
	
	

	
	

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１０月 3１日 
 

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

 

クリスマス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 年ホリデーコレクション」の販売を 11 月 20 日（火） (*１
部は１１月１５日（木）)から開始する。 クリスマスのギフトや年末年始の手土産に最適な可愛
らしく華やかなクリスマスボックスが早くも登場し、平成最後のホリデー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 
ハワイ島プナ地区の噴火により多くの方が絶望的な困難を経験されたことでしょう。ハリー・キ
ム市長は、自分自身が健康上の問題を抱え、家族が暮らしていたカポノの家を溶岩で失いながら
も再びリーダーとして立ち上がり、心配しているのは噴火による人々への影響です、、、それが
ハリーです。溶岩が流れるシーンは信じがたい光景でしたが、人々が助け合うシーンは当たり前
の行為、そして立ち直る力となります 、、、それがハワイ島です。テレビ番組の司会者であっ
たフレッド・ロジャーズ氏は悲劇的なニュースを見ている際、次のように述べています。「手を
差し伸べてくれる人がいる。そこには“希望”があります。」 
 
安全、平和、結束、そして一番大切である“希望”に満ちたホリデーシーズンをお迎えください。
アロハ。 
  



	
	

	
	

「ホープ フォー ザ ホリデーズ」シリーズ 
 

 
 

 
「レット イット スノー トート」（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 (3) 
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) 
ミカ・ミント (2) 
合計 10 個 

$	12.75 (アラモアナ店価格) 
$	11.25 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
「ポインセチア 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 (5) 
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) 

コナモカ・ショートブレッド (5) 
ココナッツ・ショートブレッド (5) 

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・マカデミアナッツ (2) 

合計 24 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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「クリスマス オーナメント キープセイク 」（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 (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) 
	
「ジングル オール ザ ウェイ チアー ボックス」（写真中央左） 
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) 

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) 

	



	
	

	
	

「ウィンター エンターテイニング」シリーズ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

「ブリリアント レッド 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 (5) 
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・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) 
ミルクチョコレート・キャラメルディップ・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) 
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) 

レモン・ブラウニー (2) 
ミカ・マカデミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (4) 

合計 32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) 
 

「グリーン スパークリング ツリー 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) 

チョコレート・マカデミアナッツ・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) 
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 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) 

 
	

「セレブレイト ジョイ 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) 

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) 
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) 

 
「ホリデー パーティー グリッツ バッグ」（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) 
  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) 

合計約 14 個 
$	11.75 (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) 
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) 

 



	
	

	
	

「ギフト ギビング フェイバリット」シリーズ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゴールデン グリーン ファーン 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) 

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) 

 
「オー ワット ファン チアー 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 (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) 
 

	

「モンステラ レーザー 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) 
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) 

 
「ティス ザ シーズン チアー 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 (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) 

 
	



	
	

	
	

「メリー セレブレーション」シリーズ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

「ブルー スノーフレイク ボックス」（写真中央左） 
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 (4) 

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 (2) 
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 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) 

 
「レインディア ライドシェア トール トート」 

（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 (3) 

チョコレート・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) 
合計 11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) 

 
	

「ショアライン サンタ トレイ」（写真右上） 
ミルクチョコレート・マカデミアナッツ・ロッキーロード (箱小１) 

ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ  
(６個入り／箱小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 (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 (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 (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・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 22個 
$36.00 (アラモアナ店価格) 

$34.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「スノーウィー トライホールド ボックス」（写真右下） 
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) 

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 (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) 
	



	
	

	
	

 
「ビューティフル クリエイティビティ」シリーズ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

「パープル／ゴールド ピーコック ボックス」 
（写真中央左） 

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 (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 (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 (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 (2) 
ココナッツ・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 (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 (2) 

レモン・ブラウニー (1) 
ミカ・ミント(4) 

マカデミアナッツ・トフィー (4) 
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) 
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 (1) 
合計 38個 

$37.50 (アラモアナ店価格) 
$36.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

	
「メリー ＆ ブライト チアー ボックス」 

（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 (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) 
 

「ステラ パープル 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 (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) 
	

「パープル スノーフレイク 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 (4) 

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 (2) 
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 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) 
 

「アーティスト-ツリー ボックス」（写真右下） 
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 (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) 
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 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) 

	



	
	

	
	

 
 
「ダズリング セレクション」シリーズ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

「マグネティック ウェイブ ボックス」（写真左上） 
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) 
ココナッツ・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) 

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 (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) 
ホワイトディップ・レモン・ショートブレッド (4) 

ミルクチョコレート・キャラメルディップ・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) 
タロ・ショートブレッド (3) 

合計 41個 
$	35.50 (アラモアナ店価格) 

$	34.00 (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」（写真左下） 
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・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) 

 
「ピンク シークエン スタイル シアー 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 (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) 

	

「ピンク フラワー シャワー 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) 
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 パーフェクション シルク 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 (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) 

 
	



	
	

	
	

「ホリデー ジェネロシティー」シリーズ 
 

 
 
「ウィンター バード キープセイク」（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) 
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) 
 

「リベッティング レッド ボックス」（写真左上） 
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) 
	
「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) 
	



	
	

	
	

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
「シグ・ゼイン フォー ビッグアイランド・キャンディーズ」シリーズ 
 

 
 

 

「シャカ-サイン サンタ 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 (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・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 

 
「オーナメント エンジョイメント ボックス」（写真中央右） 

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 

 
「シマリング ジョイ チアー 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 (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 
	

「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 

$28.00 (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) 

 
「クラシック バスケット」シリーズ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「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) 
	



	
	

	
	

 
 
「ベスト コレクション」シリーズ 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「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） 
ホーミーズ・トリート・オートミール・マックナッツ・ 

クランベリー・クッキー（袋1） 
$97.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

	

「フェスティッブ 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) 
ホワイトディップ・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） 

ホーミーズ・トリート・オートミール・マックナッツ・ 
クランベリー・クッキー（袋1） 

$75.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 
	


