
	
	

	
	

 
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 8 月 12 日 
 

ビッグアイランド・キャンディーズ 
「2019年 秋の新作コレクション」を発表  

 

新元号「令和」になって初めての秋。ホリデーシーズンの幕開けにふさわしいパッケージの数々。  

 
 

【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 年秋の新作コレクション」を 8 月 22 日（木）より販売する
（一部商品は１０月以降の販売）。職人が毎日手作業でチョコレートをディップするこだわりだ
けでなく、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
た方々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。季節限定のシナモ
ンホワイトディップ・マカダミアナッツ・ショートブレッドや新商品マッチャ・アズキ・ショー
トブレッドが入った限定ボックスも勢ぞろいし、令和最初の秋の行事ハロウィーンやサンクスギ
ビングを盛り上げる。  
 
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 
感謝の気持ちを込めて贈り物をする季節になると、東京在住の友人タカ・ヤマカワ氏の事を考え
ます。なぜなら、いつもハワイを訪れる際には地元のギフトを、妻のイルマと私に持参してくれ
ます。ご存知の通り日本の“お土産”という概念には、渡す方への心配りや思いやりの気持ちが含
まれており、これはビッグアイランド・キャンディーズの中枢ともなっています。彼が帰国する
前には、彼の帰りを待っている人々にヒロ本店でお土産を選びます。そして彼の愛する人々は、
イルマと私が感じた温かさと感謝の気持ちを彼が持ち帰るお土産から感じることでしょう。 
 
お世話になった方々への感謝の気持ちを伝えるシーズンです！ 
 



	
	

	
	

 

 
 

「オーキッズ ロング ピロー」(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) 
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 (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) 
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) 

 

「トロピカル リーフ トライフォールド ボックス」 
（写真左上） 

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 (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・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 (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) 

 
「カロ リーブズ ティン」(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) 
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 (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) 

チョコレート・マカダミアナッツ・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 (2) 

ミカ・ミント (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) 
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 (1) 
合計 28個 

$	34.00 (アラモアナ店価格) 
$	32.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 

「メイデンヘアー 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) 

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) 
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) 
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) 
 

「バンブー ミニ トート」(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 (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) 
	



	
	

	
	

「パーフェクト セレブレーション」シリーズ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

「パープル レーザー ボックス」(写真左上） 
ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・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) 

ダークチョコレート・カバード・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) 
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) 
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・ミント(2) 

マカダミアナッツ・トフィー (2) 
合計 30個 

$	33.00 (アラモアナ店価格) 
$	31.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

	

「パープル/ ゴールド リーフ 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 (6) 
マカダミアナッツ・ショートブレッド (5) 

チョコレートチップ・マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ・ 

ショートブレッド (3) 
ミルクチョコレート・カバード・マカダミアナッツ・ブラウニー (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) 
$	24.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

	

「バルサ ボックス」(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 (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 (3) 

新商品 マッチャ・アズキ・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) 

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 
$	20.00 (アラモアナ店価格) 

$	19.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
	

 「スパーブ パープル 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) 

	



	
	

	
	

「アイランド フェイバリット」シリーズ 

 

 
 

 

 

「トーチ ジンジャー 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) 

 
「ハワイ ゲッタウェイ 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) 
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) 

チョコレート・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) 
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) 

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)	
「レトロ アロハ キープセイク」(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 (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) 

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) 
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) 

	

「モーニング オーキッド スモール ピロー」(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) 

ミカ・マカダミア・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) 
	

「トリック オア トリート ボックス」 
(写真中央左上） 

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) 

マカダミアナッツ・トフィー (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) 

*10 月より販売開始 
 

「サンクスギビング ガーデン ボックス」 
(写真中央右上） 

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・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) 

*11 月より販売開始 
	



	
	

	
	

 
「シグネチャー スペシャリティ」シリーズ 

 

 

「フェスティバル グリッツ バッグ」(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 (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) 
チョコレート・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 
$	12.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格のみ) 

	

「オレンジ ジングル シアー バッグ」(写真中央左端） 
ミルクチョコレートディップ・バター・ショートブレッド (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)	

	

「ランタンズ 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) 

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・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・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 (2) 
合計 18個 

$	19.75 (アラモアナ店価格) 
$	18.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

「カッパー バックル 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 (4) 
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 (3) 

季節限定商品 シナモンホワイトディップ・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 (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 (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) 
ミカ・ミント(2) 

マカダミアナッツ・トフィー (2) 
合計 30個 

$	33.50 (アラモアナ店価格) 
$	32.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

	



	
	

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「レッド ハイビスカス キープセイク」(写真なし） 

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) 

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) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

「チェリー ブロッサム ボックス」(写真中央右端） 
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 (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) 

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) 
 

「ダブル ドロワー 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) 

季節限定商品 シナモンホワイトディップ・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 

$	26.25 (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 サンセット ボックス」(写真右下) 

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) 

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) 
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 18個 

$	19.75 (アラモアナ店価格) 
$	18.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 



	
	

	
	

「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・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 

$	29.00 (アラモアナ店価格) 
$	27.00 (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 

$	62.00 (アラモアナ店価格) 
$	60.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
	



	
	

	
	

「ベストセラー ホリデー ギフト」シリーズ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「クラシック コレクション」シリーズ 

 

「ラージ グランド バスケット」(写真上） 
マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ・トリオ（箱1） 
バイトサイズ・マカダミアナッツ・クッキー（箱1） 

バイトサイズ・チョコレートチップ・マカダミアナッツ・ 
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・マカダミアナッツ・ 

チョコレート（ミルクとダーク/箱大1） 
マカダミアナッツ・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・マカダミアナッツ（袋1） 

プレミアムグラウンド100%コナコーヒー（袋1） 
$190.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格のみ) 

 
「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・マカダミアナッツ・ 

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） 

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（箱1） 
プレミアムダーク・ローステッド & ソルテッド・マカダミアナッツ・ 

チョコレート（ミルクとダーク/箱大1） 
バイトサイズ・マカダミアナッツ・クッキー（箱1） 

チョコレート・チリ・クッキー（容器1） 
ミルクチョコレート・マカダミアナッツ・クランチ（箱プチ1） 

ダークチョコレート・マカダミアナッツ・ロッキーロード（箱プチ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／ウェブ価格のみ) 
 

	



11月25日（月）より出荷開始のホリデーレビュー商品
「グリーン ジョイ 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)
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)
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)

「ホーリー ジョリー チアー ボックス」
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)

マカダミアナッツ・ショートブレッド (3)
ミカ・ミント (2)

マカダミアナッツ・トフィー (2)
合計 10 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)

「ツリーズ & スターズ チアー ボックス」
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)

マカダミアナッツ・ショートブレッド (3)
ミカ・ミント (2)

マカダミアナッツ・トフィー (2)
合計 10 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)

「ゲイラ バスケット」(写真左上）
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・マカダミアナッツ・

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

ブラウニー（箱1）
バイトサイズ・マカダミアナッツ・クッキー（箱1）

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（箱プチ1）

ミルクチョコレート・カバード・マカダミアナッツ（箱プチ1）
ダークチョコレート・マカダミアナッツ・クランチ（箱プチ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・オートミール・マックナッツ・

クランベリー・クッキー（袋1）
$100.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格のみ)

「フェスティッブ バスケット」(写真左下）
ミルクチョコレート・マカダミアナッツ・トリオ（箱1）
ミルクチョコレートディップ・マカダミアナッツ・

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)
$36.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格のみ)

「セレブレイション バスケット」(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

(箱小1)
マカナ・ブラウニー・アソートメント（箱1）

ダークチョコレート・マカダミアナッツ・クランチ (箱プチ1)
マカダミアナッツ・ショートブレッド (箱プチ 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 (3)

$50.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格のみ)

「アルアー バスケット」(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（箱小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 (箱小1) 

バイトサイズ・マカダミアナッツ・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）

マカダミアナッツ・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・オートミール・マックナッツ・
クランベリー・クッキー（袋1）

$80.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格のみ)



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。


