
	
	

	
	

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 8 月 28 日 
 

ビッグアイランド・キャンディーズ 
「2018年 秋コレクション」を発表  

 

ハロウィンや感謝祭のギフトに最適なバラエティに富んだギフトボックスが早くも登場！ 
 
【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 年秋コレクション」を発売。ハロウィンや感謝祭のギフトに
最適な可愛らしく華やかなギフトボックスが早くも登場し、ホリデイシーズンに向けて気分を高
める。 
 
昨年 12 月に創業 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 
先日、「リテール・マーチャンツ・オブ・ハワイ」の会合における基調講演のスピーカーとして、
登壇する名誉ある機会に恵まれたのですが、聴衆に向けて話すことが年々楽になっていることに
気付きました。自分自身とその生きてきた道を理解していれば、公の場で登壇することは自身の
真実を共有できるエキサイティングな機会になるのです。質疑応答の時間でさえも、私は会場で
の聴衆との関わり方をとても楽しみかつ大切にしています。自分の受け答えがあまり考えること
なく、頭とハートから自然と出て来るのです。秋が近づいてきましたが、皆様も 2018 年の目標
が未だあるかもしれません。それが公の場で登壇することであれ、他のことであれ、大局的な見
方と根気強さを持っていれば、他の人にポジティブな変化をもたらすことができるのです。秋が
貴方を賞賛してくれるでしょう！ 

 
  



	
	

	
	

「イート、ドリンク & ビー スケアリー 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(3) 

マカデミアナッツ・トフィー(2) 
ミカ・マカデミアナッツ・ブロッサムハニー・チョコレート (2) 

合計 7個 
$10.50 (アラモアナ店価格) 

$9.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「ハロウィン フライト フェルト トート」（写真右上） 
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・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) 

合計 9個 
$10.75 (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) 
 

「オータム サンシャイン シルク 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(3) 
合計 8個 

$10.50 (アラモアナ店価格) 
$9.25 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
「サンクスギビング ボックス」（写真右下） 

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・バター・ショートブレッド(3) 

ミカ・ミント(3) 
合計 9個 

$10.75 (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) 

 

 
 

「エクスクイジット オーキッド キープセイク ボックス」（写真上） 
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) 
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) 
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) 

合計１8個 
$23.00 (アラモアナ店価格) 

$	21.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「オーキッド アウトライン トライフォルド ボックス」（写真中央） 
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) 

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・タロ・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 (アラモアナ店価格) 

$	15.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「リーガル パープル ボックス」（写真下） 
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) 

ココナッツ・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) 

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) 
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) 

 
  



	
	

	
	

 
 

New!「タロ ショートブレッド コンボ」（写真左） 
革新的で好奇心をそそるショートブレッドの新作は「タロ ショートブレッド コンボ」。このギフトボックスには、「タ
ロ ショートブレッド」と「ホワイトディップ タロ ショートブレッド」があり、タロ以外にも、もう一つのハワイの人気
な食材である紫芋を使用している。砂糖のほのかな甘さとホワイトディップのクリーミーなホワイトコーティングがその

美味しさと歯ざわりにさらなるアクセントを添えている。  
合計約 18 個 

＄15.00 (アラモアナ店価格) 
$	13.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
New!「チョコレート チリクッキー」（写真右） 

辛さを求めるなら、刺激的な「チョコレート チリクッキー」を試してみて！この軽い歯ざわりのチョコレートクッキー
は、100%ハワイで育ったチリペッパーが作り出す爽快感で、やみつきになりそう。クリーミーなホワイトチョコチップ

が、素晴らしい味覚のバランスを生み出している。 
合計 12 個 

$15.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ) 
 

  



	
	

	
	

 
 

「モンステラ レイザーボックス」（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(6) 

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) 
タロ・ショートブレッド(5) 

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) 
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) 

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 30 個 

$32.50 (アラモアナ店価格) 
$31.00 (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 グリーン ファーン 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(6) 

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) 
マカデミアナッツ・ショートブレッド(5) 

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) 
ホワイトディップチョコレート・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・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・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 25 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) 

 
「ピンク TI リーフ スモール ピロー」（写真下中央） 

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) 
ミカ・マカデミアナッツ・ブロッサムハニー・チョコレート (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 
$10.25 (アラモアナ店価格) 

$8.25 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

  



	
	

	
	

「ラビッシュ ピーコック ロング 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(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) 

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) 

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) 
 

「モザイク パターン ボックス」（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(4) 
チョコレート・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(4)  
グリーンティーデップ・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) 
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) 

 
 

 
 

「スタニング ストライプ ボックス」（写真上） 
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・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・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(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) 
 

  



	
	

	
	

「TI リーフ ミスト ミニトート」（写真左中央） 
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・バター・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 (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) 
 

「ピンク フラワー シャワー ボックス」（写真右中央） 
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(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) 
レモン・ショートブレッド (3) 
コナモカ・ショートブレッド(2) 

合計 14 個 
$13.75 (アラモアナ店価格) 

$12.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「ピンク シークイン スタイル 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(3) 
合計 8個 

$10.50 (アラモアナ店価格) 
$9.25 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
 

「フォール セレブレーション」 

 
 

「ハワイ アイコン 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) 
パイナップル・ショートブレッド(3) 
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・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) 

$	21.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「アロハ ポストカード キープセイク 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(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) 
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) 

合計 18 個 
$	23.00 (アラモアナ店価格) 

$	21.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「ルミナス ヘリコニア ロングピロー」（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(3) 

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 (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) 
合計 10 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) 

 
「ハワイ アイコン ブルースカイ 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・マカデミアナッツ・ショートブレッド(2) 

ココナッツ・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) 
レモン・ブラウニー (1) 

ミカ・マカデミアナッツ・ブロッサムハニー・チョコレート (2) 
合計 12 個 

$	13.75 (アラモアナ店価格) 
$	12.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
「フォール フェスティバル 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) 

チョコレート・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/ウェブ価格) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	
	

「シグ・ゼイン」 

 
 

「ナウパカ カハカイ（大）」（写真上） 
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 (アラモアナ店価格) 
$59.00 (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 (アラモアナ店価格) 
$26.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 



	
	

	
	

 
 

「ラージ グランド バスケット」（写真上） 
マカデミアナッツ・ショートブレッド・ディップ・コンボ（箱大1） 

レモン・ショートブレッド・アソーテッドコンボ（箱中1） 
マカナ・ブラウニー・アソートメント（箱1） 

ミカ・ミント（箱 1） 
ミルクチョコレート・マカデミアナッツ・トリオ（箱1） 

バイトサイズ・チョコレートチップ・マカデミアナッツ・クッキー（箱1） 
バイトサイズ・グアバ・マカデミアナッツ・クッキー（箱1） 

パイナップル・マンジュウ（箱1） 
プレミアムダーク・ローステッド & ソルテッド・マカデミアナッツ・チョコレート（ミルクとダーク、箱大1） 

マカデミアナッツ・トフィー（袋1） 
ハワイアン・レッドチリ・トフィー（袋1） 
ソルテッド・マカデミアナッツ（袋1） 

プレミアムグラウンド100%コナコーヒー（袋1） 
$185.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

 
「スモール グランド バスケット」（写真下） 

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（箱小1） 
レモン・ショートブレッド（箱小1） 

マカナ・ブラウニー・アソートメント（箱1） 
プレミアムダーク・ローステッド & ソルテッド・マカデミアナッツ・チョコレート（ミルクとダーク、箱大1） 

バイトサイズ・マカデミアナッツ・クッキー（箱1） 
アルティメート・チョコレートチップ・クッキー（容器1） 
ミルクチョコレート・マカデミアナッツ・クランチ（箱小1） 

ダークチョコレート・マカデミアナッツ・ロッキーロード（箱小1） 
ココアダステッド・チョコレート・アーモンド（袋1） 

$120.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
 



	
	

	
	

 
 

「ゲイラ バスケット」（写真左） 
レモン・ショートブレッド・アソーテッドコンボ（箱中1） 

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（箱小1） 
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（箱1） 

バイトサイズ・マカデミアナッツ・クッキー（箱1） 
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（箱小1） 

ミルクチョコレート・マカデミアナッツ・クランチ（箱小1） 
ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ（箱小1） 
ココアダステッド・チョコレート・アーモンド（袋1） 

ソルテッドキャラメル・ポップコーン・ウィズ・アラエアハワイアン・レッドシーソルト（袋1） 
$97.00 (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 バスケット」（写真中央） 

ミルクチョコレート・マカデミアナッツ・トリオ（箱1） 
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(5) 

ホワイトデップ・レモン・ショートブレッド(5) 
コナモカ・ショートブレッド(5) 

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) 
$34.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

 
「アルアー バスケット」（写真右） 

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（箱小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(箱小1) 

バイトサイズ・マカデミアナッツ・クッキー（箱1） 
ココアダステッド・チョコレート・アーモンド（袋1） 

マカデミアナッツ・トフィー（袋1） 
ダカイン・ミルクチョコレート・カバード・アニマルクラッカー（袋1） 

ソルテッドキャラメル・ポップコーン・ウィズ・アラエアハワイアン・レッドシーソルト（袋1） 
$75.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

  



	
	

	
	

 
 

「クリスマスオーナメント キープセイク ボックス」（写真左） 
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) 
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) 

合計 18 個 
$	23.00 (アラモアナ店価格) 

$	21.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「アンダー ザ ミスルトウ チアーボックス」（写真右） 
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(3) 

マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 
ミカ・ミント(2) 

マカデミアナッツ・トフィー(2) 
合計 10 個 

$	11.25 (アラモアナ店価格) 
$	10.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
「ジングル オールザウェイ チアーボックス」（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(3) 

マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 
ミカ・ミント(2) 

マカデミアナッツ・トフィー(2) 
合計 10 個 

$	11.25 (アラモアナ店価格) 
$	10.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
*上記 3 品はクリスマス商品のため、11 月 26 日以降の発送。 
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