
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 4 月１５日

ビッグアイランド・キャンディーズ
「2019年 サマーコレクション」を発表

新元号「令和」になって初めての夏。限定ギフトボックスで新しい時代のお祝いを。

【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・キャンディーズは、「2019 年サマーコレクション」を発売中。毎シーズンオリジナルの
限定ボックスは見ているだけで気分も上がり、お世話になった方への贈り物からハワイのお土産、
そして自分へのご褒美としても人気です。2019 年新元号になって初めての夏は、トロピカルで
爽やかなハワイの夏をデザインしたものや、引き出し付き和風２段ボックス（ダブル ドロワー
ガロア ボックス）などが勢ぞろい。毎日職人が手作業でチョコレートをディップし、仕上げて
いくのも美味しさの秘密です。

ビッグアイランド・キャンディーズ、会長/CEO アラン・イカワより
ビッグアイランドキャンディーズでは、日々、やさしさを実感します。そのやさしさは、従業員
が職場の仲間同士やお客様と接する時、お客様同士が交流する時にも見ることができるのです。
例えば、ヒロ店のお得意様の 1 人へリーンは、引退した学校の先生ですが、本当に素晴らしい人
です。彼女は、弊店スタッフにも他のお客様にもとても親切に接し、ポイントが全てたまって即
使用可能な自分の「マハロカード」や、新しい当店特製「マハロ トートバッグ」を、ローカル
や観光客隔てなく、誰かにプレゼントするのです。それらを自分の買い物に使おうという、利己
心はありません。彼女は、私たちにとって、本質的なブランドアンバサダーと言えます。へリー
ンの厚意を受け取った人々は感謝に満ち、彼女の分け隔てないやさしさを世界に広げて行くので
す。

やさしさは、不滅です。さあ、やさしさの輪を広げていきましょう！



	
	

	
	

 
「ジグ・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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

「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) 

「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) 

	



	
	

	
	

 
 
 

 
 

 
 

「イノべーション」シリーズ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

「サーファー ガール キープセイク」（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 (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) 

	

「モンステラ リーフ キープセイク」 
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) 

	

「オレンジ シーサイド ミニ ファブリック 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 (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) 

	



	
	

	
	
 

 
 

 
「サマー キープセイク」シリーズ 

 
 

 

 
 
 

「ハワイ ステート オブ マインド ボックス」（全頁写真右下） 
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 (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) 

	

「ビーチ タイム トート」（全頁写真右上） 
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) 

	

「パラダイス ロング ピロー」（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 (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) 
	

「ヘリコニア 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) 
パイナップル・ショートブレッド(3) 

タロ・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) 

	

「トロピカル ミューラル スモール ピロー」（写真右中央端） 
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) 

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) 
	

「プルメリア ラディアンス ミニ トート」（写真右上） 
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) 
	



「ソフィスティケイティッド ギフト」シリーズ

「ピーコックポーズ ロング 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 (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)

「アンダーシー ドリーム ボックス」（写真中央上）
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)

「アクアマリン モザイク ボックス」（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 (4)
チョコレート・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)
グリーンティーディップ・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)
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)



「マーキー ボックス」（全頁写真右上）
マカダミアナッツ・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)
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)

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)

「サマー スタンナー グリッツ バッグ」（全頁写真右下）
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)
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)

「ダブル ドロワー ガロア ボックス」（写真中央上）
ミル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 (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・マカダミアナッツ・ショートブレッド (3)

マカダミアナッツ・ショートブレッド (3)
グリーンティーディップ・マカダミアナッツ・ショートブレッド (2)

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

ゴールデン・マカダミアナッツ・ブラウニー (2)
ミカ・ミント (3)
合計 23個

$	26.00 (アラモアナ店価格)
$	25.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格)

	
「バンブー ミニ ファブリック バッグ」（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)

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)
	

「サマー プリーズ トール トート」（写真中央下）
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 (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・マカダミアナッツ・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)



	
	

	
	

 
 

 
 
 
 
「ブライト ファン フェスティブ」シリーズ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「ケイキ プレイデート サマー キューブ」（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 (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) 

	
「ファー アウト!  サマー キューブ」（写真右中央） 

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 (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) 
	

「パープル ラブ フォー オール ボックス」（写真右上端） 
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) 

	
「サンライズ 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) 

	



「アイランド テイスト」シリーズ

「シー フレンズ ボックス」（写真左上端）
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)
タロ・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・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)

ミカ・ミント (2)
マカダミアナッツ・トフィー (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 (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)

「ゴールドフィッシュ グリン ボックス」（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 (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)

「シーショア ディコアー ボックス」（全頁写真右上）
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 (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)



「ブルー シーサイド ミニ ファブリック バッグ」（全頁写真右中央）
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)

「サマー トレジャー トライフォールド ボックス」（全頁写真右下）
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・コナモカ・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)
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)

$	15.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格)

ビッグアイランド・キャンディーズについて
2018 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・ショートブレッドをはじめ、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。

###	

【本件に関するお問い合わせ先】


