
【名    称】できたて 焼マシュマロ・タルト スモア  

【価    格】1 個 220 円（税抜）  

【発 売 日】2019 年 6 月 11 日(火) 10 時より販売開始  

【消費期限】販売より 24 時間(常温保存) 

【店    舗】羽田空港  ANA FESTA 羽田 B1 フロアギフト店  

※できたて 焼マシュマロ・タルト スモア [W チョコ]の販売はございません  

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 

羽田 53 番ゲートギフト店 6:00～20:00 

羽田 61 番ゲート店 6:00～20:00 

羽田北バスランギフト店 6:00～最終便まで 

羽田 65 番ゲート店 6:00～20:00 

羽田 B1 フロアギフト店 8:00～21:30 

羽田到着ロビーギフトショップ 8:30～22:30 

羽田国際ロビーギフト店 6:00～23:00 

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

成田空港 成田 1 ビル国内ゲート店 7:30～最終便まで 

成田 2 ビルロビー店 7:30～21:00 

成田 V store 店 5:00～22:00 



 

 

● 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。 

 

 

 

 

■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。 

 

 

 

 

【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] D&N コンフェクショナリー株式会社 

[代 表 者] 合田 知代 

[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] 8,000 万円 

[売 上 高] 53 億 34 百万円（2017 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（2019 年 4 月 1 日現在） 

 

[社   名] ANA FESTA 株式会社 

[代 表 者] 鈴木 裕二 

[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] 235 億 3,500 万円（2017 年度） 

[株   主] 全日空商事株式会社 

[従 業 員 数] 886 名（2019 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 

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

