
	
	

	
	

ニュースリリース 
ビッグアイランド・キャンディーズ 
2019 年１月 23 日 
 

ビッグアイランド・キャンディーズ 
「2019年 バレンタイン・スプリングコレクション」を発表  

 

平成最後のバレンタインデーとスプリング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、「2019 年バレンタイン・スプリングコレクション」がアラモアナ店
にて好評発売中。バレンタイン限定の可愛いハート型クッキーはバレンタインデーギフトにぴっ
たり。春をデザインした温かみのあるギフトボックスは、バレンタインデーのギフトはもちろん、
ハワイのお土産としても人気で春に向けての気分を高めてくれる。  
 
昨年 12 月に創業 4１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・
マカダミアナッツ・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・キャンディーズを一言で表すと、「ショートブレッド」または「チョコレー
ト」だと想像されることでしょう。それも間違いではありませんが、私たちがここで行なってい
る全てに大きな意味を持つ一言「アロハ」だと思います。 
高品質な原料使用のレシピ、あいさつが欠かせないカスタマーサービスは必須ですが、私たちに
とって真の出発点は「アロハ」なのです。ビッグアイランド・キャンディーズには、当製品、お
互いそしてお客さまを大切にするアロハスピリットを持った“善良な人々”が働いています。私た
ちは全てにおいて最高品質なものを提供し続けるために全力を尽くしていきます。 
 
新年、それは新たな出発点 ‒ 皆さまが愛と優しさを伝える一言「アロハ」に包まれますように。 



	
	

	
	

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

「バレンタイン トリュフ」（写真左上） 
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) 
	

「ビーマイン グディー バッグ」（写真右上） 
ダークチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ 

ショートブレッド (2) 
マカダミアナッツ・ショートブレッド (2) 

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

「ラブソング キューブ」（写真中央右） 
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・マカダミアナッツ・ 
ブラウニー (1) 
ミカ・ミント (3) 

マカダミアナッツ・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) 

 
「シルバー シマー ボックス」（写真中央） 
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) 
ミカ・ミント (2) 

マカダミアナッツ・トフィー (2) 
合計 6個 

$	10.50 (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 イズ イン ジ エアー グディー バッグ」 
（写真中央左） 

ダークチョコレートディップ・マカダミア・ 
ショートブレッド (2) 

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

ブラウニー (1) 
ミカ・マカダミア・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) 
 
「ハートウォーミング レッド 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) 

 
	



	
	

	
	

 
「ジュエル ハート 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 (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 パッション ボックス」（写真右下） 

ダークチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ショートブレッド (5) 
タロ・ショートブレッド (5) 

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) 
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 (2) 
ダークチョコレート・カバード・マカダミアナッツ・ブラウニー (1) 

ミカ・ミント (3) 
マカダミアナッツ・トフィー (3) 

マカダミアナッツ・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 

$	32.50 (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) 

 

 
 
 

「バタフライ アバンダンス ロング ボックス」 
（写真中央上） 

ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ 
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) 
チョコレート・マカダミアナッツ・ショートブレッド (3) 

タロ・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) 

マカダミアナッツ・トフィー (2) 
合計 17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) 

	
「ペティート ペタル グリッツ バッグ」（写真中央右） 

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

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

合計 14個 
$	11.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格のみ) 

	



	
	

	
	

「ジェニュイン ネイチャー ボックス」（写真中央下） 
チョコレートチップ・マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ・ブラウニー (2) 

マカダミアナッツ・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) 

 
「スプリングタイム ハピネス」シリーズ 

 

 
 
	

「オーキッド オベーション キープセイク」 
（写真中央左） 

ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ 
ショートブレッド (3) 

ダークチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ 
ショートブレッド (3) 

チョコレートチップ・マカダミアナッツ・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) 

マカダミアナッツ・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) 

	
「ユー ハッド ミー アット アロハ グディー バッグ」 

（写真左下） 
ダークチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ 

ショートブレッド (2) 
マカダミアナッツ・ショートブレッド (2) 

ミルクチョコレート・カバード・マカダミアナッツ・ 
ブラウニー (1) 

ミカ・マカダミア・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) 

	
	

「ピンク ラブ フォー オール ボックス」 
（写真中央上） 

ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ・ 
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) 

マカダミアナッツ・トフィー (2) 
合計 12個 

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

 
「ピンク パイナップル ミニ ファブリック バッグ」 

（写真左上） 
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・マカダミアナッツ・ 

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) 

	



	
	

	
	

「ハワイ アイランド ロング ピロー」（写真右下） 
ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ・ブラウニー (1) 
マカダミアナッツ・ビスコッティ・ウィズ・ミルクチョコレート・ウェイブ (1) 

マカダミアナッツ・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) 

 
「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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

「レイ マイレ (グリーン)」（写真上） 
ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ショートブレッド (12) 
ダークチョコレートディップ・マカダミアナッツ・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) 

ホワイトディップ・タロ・ショートブレッド(4) 
チョコレートチップ・マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ・ブラウニー (1) 
ダークチョコレート・カバード・マカダミアナッツ・ブラウニー (1) 

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

マカダミアナッツ・トフィー (4) 
チョコレート・マカダミアナッツ・ビスコッティ・ウィズ・ 

ミルクチョコレート・ウェイブ (2) 
マカダミアナッツ・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) 

 
「パライウラ（イエロー＆レッド）」（写真下） 

ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・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) 
チョコレートチップ・マカダミアナッツ・ショートブレッド (4) 

タロ・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) 
マカダミアナッツ・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・マカダミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (2) 

マカダミアナッツ・トフィー (2) 
合計 23個 

$	28.75 (アラモアナ店価格) 
$	26.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

	



	
	

	
	

「フレッシュ スタイル」シリーズ 
 
 

「プルメリア ラディアンス ミニ トート」（写真中央右） 
チョコレートチップ・マカダミアナッツ・ショートブレッド (3) 

ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ショートブレッド (2) 
ミカ・マカダミア・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) 
 

「ゴールデン パイナップル ミニ ファブリック バッグ」（写真下） 
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・マカダミアナッツ・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) 

「ビーチ-タイム トート」（写真上） 
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・マカダミア・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・マカダミアナッツ・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) 

 
「ラブ バーズ ボックス」（写真中央左） 

ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ・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) 
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) 

	



	
	

	
	

「アイランド ケアリング ＆ シェアリング」シリーズ 

 
 

 
 

 

「マルチカラー ワンダー ボックス」（写真上） 
ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ・ブラウニー (1) 
レモン・ブラウニー (1) 

マカダミアナッツ・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) 

 
「ブルー ブーケ シルク バッグ」（写真下） 

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) 

	

「ハワイ ステイト オブ マインド ボックス」 
（写真左上） 

ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ 
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・マカダミアナッツ・ 

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) 
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) 

	

「ダイヤモンドヘッド キープセイク」 
（写真左下） 

ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ 
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) 

レモン・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・マカダミアナッツ・ 
ブラウニー (1) 

ダークチョコレート・カバード・マカダミアナッツ・ 
ブラウニー (1) 

ミカ・マカダミア・ブロッサム・ハニー・ 
チョコレート (2) 

マカダミアナッツ・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) 

	



	
	

	
	

 
 
 
「インクレディブル テイスト、クリエイティビティ」シリーズ 

 

 

「ブルー ラブ フォー オール ボックス」 
（写真中央） 

ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ 
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・マカダミアナッツ・ 
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) 

マカダミアナッツ・トフィー (2) 
合計 12個 

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

「カインド ワーズ スプリング キューブ」（写真右上） 
ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ 

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・マカダミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (2) 
マカダミアナッツ・トフィー (2) 

合計 12個 
$	12.25 (アラモアナ店価格) 

$	10.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「プルメリア リース スプリング キューブ」（写真右下） 
ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ 

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・マカダミア・ブロッサム・ハニー・チョコレート (2) 
マカダミアナッツ・トフィー (2) 

合計 12個 
$	12.25 (アラモアナ店価格) 

$	10.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
	

「アンダーシー ドリーム ボックス」 
（写真左上） 

マカダミアナッツ・ショートブレッド (4) 
チョコレート・マカダミアナッツ・ 

ショートブレッド (4) 
チョコレートチップ・マカダミアナッツ・ 

ショートブレッド (4) 
ココナッツ・ショートブレッド (4) 
タロ・ショートブレッド (4) 
コーヒー・ショートブレッド (3) 
コナモカ・ショートブレッド (3) 
レモン・ブラウニー (2) 

ゴールデンマカダミアナッツ・ブラウニー (1) 
合計 29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 チアー 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) 

	
	「トロピカル ミューラル スモール ピロー」 

（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) 

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 

$	9.25 (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) 

	



「アロハ イン マイ ハート グディー バッグ」（写真中央右）
ダークチョコレートディップ・マカダミアナッツ・ショートブレッド (2)

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

ミカ・マカダミア・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)

「コイ & ロータス トライホールド ボックス」（写真右下）
マカダミアナッツ・ショートブレッド (4)

ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ・ブラウニー (1)
ダークチョコレート・カバード・マカダミアナッツ・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)


