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「サマンサタバサ スイーツ&トラベル 羽田空港店」 
グランドオープンのお知らせ 

 

 

当社は、平成 22 年 7 月 5 日（月）にお知らせいたしました通り、本日より、羽田空港

第 1 旅客ターミナルビル 2F 出発ゲートラウンジ（北ウィング 15 番ゲート）に、     

サマンサタバサ初のスイーツ複合店「サマンサタバサ スイーツ&トラベル羽田空港店」

をオープン致しました。 

初の「スイーツ＆カフェ」を取り扱った店内では、サマンサタバサオリジナルスイーツ

やコラボスイーツなどを発売しており、ファッションとスイーツが融合した新コンセプト

ショップで出発前のひと時をお楽しみ頂ける空間となっております。 

平成 23 年 2 月期通期の業績予想につきましては、業績予想の修正が必要な場合には 

速やかにお知らせいたします。 

また、スイーツ商品や羽田空港限定商品などの詳細につきましては、別紙の通りとなっ

ております。 

 

以上 



【Samantha Thavasa SWEETS & TRAVEL 羽田空港店】
住所：〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2
                       第1旅客ターミナルビル2階出発ゲートラウンジ15番ゲート

TEL：03-5757-8164（8:00 ～20:00）

※店舗は飛行機にご搭乗のお客様のみがご入場頂ける、
　第1旅客ターミナルビル2F出発ゲートラウンジにございます。

NEWS

　

2010年8月10日（火）より羽田空港第1旅客ターミナルビル2F出発ゲートラウンジ（北ウィング 15番ゲート）に、

サマンサタバサ初のスイーツ複合店「サマンサタバサ スイーツ&トラベル 羽田空港店」がオープン致しました。
初の「スイーツ＆カフェ」を取り扱った店内では、サマンサタバサオリジナルスイーツやコラボスイーツなどを発売しており、

ファッションとスイーツが融合した新コンセプトショップで出発前のひと時をお楽しみ頂ける空間となっております。

また、トラベル＆ゴルフラインの「サマンサタバサリゾート」の商品をはじめ、レディースブランド「サマンサタバサ」、

小物ブランド「サマンサタバサプチチョイス」、メンズブランド「サマンサキングズ」、

ゴルフのアパレルライン「エイトミリオンゴルフ for サマンサタバサ」などの商品を展開し、

ここでしか買えない羽田空港店だけの限定商品も豊富に取り揃えております。

オープンに際して羽田空港第1ターミナルビル地下ロビーが、大型バナー広告・柱巻き広告などでサマンサ一色に!

出発前のひと時をサマンサタバサ スイーツ&トラベル 羽田空港店でお楽しみ下さい。

♡’50～’60年代のキャビンアテンダントをイメージしたショップスタッフのユニホームは、イネス・リグロンさん
　プロデュースによるもの。レトロなデザインがキュートです。

♡サマンサタバサスイーツのオリジナルショッパーが羽田空港店に初登場!
♡オープンを記念してサマンサタバサエアラインのオリジナルピンバッヂ（レプリカバージョン）をプレゼント!
　（※なくなり次第終了とさせて頂きます）

♡8/10（火）～ 9/10（金）までの期間中、すべてのスイーツを10％オフに加え、１日先着30名様に限りオリジナルスイーツ
　（サブリーヌショコラ・3個入）をプレゼントするスペシャルクーポンチケット付リーフレットを配布しております。

●  商品やご取材に関するお問い合わせ ● 

日本空港ビルデング株式会社 広報・IR室
TEL：03-5757-8030／FAX：03-5757-8099

サマンサタバサジャパンリミテッド　プレスグループ
TEL：03-5412-8198（直通）／FAX：03-5412-1761

Samantha Thavasa SWEETS & TRAVEL 羽田空港店

GRAND OPEN!
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■羽田空港限定商品
「サマンサタバサ」はもちろん、小物ブランドの「サマンサタバサプチチョイス」、メンズブランドの「サマンサキングズ」から、
羽田空港店でしか手に入らない限定アイテムが登場! また、羽田空港店のみの限定ライン「サマンサタバサエアライン」には、
イネス・リグロンさんプロデュースによるバッグやピンバッヂもラインナップ。

■ゴルフ関連商品
キャディバッグやゴルフウェアに加え、関連商品を豊富に取り揃えております。
ツアーステージV10とコラボレーションした、見た目もかわいい本格派のゴルフボールは要CHECKです!

■トラベル関連商品
今すぐ使いたいキャリーバッグや旅行にあると便利なトラベルグッズなど豊富に取り揃えております。

■トラベルポーチ
Size:1型
Price:¥8,400
Color:黒（他1色展開）

■サマンサタバサ
♥

　ツアーステージV10CL
　コラボゴルフボール

■リバティープリントミニボストン
Size:1型
Price:¥17,325
Color:ブルー（他1色展開）

■リボン付きポロシャツ
Size:1型
Price:¥13,440
Color:白・黒（2色展開）

■アフロスカルキャリーバッグ
Size:大・小（写真）（2型展開）
Price:¥57,750
Color:黒（他1色展開）

■ディズニーコレクション
　ドット柄トラベルボストン
Size:ボストン（他3型展開）
Price:¥28,350
Color:黒（他2色展開）

■ディズニーコレクション
　パスポートケース
Price:¥15,750
Color:ビンク・ネイビー（2色展開）

■アフロスカルキャディバッグ
Size:1型展開
Price:¥78.850
Color:ガンメタ（他2色展開）

■パンナムバッグ
Size:ボストン（小）（他5型展開）
Price:¥18,375
Color:ブルー（他6色展開）

■オリジナルピンバッヂ
Price:¥2,940
Color:黄（他2色展開）

■サマンサタバサ×ハローキティ×
   リバティプリント コラボショッピングバッグ

■タイバー
Size:1型
Price:¥4,200
Color:シルバー（他1色展開）

■リバティプリント
　くまチャーム
Price:¥2,940
Color:全9色展開

©Disney ©Disney

ゴルフボストンバッグ ¥30,450
ゴルフキャディバッグ ¥86,100

Size:大・小（写真）（2型展開）
Price:¥5,795（写真）
Color:赤（他1色展開）

■バッグハンガーチャーム
Price:¥4,200

■辻口さんコラボチョコ型押しシリーズ
Size:長財布（他パスケースあり）
Price:¥14,175
Color:モカ（限定カラー）

■スクリッタキャリーバッグ
Size:大（写真）・小（2型展開）
Price:¥36,750
Color:ピンク（他2色展開）

©1976, 2010 SANRIO CO.,LTD. 
APPROVAL No.S511174

イネス・リグロンさん
コラボ

イネス・リグロンさん
コラボ

■スクリッタゴルフシリーズ
（左から）練習用ゴルフバッグ ¥28,875
 ラウンドバッグ ¥14,700
Color:黒・赤・ネイビー（3色展開）

Price:¥4,200 Price:¥4,200

■サマンサキングズ
★

　ツアーステージV10
　コラボゴルフボール

※価格は全て税込です。



♥Samantha Thavasa SWEETS♥ ～Precious Sweets Collection～
“見て・食べて・贈って“楽しめる、お客様をHAPPYにさせるようなおもてなし感覚のスイーツをサマンサタバサがプロデュース。
まるでスイーツのセレクトショップかのような、ここでしか手に入れることのできないファッションスイーツがラインナップ。

店内ではテイクアウトのほか、イートインもできるよう、カフェスペースも併設されております。

マカロン・パリジャン
本場フランス・パリのしっとりとした食感の
ハート型マカロン・パリジャン。
「ハート（愛）を皆さんに…」という思いを込めて♥

クッキーとチョコのちょうど中間にあたる、新しい感覚
かつ不思議な食感。
ベルギー産チョコレートを使用し、日本の四季を
「色」で表現したスイーツ。

レアチーズ・ベイクドチーズ・クッキー生地の３層が
一度に楽しめる贅沢チーズケーキ。
宝石のような各フレーバーのジュレがＯＮ。

溢れんばかりの果肉たっぷり自家製フルーティー
コンポート。パティスリーワッフルと同様に、美味
しさのヒミツは、もっちりとしたワッフルの生地や、
低糖でフルーティーなコンポート、しっとりフワフワの
北海道産生クリームを使用。

生地、クリーム、コンポート、フルーツにドルチェ。
パリの街並みを連想させるような鮮やかでリッチ
なワッフル。美味しさをさらに引き立てるため、
もっちりとしたワッフルの生地や、低糖でフルー
ティーなコンポート、しっとりフワフワの北海道産
生クリームを使用。Price:¥1,575

Flavor：バニラ、フランボワーズ、ピスタチオ、マンゴー

フロマージュドーナツ

天現寺カフェ×アルチザン パティシエ イタバシ×サマンサタバサスイーツ

パティスリーワッフル

フロマージュ・ドゥブル

Price:4個入りセット　¥2,100
Flavor：プレーン、キャラメル、マンゴー、フランボワーズ、チョコ、ピスタチオ、ブルーベリー

Price:単品 ¥368　5個入りセット ¥1,838
Flavor：エキストラアップル＆濃厚ミルク、キリッシュ風味のフランボワーズ＆ストロベリーショコラプラム、
　　　  ストロベリーミルフィーユカスタード、ティラミス、モンブラン

エクレア

Price:単品 ¥400　5本入りセット ¥2,100
Flavor：チョコ、フランボワーズ、マンゴー、カスタード、チーズ

サブリーヌ・ショコラ

Price:¥1,050
Flavor：ホワイトチョコ、フランボワーズ、チョコ、ピスタチオ

オリジナルスイーツ

コラボスイーツ

世界的に活躍するスーパーパティシエ・辻口博啓氏がプロデュースする、美容に良いと言われる素材を使用した女性のキレイを応援する特製スイーツです。
「女性がスイーツを食べることによって、幸せになり、そして美しくなる」

そんな辻口シェフの女性への想いがつまった、とっておきのスイーツをお楽しみいただけます。

Price:¥1,890
Flavor：プレーン、ショコラバナーヌ、セザム、
　　　　テ・ベール

スタンダードなスポンジ生地と、
もっちりとした米粉の生地の２種
が楽しめる優しい甘みが特徴の
ロールケーキ。

Ash Tsujiguchi×サマンサタバサスイーツ

サマンサロール サマンサドーナツ ショコラティエ
全てのドーナツにおからを使用。
栄養と素材のおいしさとのバランスが絶妙。
油であげずに仕上げたヘルシーな焼きドー
ナツ。

香り高い厳選されたカカオ豆を
使用したリッチでエレガントな
チョコレート。

かぼちゃプリン

サマンサタバサスイーツの
オリジナルショッパー

ベースにスフレチーズケーキ、その上にオリジナル
ブレンドのレアチーズケーキ、そしてきらびやかな
ゼリーがON。３種のテイストが一度で堪能できる、
なめらかな食感。

東京・麻布十番に佇む、都内で有名人も足繁く通う屈指の人気イタリアンレストラン
「ピッコロ・グランデ」。常に予約でいっぱいの人気レストランがプロデュースする
アイスは指名度NO.1。

東京・広尾に佇むトレンドに敏感な人たちがあつまる流行発信地「天現寺カフェ」
でのみ味わえる「アルチザン・パティシエ・イタバシ」の
有名スイーツが羽田空港店限定として登場。「スイーツで驚きや感動を与えられ
るように...」パティシエからのそんな思いをスイーツに込めて・・・

※価格は全て税込です

ピッコロ・グランデ×サマンサタバサスイーツ
アイスクリーム ヨーグルトフレーバー

こんなにキュートなオリジナル
ショッパーでお渡し致します。

「見て・食べて・楽しい」、サマンサタバサオリジナル
チョコプリントのファッションエクレア。
5種類のカスタードには、ブルボン産バニラビーンズを使用。

コンポートワッフル

Price:単品 ¥315　5個入りセット ¥1,575
Flavor：ピーチマンゴー＆アプリコット、ショコラフランボワーズ、ストロベリー＆ストロベリーギモーブ、
　　　  宇治濃厚ミルク金時＆わらび餅、北海道生キャラメル＆濃厚ミルク

自分への「ご褒美スイーツ」として…
大切なあの人への「おもてなしスイーツ」として…
ビジネスシーンでの「手土産スイーツ」として…
ありとあらゆる場面で皆をHAPPYにしたい！

そんな思いがたくさん詰まったスイーツブランドです。

Price:各¥210   6個入りセット ¥1,260
Flavor：バルサミコいちじく、ショコラ、クランベリー、
　　　　ココナッツマンゴー、ストロベリーヒップ、
　　　　深煎りカフェピスタチオ

Price:各¥1,050
Flavor：ボンボンショコラ３種、
　　　　  パレショコラ４種

Price:単品 ¥368　4個入りセット ¥1,470
Flavor：メープル&ウォールナッツ、ストロベリー、生キャラメル、エクセレントチョコレート

通常はレストラン内限定のアイスが初めてテイクア
ウト仕様に。ヨーグルト独特の甘酸っぱさはもちろ
ん、のどごしなめらか、すっきりとした味わい、そして
爽やかな食感は最後のひとくちまで飽きることなく
楽しめる松倉シェフのこだわりがつまった自信作。

Price:単品 ¥368
　　　6個入りセット ¥2,625
Flavor：ヨーグルト Price:¥368

板橋シェフ自らこだわりぬいた究極のかぼちゃぷりん。オーブ
ンでローストしたかぼちゃ丸ごとを裏ごしして、低コレステ
ロールといわれる上質な那須の御用卵と生クリームをミックス
させ、さらに深みのある味を出すために黒糖とフランス・ブル
ターニュ地方のゲランドの塩を加えるなど、厳選された素材を
使用。リッチな口当たりとなめらかな食感のバランスが絶妙。
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