
ニュースリリース

ビッグアイランド・キャンディーズ
2018 年 1 月 26 日 

ビッグアイランド・キャンディーズ
「2018年バレンタイン・スプリングコレクション」を発表
バレンタイン限定ハート型クッキーや春をデザインした可愛いギフトボック等

2018 年あなたのバレンタインデーを特別にする逸品が登場！

【ハワイ州ヒロ発】地元ハワイの素材を使った高品質で独創的なお菓子メーカー、ビッグアイラ
ンド・キャンディーズが、「201８年バレンタイン・スプリングコレクション」をアラモアナ店
にて好評発売中。

バレンタインや春ならではの赤やピンクのデザインボックスに入った元祖チョコレートディッ
プ・マカデミアナッツ・ショートブレッドやブラウニーなどの詰め合わせは、特別な人へのバレ
ンタインのプレゼントとしてはもちろん、日本や世界中からの観光客のお土産として最適。又、
ロコファンにとっても、家族、友人、知人へのお土産や日頃の感謝の気持ちを伝えるギフトとし
て喜ばれている。

昨年12月14日に創業40周年を迎えたビッグアイランド・キャンディーズは、ハワイ島ヒロに
本社とギフトショップおよび併設の工場を持ち、アラモアナセンターのストリートレベル 1F セ
ンターコート近くに常設店を構える。創業以来のオリジナル商品である元祖チョコレートディッ
プ・マカデミアナッツ・ショートブレッドはじめ、ハワイ発の高品質なクッキーとして、世界中
のお客さまから人気を博している。

ビッグアイランド・キャンディーズ、会長兼 CEO アラン・イカワより
ハッピーニューイヤー！
“新しい”ことは私にインスピレーションを与えてくれます。例えば旅行に行った時、その場所の
周囲を探索したり、新しいことを試す時の感覚に似ています。私が最近行った旅行では目を奪わ
れるほど美しく、かつ舌が唸るほどの昨今の料理の創作力には大変刺激を受けました。
私達自らが創造性をキーとして作り続け、かつ私たちは「他と違っていること」を誇りとして来
ました。最高級且つ高品質のお菓子を長年に渡って提供している事に誇りを持っています。そし
てお客様がお店に来て下さった際、“新しい”興奮を経験して頂くため、新しい商品を常に開発す
ることも非常に重要なことだと考えています。

探究、革新、そしてインスピレーションいっぱいの一年になりますよう。アロハ！



	
	

	
	

「バレンタイン」シリーズ 
 

 
 
 
 
 
 
 

「メタリック レッド ボックス」(写真中央) 
ハート型バター・ショートブレッド(3) 

ミルクチョコレートディップ・ハート型バター・ショートブレッド(3) 
ダークチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド(5) 

チョコレートチップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド(5) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(2) 
ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

ミカ・ミント(3) 
マカデミアナッツ・トフィー(3) 

マカデミアナッツ・ビスコッティ・ウィズ・ミルクチョコレート・ウェイブ(2) 
合計 27 個 

$32.00 (アラモアナ店価格) 
$30.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
「バレンタイン トリュフ」(写真左下) 

オレンジクリーム・トリュフ (5) 
パッションフルーツ (リリコイ)・トリュフ (5) 

ダークチョコレート・トリュフ (5) 
合計 15 個 

$22.50 (アラモアナ店価格) 
$21.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
「レッド キューブ」(写真右下) 
ハート型バター・ショートブレッド(4) 

ミルクチョコレートディップ・ハート型バター・ショートブレッド(2) 
ダークチョコレートディップ・ハート型バター・ショートブレッド(2) 

「ラブ キューブ」(写真左中央上) 
ハート型バター・ショートブレッド (4) 

ミルクチョコレートディップ・ハート型バター・ショートブレッド(2) 
ダークチョコレートディップ・ハート型バター・ショートブレッド(2) 
ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー (1) 

ミカ・ミント(3) 
マカデミアナッツ・トフィー(3) 

合計 15個 
$18.50 (アラモアナ店価格) 

$17.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「ホッティ グディー バッグ」(写真左上) 
ダークチョコレート・ディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (2) 

マカデミアナッツ・ショートブレッド (2) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー (1) 
ミカ・マカデミアナ・ブロッサム・ハニー・チョコレート (1) 

合計 6個 
$11.00 (アラモアナ店価格) 

$9.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「#ラブ グディー バッグ」(写真右中央上) 
ダークチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド(2) 

マカデミアナッツ・ショートブレッド (2) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 
ミカ・マカデミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (1) 

合計 6 個 
$11.00   (アラモアナ店価格) 

$9.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格)  
 



	
	

	
	

ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 
ミカ・ミント(3) 

マカデミアナッツ・トフィー(3) 
合計 15 個 

$18.50 (アラモアナ店価格) 
$17.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 

 
 

「ハワイアン セレブレーション」シリーズ 
 

 
 

「ピンク-トリム プルメリア キープセイク ボックス」(写真左上) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド(3) 

ダークチョコレートディップ・コナモカ・ショートブレッド(3) 
ココナッツ・ショートブレッド(3) 
レモン・ショートブレッド(3) 

ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

「ジュエル ハート シアーバッグ」(写真右下) 
ミルクチョコレートディップ・バター・ショートブレッド

(3) 
バター・ショートブレッド(2) 

ミカ・ミント(2) 
マカデミアナッツ・トフィー(1) 

合計 8個 
$10.50 (アラモアナ店価格) 

$9.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
	



	
	

	
	

ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 
ミカ・マカデミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (2) 

マカデミアナッツ・トフィー(2) 
合計 18 個 

$23.00 (アラモアナ店価格) 
$21.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格)  

 
「グリーン フローラル ストランド シアーバッグ」(写真左下) 

ミルクチョコレートディップ・バター・ショートブレッド(3) 
バター・ショートブレッド(2) 

ミカ・ミント(2) 
マカデミアナッツ・トフィー(1) 

合計 8 個 
$10.50 (アラモアナ店価格) 

$9.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「ブルー ラブ、フレンドシップ、アロハ ボックス」(写真中央) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (2) 

ダークチョコレートディップ・コナモカ・ショートブレッド(2) 
ココナッツ・ショートブレッド (2) 
レモン・ショートブレッド (2) 

ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 
新商品 ダークチョコレート・カバード・パッションフルーツ・ブラウニー(1) 

マカデミアナッツ・トフィー (2) 
 合計12個  

$13.75 (アラモアナ店価格) 
$12.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

 
「ティール ドラゴンフライ ボックス」(写真右上) 

ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (6) 
パイナップル・ショートブレッド (4) 
ココナッツ・ショートブレッド (4) 

ダークチョコレートディップ・コナモカ・ショートブレッド(3) 
ホワイトディップ・レモン・ショートブレッド(3) 

ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 
レモン・ブラウニー (1) 

マカデミアナッツ・トフィー (3) 
ミカ・ミント (2) 
合計 27 個 

$26.00 (アラモアナ店価格) 
$24.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

 
「ビューティ ブロッサム グリッツバッグ」(写真右下) 

ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 
ダークチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 

マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ (2) 

合計 14個 
$11.75 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ扱いのみの価格) 

 
「ビッグアイランド・キャンディーズ限定シグ・ゼーン」シリーズ 

ナウパカ クパイアナハ----有名でエキゾチックな“半分の花”ナウパカは類まれな花です！葉、
花、種、全てをよく観察してみても実に素晴らしい花です。２人の恋人のロマンティックな物語
はよく知られています。半分の花が海岸に咲き、もう半分が山に咲くというナウパカの花は、永
遠に離れ離れになった２人の恋人の話です。 
 



	
	

	
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「エレガント プレゼント」シリーズ 
 

 
「ピンクフラワー ストリング バッグ」 (写真左中央) 
チョコレートチップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 

パイナップル・ショートブレッド (4) 

「ナウパカ カハカイ」（大）(写真中央上) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (12) 
ダークチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (8) 

ココナッツ・ショートブレッド (6) 
コナモカ・ショートブレッド (6) 

ダークチョコレートディップ・コナモカ・ショートブレッド (4) 
チョコレートチップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 

レモン・ショートブレッド (4) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 
ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

レモン・ブラウニー(1) 
ミカ・マカデミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (6) 

マカデミアナッツ・トフィー (4) 
チョコレート・マカデミアナッツ・ビスコッティ・ウィズ・ミルクチョコレート・ウ

ェイブ (2) 
ミカ・ミント (2) 

マカデミアナッツ・トフィー (2) 
合計 61 個 
$61.50 

$58.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「ナウパカ カハカイ」（小）(写真右下) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 
ダークチョコレートディップ・コナモカ・ショートブレッド (4) 

マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 
ココナッツ・ショートブレッド (3) 

新商品 ミルクチョコレート・カバード・パッションフルーツ・ブラウニー(1) 
新商品 ダークチョコレート・カバード・パッションフルーツ・ブラウニー(1) 
マカデミアナッツ・ビスコッティ・ウィズ・ミルクチョコレート・ウェイブ (2) 

ミカ・ミント (2) 
マカデミアナッツ・トフィー (2) 

合計 23 個 
$28.50 

$26.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
	

「レッド ハイビスカス ミニ トート」 (写真左上) 
チョコレートチップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミア・ショートブレッド (2) 
ミカ・マカデミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート（2） 

合計 7 個 
$8.75 

$7.75 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「こけしドール ボックス」 (写真右上) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (2) 

ホワイトディップ・レモン・ショートブレッド (2) 
チョコレートチップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (2) 

コナモカ・ショートブレッド (2) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

レモン・ブラウニー (1) 
ミカ・ミント（2） 

合計 12個 



	
	

	
	

ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 
ホワイトディップ・レモン・ショートブレッド (3) 

ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(2) 
マカデミアナッツ・トフィー (2) 

合計 18 個 
$19.75 

$18.25 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「フラワー ビーズ シアーバッグ」 (写真中央下) 
ミルクチョコレートディップ・バター・ショートブレッド (3) 

バター・ショートブレッド (2) 
ミカ・ミント（2） 

マカデミアナッツ・トフィー (1) 
合計 8 個 
$10.50 

$9.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「スプリングタイム クリエイティビティ」シリーズ 
 

 
 

「フラッターリング バタフライ トライホールド ボックス」(写真左下) 
マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 

ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 
ダークチョコレートディップ・ココナッツ・ショートブレッド (3) 

ホワイトディップ・コナモカ・ショートブレッド (2) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 
ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

合計 14 個 
$16.50 

$14.75 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「ピンク トレリス ミニ ファブリック バッグ」(写真中央上) 
ミルクチョコレートディップ・バター・ショートブレッド (2) 

バター・ショートブレッド (1) 
ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

合計 4 個 
$8.75 

$7.75 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「ピンク ラブ、フレンドシップ、アロハ ボックス」(写真中央右) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (2) 

ダークチョコレートディップ・コナモカ・ショートブレッド(2) 
ココナッツ・ショートブレッド (2) 

「グリッターリング ラージ フラワーボックス」(写真左上) 
チョコレートチップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (5) 

コナモカ・ショートブレッド (5) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 
ダークチョコレートディップ・ココナッツ・ショートブレッド (3) 

ホワイトディップ・レモン・ショートブレッド (3) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 
ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

ミカ・ミント (2) 
マカデミアナッツ・トフィー (2) 

マカデミアナッツ・ビスコッティ・ウィズ・ミルクチョコレート・ウェイブ 
(1) 

合計 27 個 
$26.00 

$24.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
	



	
	

	
	

レモン・ショートブレッド (2) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

新商品 ダークチョコレート・カバード・パッションフルーツ・ブラウニー(1) 
マカデミアナッツ・トフィー (2) 

 合計12個  
$13.75 (アラモアナ店価格) 

$12.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「ピース ぺタル ボックス」(写真右下) 
マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 

コナモカ・ショートブレッド (4) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 
ダークチョコレートディップ・ココナッツ・ショートブレッド (3) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

新商品 ダークチョコレート・カバード・パッションフルーツ・ブラウニー(1) 
ミカ・ミント (2) 
合計 18 個 
$19.75 

$18.25 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「スイート トリート」シリーズ 
 

 
 

 
 
「レフア ピンク ロング ボックス」(写真左下) 

ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 
ダークチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 

コナモカ・ショートブレッド (4) 
レモン・ショートブレッド (4) 

合計 16 個 
$18.50 

$17.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「トーチ ジンジャー ロング ピロウ」(写真右上) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 

ココナッツ・ショートブレッド (3) 
ダークチョコレートディップ・コナモカ・ショートブレッド (2) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

マカデミアナッツ・ビスコッティ・ウィズ・ミルクチョコレート・ウェイブ (1) 
マカデミアナッツ・トフィー (2) 

合計 12 個 
$14.75 

「ファン イン ザ サン キューブ」(写真中央左上) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 

パイナップル・ショートブレッド (4) 
ミカ・マカデミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (2) 

マカデミアナッツ・トフィー (2) 
合計 12 個 
$12.25 

$10.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「グリーン リーブス ミニ ファブリック バッグ」(写真中央左) 
ミルクチョコレートディップ・バター・ショートブレッド (2) 

バター・ショートブレッド (1) 
ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

合計 4 個 
$8.75 

$7.75 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 



	
	

	
	

$13.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「ユウ ハッド ミイ アット アロハ グディーバッグ」(写真右下) 
ダークチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (2) 

マカデミアナッツ・ショートブレッド (2) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 
ミカ・マカデミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (1) 

合計 6 個 
$11.00 

$9.75 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「アイランド ジェネロシティ」シリーズ 
 

 
「オレンジ ハイビスカス キープセイク ボックス」(写真左上) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 

ホワイトディップ・レモン・ショートブレッド (3) 
コナモカ・ショートブレッド (3) 

パイナップル・ショートブレッド (3) 
新商品 ダークチョコレート・カバード・パッションフルーツ・ブラウニー(1) 

レモン・ブラウニー (1) 
ミカ・マカデミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (2) 

マカデミアナッツ・トフィー (2) 
合計 18 個 
$23.00 

$21.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 

「フラ ウェイブ キューブ」(写真左下) 
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (4) 

パイナップル・ショートブレッド (4) 
ミカ・マカデミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (2) 

マカデミアナッツ・トフィー (2) 
合計 12 個 
$12.25 

$10.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 



「ビンテージ バン キープセイク ボックス」(写真中央下)
ミルクチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (3)
ダークチョコレートディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (3)

チョコレートチップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド (3)
コナモカ・ショートブレッド (3)

ミルクチョコレート・カバード・マカダミアナッツ・ブラウニー(1)
レモン・ブラウニー (1)
ミカ・ミント (2)

マカデミアナッツ・トフィー (2)
合計 18 個
$23.00

$21.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格)

「アロハ ウェイル トート」(写真中央右上)
ミルクチョコレートディップ・バター・ショートブレッド (3)

バター・ショートブレッド (3)
ミカ・マカデミア・ハニー・ブロッサム・チョコレート (3)

ミルクチョコレート・カバード・マカダミアナッツ・ブラウニー(1)
合計 10 個
$12.75

$11.75 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格)

「ラウアエ スモール ピロウ」(写真中央右)
ミルクチョコレートディップ・バター・ショートブレッド (2)

ミカ・ミント (2)
ミルクチョコレート・カバード・マカダミアナッツ・ブラウニー(1)

合計 5 個
$10.25

$8.25 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格)


