
	
	

	
	

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 6 月 5 日 
 
ビッグアイランド・キャンディーズ「2018年サマーコレクション」を発表  

 

 ハワイの素材を使用し、ハワイ固有の植物をデザインした 
可愛いギフトボックス等、見た目も夏らしい逸品が登場！ 

 
【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 年サマーコレクション」をアラモアナ店にて好評発売中。 
 
夏らしい赤やブルーのカラフルな色に加え、ハワイ固有の植物をデザインしたボックスに入った
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。また、地元のファンにとっても、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、自分へのご褒美の品としても喜ばれている。 
 
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 
 
ビッグアイランド・キャンディーズ創業 40 周年にあたり、当社を地域に根付かせるため、私た
ちが創業以来行ってきたすべてのことについて振り返ります。今日までの会社の拡張と繁栄を見
守ってこられたのはとても光栄なことです。そしてこれは、私が孫娘の成長を見守ることによく
似ています。夏が終わると、彼女は中学生になります！そして、20 年後の彼女を想像し、どの
ように成長するのか思い描きます。私たちの会社にとっては、 "人生 40 から"と感じています。 
次の 40 年何が起こるでしょうか？ 寛大なこの地域社会に還元できる機会に感謝し、私たちのフ
ァミリービジネスを継続していると確信しています。 
 
夏の様に、未来は輝いています！マハロ！ 



	
	

	
	

 
 

 
「ハワイ アイコン ボックス」(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 (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 

$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) 

 

 
 
 

「モンステラ プルメリア トライホールド ボックス」 
(写真右中央上) 

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・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・パイナップル・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) 

ホワイトディップ・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・パッションフルーツ・ブラウニー (1) 

 レモン・ブラウニー (1) 
合計 14個 

$16.50 (アラモアナ店価格) 
$14.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
「レフア オレンジ ロング 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 (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 (アラモアナ店価格) 

$17.50 (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 (2) 

ミカ・ミント (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) 

合計 5 個 
$8.25 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ扱いのみ)  

 

「レッド ハイビスカス ミニ トート」 
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・マカデミアナッツ・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 
$7.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ扱いのみ) 

	



	
	

	
	

「ア ブライター サマー」シリーズ 
 

 

 
 

「オレンジ シェル ミニ ファブリック バッグ」(写真右端) 
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 (アラモアナ店価格) 

$7.75 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 
 
 
 
 
 

「ラディアント ヘリコニア ロング ピロウ」 
(写真左端) 

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 (アラモアナ店価格) 

$13.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「ゴールデン オレンジ フラワーズ ボックス」(写真中央上) 
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) 
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 (アラモアナ店価格) 
$18.25 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格)  

「サンド & スリッパーズ キューブ」(写真中央右下) 
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) 

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 (アラモアナ店価格) 
$10.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
 
 
 

「ライズ & シャイン トール トート」(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) 

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) 
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) 
合計8個 

$11.50 (アラモアナ店価格) 
$10.25 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

	



	
	

	
	

「エキサイティング ギフト バラエティ」シリーズ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

「クールエスト トリート」シリーズ 
 

 
 

「マーメイド 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 (アラモアナ店価格) 
$10.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

 
「パープル ラブ、フレンドシップ、アロハ 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 (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) 
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) 

	

「ビーチデー ボックス」(写真左端上) 
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 

$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) 

	

「パープル マジェスティック フラワーズ  
ボックス」(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 (6) 
バター・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) 
ミカ・ミント (5) 
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) 
	

「ウォーターカラー サマーグリッツ 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) 
	



	
	

	
	

 
 

「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。 
 

「グローウィング プルメリア  
キープセイク ボックス」(写真左端下) 

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) 

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) 
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 (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) 

 
 

「アロハ ホエール トート」(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 (3) 
バター・ショートブレッド (3) 

ミカ・マカデミア・ブロッサム・ハニー・ 
チョコレート (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) 

合計 10個 
$12.75 (アラモアナ店価格) 

$11.75 (ヒロ本店／メールオーダー／ 
カタログ／ウェブ価格) 

	

「ナ モクルア フラ キープセイク  
ボックス」(写真右端上) 

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・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) 

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) 
 

「ブルー シェル ミニ ファブリック  
バッグ」(写真右端下) 

ミルクチョコレートディップ・バター・ 
ショートブレッド (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 (アラモアナ店価格) 
$7.75 (ヒロ本店／メールオーダー／ 

カタログ／ウェブ価格) 
	



	
	

	
	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「フェスティブ セレブレーション」シリーズ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「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) 
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 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) 

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) 
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) 
	

「ティール ドラゴンフライ ボックス」(写真左端上) 
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) 

	



「バタフライ ブルー シアー バッグ」(写真中央右下)
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)

「ドラゴンフライ エレガンス ボックス」(写真中央右端)
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)
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 (アラモアナ店価格)
$18.25 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格)


