
2019年冬季商品リスト 

 

 
WHIRL OF WONDER BOX     ホイール・オブ・ワンダー・ボックス 

マカダミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

コナ・モカ・ショートブレッド 4枚 

ミルクチョコレートディップド・マカダミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

ダークチョコレートディップド・マカダミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

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個 

レモン・ブラウニー 1個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

18ピース入り         9.75 oz.              

＄18.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価格)、＄19.75（アラモアナ店） 

 

 

 

 

新作！季節限定！ ダークチョコレートカバード・ペパーミントブラウニー   

ホリデーシーズンを代表する味ペパーミントと、クラシックなダークチョコレー

トに包まれたブラウニーの絶妙なハーモニーをお楽しみください。ペパーミント

キャンディのフレークが、内側のクールでクリーミーなミントフレーバーのブラ

ウニー全体に散りばめられ、息をのむような味わいに仕上がりました。9個（個

別包装）入り 

特別限定商品         13 oz.               

$17.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価格)、$18.00 (アラモアナ店) 

      

FLORAL FANTASY BOX            フローラルファンタジーボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダミアナッツ・ショートブレッド 6枚 

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 6枚 

ホワイトディップド・レモン・ショートブレッド 3枚 

シナモン・ホワイトディップド・マカダミアナッツ・ショートブレッド（季節限定フレーバー）3枚 

コナ・モカ・ショートブレッド 2枚 

ココナッツ・ショートブレッド 2枚 

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個 

ダークチョコレートカバード・ペパーミント・ブラウニー（季節限定フレーバー）2個 

レモン・ブラウニー 1個 

ミカ・ペパーミント・チョコレート（季節限定フレーバー） 4個 

マカダミアナッツ・トフィー 4個              

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミルクチョコレートウェーブ) 2個 

チョコレート・マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミルクチョコレートウェーブ） 1個 

38ピース入り         25 oz.        

＄40 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価格)、$42（アラモアナ店）  

 

SIGNATURE RED BOX  シグネチャー・レッドボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダミアナッツ・ショートブレッド ５枚 

ダークチョコレートディップド・マカダミアナッツ・ショートブレッド５枚  

チョコレート・マカダミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

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枚 

ミルクチョコレート・キャラメルディップド・マカダミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

ダークチョコレートディップド・コナ・モカ・ショートブレッド 3枚 

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個 

ダークチョコレートカバード・ペパーミント・ブラウニー（季節限定フレーバー）2個 

ミカ・ペパーミント・チョコレート（季節限定フレーバー） 4個 

32ピース入り         19 oz.              

＄31.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価格)、$33（アラモアナ店）  

 

 

 

 

 
新作！季節限定！ ミカ・ペパーミントチョコレート  

ダークチョコレートに包まれた軽くてエアリーな新作は、ミントの香りとペパーミントキャンディの

フレークの絶妙のコンビネーションが魅力。まさに「口の中で溶ける」感覚が味わえる一口チョコ

は、陽気で華やかな季節にぴったりです。12個（個別包装）入り 

特別限定商品         5.4 oz.               

$11.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価格)、$12.50 (アラモアナ店)  



 

 
 

 
 

BLUE/GREEN SNOWFLAKES BOX  

ブルー/グリーンスノーフレークボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 5枚 

ダークチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 5枚 

コナ・モカ・ショートブレッド 5枚 

ココナッツ・ショートブレッド 5枚 

ホワイトディップド・レモン・ショート

ブレッド 2枚 

ミルクチョコレートカバード・マカデミ

アナッツ 2個 

24ピース入り         11 oz.             

＄24.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$26（アラモアナ店）      

 

SANTA VACAY TOTE   サンタ・バ

ケーション・トート 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

チョコレート・マカダミアナッツ・ショ

ートブレッド ３枚 

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個 

ミカ・ミント 2個 

10ピース入り         6 oz.             

＄11.25 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$12.75（アラモアナ店）     

  

WINTERTIME TRIFOLD BOX   ウ

ィンタータイム・トライフォールド・ボ

ックス 

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枚 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

ホワイトディップド・レモン・ショート

ブレッド  3枚 

ダークチョコレートディップド・コナ・

モカ・ショートブレッド 2枚 

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個 

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個 

14ピース入り         8.5 oz.             

＄15.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$16.50（アラモアナ店） 

 

LET IT SNOW CHEER BOX   レッ

ト・イット・スノー・チアーボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

3枚 

ミカ・ミント 2個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

10ピース入り         4.5 oz.             

＄10.25 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$11.50（アラモアナ店） 

 

KALIKIMAKA KEEPSAKE    カリ

キマカ・キープセイク 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

シナモン・ホワイトディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド（季節限

定フレーバー） 3枚 

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枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

3枚 

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個 

ダークチョコレートカバード・ペパーミ

ント・ブラウニー（季節限定フレーバ

ー） 1個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

ミカ・ペパーミント・チョコレート 

（季節限定フレーバー） 2個 

18ピース入り         10 oz.             

＄21.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$23（アラモアナ店） 

 

CHILL BLUE SHEER BAG     チ

ル・ブルー・シアーバッグ 

ミルクチョコレートディップド・バタ

ー・ショートブレッド 3枚 

バター・ショートブレッド 2枚 

ミカ・ミント 3個 

8ピース入り         3.75 oz.             

＄9.25 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$10.50（アラモアナ店） 

 



 
 

RED/GREEN WAVES BOX     

レッド/グリーンウェイブボックス  

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

6枚 

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枚 

ココナッツ・ショートブレッド 5枚 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

ホワイトディップド・チョコレートマカ

ダミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

ダークチョコレートディップド・コナ・

モカ・ショートブレッド 4枚 

ホワイトディップド・レモン・ショート

ブレッド  4枚 

ミルクチョコレート・キャラメルディッ

プド・マカデミアナッツ・ショートブレ

ッド  3枚 

コナ・モカ・ショートブレッド  3枚 

タロ・ショートブレッド 3枚 

41ピース入り         19.75 oz.             

＄35.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$36.50（アラモアナ店） 

MODERN SNOWFLAKES BOX     

モダン・スノーフレーク・ボックス 

シナモン・ホワイトディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド（季節限

定フレーバー） 6枚 

ホワイトディップド・チョコレートマカ

ダミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

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枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

4枚 

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個 

ダークチョコレートカバード・ペパーミ

ント・ブラウニー（季節限定フレーバ

ー） 1個 

ミカ・ペパーミント・チョコレート（季

節限定フレーバー） 2個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 1個         

25ピース入り       14.75 oz.    

＄24.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$26（アラモアナ店） 

NUTCRACKER TALL TOTE     

ナッツクラッカー・トール・トート  

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

チョコレート・マカダミアナッツ・ショ

ートブレッド 3枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

3枚 

ミカ・ミント 2個 

11ピース入り   4.75 oz.            

$9.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、 $11.00 (アラモアナ店) 

 

ORNAMENTS TRAY     

オーナメント・トレイ 

ミルクチョコレート・マカダミアナッ

ツ・ロッキーロード（1スクエアピース） 

プチボックス 1個 

ダークチョコレートカバード・マカデミ

アナッツ（6ピース）プチボックス １個 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

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枚 

レモン・ショートブレッド 2枚 

ダークチョコレートカバード・ペパーミ

ント・ブラウニー（季節限定フレーバ

ー） 2個 

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個 

ミカ・ペパーミント・チョコレート

（新！季節限定フレーバー） 2個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

22ピース入り            14 oz.               

$34.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、 $36 (アラモアナ店) 

 

ELEGANT RED SHEER BAG     

エレガント・レッド・シアー・バッグ 

ミルクチョコレートディップド・バタ

ー・ショートブレッド 3枚 

バター・ショートブレッド 2枚 

ミカ・ミント 3個 

8ピース入り         3.75 oz.             

＄9.25 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$10.50（アラモアナ店）

 

 

 

 



 
 

PINK WREATHS BOX     

ピンク・リース・ボックス 

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枚 

チョコレート・ショートブレッド 4枚 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

ホワイトディップド・レモン・ショート

ブレッド ３枚 

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個 

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個 

ミカ・ミント 2個 

18ピース入り  10 oz.               

$18.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、 $19.75 (アラモアナ店) 

 

 

 

 

SNOW FLOWERS BOX     

スノー・フラワー・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

パイナップル・ショートブレッド 4枚 

ココナッツ・ショートブレッド 4枚 

ダークチョコレートディップド・コナ・

モカ・ショートブレッド 3枚 

ホワイトディップド・レモン・ショート

ブレッド 3枚 

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個 

ミカ・ミント 2個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 1個      

25ピース入り  14.75 oz.          

$24.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、  $26 (アラモアナ店) 

 

 

PINK TREES BOX     

ピンク・ツリー・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

パイナップル・ショートブレッド 2枚 

タロ・ショートブレッド 2枚 

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個 

レモン・ブラウニー 1個 

ミカ・ミント 2個 

12ピース入り   6.75 oz.            

$12.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$13.75 (アラモアナ店) 

 

SEASON’S SYMBOLS BOX     

シーズンズ・シンボル・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

パイナップル・ショートブレッド 2枚 

タロ・ショートブレッド 2枚 

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個 

レモン・ブラウニー 1個 

ミカ・ミント 2個 

12ピース入り   6.75 oz.           

$12.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$13.75 (アラモアナ店) 

 

HOLIDAY PARTY GLITZ BAG     

ホリデー・パーティ・グリッツ・バッグ 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

ダークチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

チョコレート・マカダミアナッツ・ショ

ートブレッド 4枚 

ミルクチョコレートカバード・マカダミ

アナッツ 2個 

14ピース入り            6.75 oz.            

$12.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、(アラモアナ店では取扱いなし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PURPLE LASER BOX     

パープル・レーザー・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 6枚 

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枚 

タロ・ショートブレッド 5枚 

ダークチョコレートディップド・コナ・

モカ・ショートブレッド 3枚 

ホワイトディップド・レモン・ショート

ブレッド 3枚 

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個 

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個 

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 2個      

ミカ・ミント 2個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

30ピース入り      18 oz.   

$31.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、 $33 (アラモアナ店)     

 

BALSA BOX    

バルサ・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

グリーンティディップド・マカダミアナ

ッツ・ショートブレッド 3枚 

マッチャ・アズキ・ショートブレッド

（新商品！） 3枚 

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枚 

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個 

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個 

14ピース入り      8 oz. 

$19.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、 $20 (アラモアナ店) 

 

PURPLE/GOLD LEAF BOX     

パープル／ゴールド・リーフ・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 6枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

5枚 

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枚 

ダークチョコレートディップド・コナ・

モカ・ショートブレッド 3枚 

ホワイトディップド・チョコレート・マ

カデミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

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個 

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 1個      

25ピース入り     14.75 oz.   

$24.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、 $26.00 (アラモアナ店) 

 

PURPLE FANS BOX     

パープル・ファン・ボックス 

マカダミアナッツ・ショートブレッド 

６枚 

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枚 

ココナッツ・ショートブレッド 5枚 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

ホワイトディップド・チョコレート・マ

カダミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

ダークチョコレートディップド・コナ・

モカ・ショートブレッド 4枚 

ホワイトディップド・レモン・ショート

ブレッド 4枚 

ミルクチョコレート・キャラメルディッ

プド・マカダミアナッツ・ショートブレ

ッド 3枚 

コナ・モカ・ショートブレッド 3枚 

タロ・ショートブレッド 3枚 

41ピース入り      19.75 oz.       

$35.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$36.50 (アラモアナ店) 

 

PEACE & DOVE BOX      

ピース＆ダブ・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド １枚 

ダークチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 2枚 

チョコレート・マカダミアナッツ・ショ

ートブレッド 2枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

2枚 

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個 

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個 

ミカ・マカダミアナッツ・ブロッサムハ

ニー・チョコレート 2個 

12ピース入り               7 oz. 

$12.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$13.75 (アラモアナ店)

 

 

 

 



 
 

COPPER BUCKLE BOX     

コッパー・バックル・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

4枚 

ダークチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

シナモン・ホワイトディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド（季節限

定フレーバー） 3枚 

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枚 

コナ・モカ・ショートブレッド 3枚 

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個 

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個 

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 2個      

ミカ・ミント 2個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

30ピース入り 19.75 oz. 

$32.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$33.50 (アラモアナ店)  

 

KALO LEAVES TIN    

カロ・リーフ・ティン缶 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

4枚 

ダークチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

ダークチョコレートディップド・ココナ

ッツ・ショートブレッド 3枚 

チョコレート・マカダミアナッツ・ショ

ートブレッド 3枚 

レモン・ショートブレッド 3枚 

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個 

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個 

ミカ・ミント 2個 

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 1個      

チョコレート・マカダミアナッツ・ビス

コッティ（ミルクチョコレートウェー

ブ） 1個      

２8ピース入り  18.75 oz. 

$32.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$34.00 (アラモアナ店) 

 

DOUBLE DRAWER BOX     

ダブル・ドローワー・ボックス  

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

ホワイトディップド・レモン・ショート

ブレッド 3枚 

シナモン・ホワイトディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド（季節限

定フレーバー） 3枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

3枚 

グリーンティーディップド・マカダミア

ナッツ・ショートブレッド ２枚 

タロ・ショートブレッド 2枚 

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個 

ゴールデン・マカダミアナッツ・ブラウ

ニー 2個 

ミカ・ミント 3個 

23ピース入り  14 oz. 

$25.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$26.25 (アラモアナ店) 

 

HAWAIIAN TREASURE CHEST   

ハワイアン・トレジャー・チェスト 

マカダミアナッツ・ショートブレッド・

アソート・・コンボ ラージボックス 

1箱 

マカナ・ブラウニー・アソートボックス 

1箱 

パイナップル饅頭 1箱 

ミカ・ミント 1箱 

プレミアム・コナ・コーヒー 1袋 

ココア・ダステッド・チョコレートアー

モンド 1袋 

6 プロダクト入り 53 oz. 

$100.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ

価格)、$105.00 (アラモアナ店) 

 



 
 

BAMBOO MINI TOTE     

バンブー・ミニトート 

バター・ショートブレッド 3枚 

ミルクチョコレートディップド・バタ

ー・ショートブレッド 2枚 

 ミカ・マカダミアナッツ・ブロッサムハ

ニー・チョコレート 2個      

 7ピース入り 3 oz.                 

$7.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、 (アラモアナ店では取扱いなし) 

 

POINSETTIA PETALS BOX     

ポインセチア・ペタル・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・バタ

ー・ショートブレッド 4枚 

ココナッツ・ショートブレッド 4枚 

コナ・モカ・ショートブレッド 4枚 

グリーンティーディップド・マカダミア

ナッツ・ショートブレッド 3枚 

ホワイトディップド・レモン・ショート

ブレッド 3枚 

18ピース入り   8.75 oz.            

$18.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$19.75 (アラモアナ店) 

 

GREEN/GOLD LEAF BOX     

グリーン／ゴールド・リーフ・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 6枚 

マカダミナナッツ・ショートブレッド  

5枚 

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枚 

ダークチョコレートディップド・コナ・

モカ・ショートブレッド 3枚 

ホワイトディップド・チョコレート・マ

カダミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

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個 

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 1個      

25ピース入り               14.75 oz. 

$24.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$26.00 (アラモアナ店) 

 

RED HIBISCUS KEEPSAKE     

レッド・ハイビスカス・キープセイク 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

ダークチョコレートディップド・コナ・

モカ・ショートブレッド 3枚 

パイナップル・ショートブレッド 3枚 

ココナッツ・ショートブレッド 3枚 

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個 

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個 

ミカ・マカダミアナッツ・ブロッサムハ

ニー・チョコレート 2個      

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

18ピース入り  10 oz.               

$21.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$23.00 (アラモアナ店) 

DARLING DEER BOX     

ダーリン・ディア・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 2枚 

ダークチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 2枚 

 チョコレート・マカダミナナッツ・ショ

ートブレッド ２枚 

マカダミナナッツ・ショートブレッド 

２枚 

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個 

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個 

ミカ・マカダミアナッツ・ブロッサムハ

ニー・チョコレート 2個      

12ピース入り  7 oz.                 

$12.75 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、＄13.75 (アラモアナ店) 

 

GREEN JOY KEEPSAKE    

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ド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

ダークチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

チョコレートチップ・マカダミナナッ

ツ・ショートブレッド 3枚 

レモン・ショートブレッド 3枚 

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個 

レモン・ブラウニー 1個 

ミカ・ミント 2個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

18ピース入り  10 oz. 

$21.50 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$23.00 (アラモアナ店) 

 

TREES & STARS CHEER BOX    

ツリー＆スターズ・チアー・ボックス 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

3枚 

ミカ・ミント 2個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

10ピース入り   4.5 oz. 

$10.25 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$11.50 (アラモアナ店) 

 

HOLLY JOLLY CHEER BOX    

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ド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 3枚 

マカダミアナッツ・ショートブレッド  

3枚 

ミカ・ミント 2個 

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

10ピース入り   4.5 oz. 

$10.25 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$11.50 (アラモアナ店)



                              
 

LEI MAILE (GREEN)    

レイ・マイレ（グリーン） 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 12枚 

ダークチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 8枚 

ココナッツ・ショートブレッド 6枚 

コナ・モカ・ショートブレッド 6枚 

ホワイトディップド・タロ・ショートブ

レッド 4枚 

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枚 

レモン・ショートブレッド 4枚 

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個 

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個 

レモン・ブラウニー 1個 

ミカ・マカダミアナッツ・ブロッサムハ

ニー・チョコレート 6個      

マカダミアナッツ・トフィー 4個      

チョコレート・マカダミアナッツ・ビス

コッティ（ミルクチョコレートウェー

ブ） 2個      

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 2個      

61ピース入り  36.75 oz. 

$60.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$62.00 (アラモアナ店)  

 

PALAI‘ULA (YELLOW AND RED)     

パライウラ（イエロー＆レッド） 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 4枚 

ダークチョコレートディップド・コナ・

モカ・ショートブレッド 4枚 

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枚 

タロ・ショートブレッド 3枚 

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個 

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個 

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 2個      

ミカ・マカダミアナッツ・ブロッサムハ

ニー・チョコレート 2個      

マカダミアナッツ・トフィー 2個      

23ピース入り  15 oz. 

$27.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、$29.00 (アラモアナ店) 

 

 

LARGE GRAND BASKET   

ラージ・グランド・バスケット 

マカダミアナッツ・ショートブレッド・

ディップ・コンボ ラージボックス 1箱 

レモン・ショートブレッド・アソート・

コンボ ミディアムボックス 1箱 

マカナ・ブラウニー・アソートボックス 

1箱 

ミカ・ミント 1箱 

ミルクチョコレート・マカダミアナッ

ツ・トリオ 1箱 

ひと口サイズ・マカダミアナッツ・クッ

キー 1箱 

ひと口サイズ・チョコレートチップ・マ

カダミアナッツ・クッキー 1箱 

パイナップル饅頭 1箱 

プレミアム・ダークロースト＆ソルテッ

ド・マカダミアナッツ・チョコレート

（ミルク＆ダーク） 1箱 

マカダミアナッツ・トフィー 1袋     

ハワイアン・レッドチリ・トフィー 1袋 

ソルテッド・マカダミアナッツ 1袋 

プレミアム・100%コナ・コーヒー 1袋 

13 プロダクト入り              105 oz. 

$190.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ

価格)、 (アラモアナ店では取扱いなし) 

 

 

SMALL GRAND BASKET   

スモール・グランド・バスケット 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド スモー

ルボックス 1箱 

レモン・ショートブレッド スモールボ

ックス 1箱 

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箱 

プレミアム・ダークロースト＆ソルテッ

ド・マカダミアナッツ・チョコレート

（ミルク＆ダーク） 1箱 

ひと口サイズ・マカダミアナッツ・クッ

キー 1箱 

チョコレート・チリ・クッキー 1箱 

ミルクチョコレート・マカダミアナッ

ツ・クランチ プチボックス 1箱 

ダークチョコレート・マカダミアナッ

ツ・ロッキーロード プチボックス 1箱 

ココア・ダステッド・チョコレート・ア

ーモンド 1袋 

9 プロダクト入り   59.34 oz. 

$120.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ

価格)、 (アラモアナ店では取扱いなし) 

 

 

 

 

 



 

 
 

GALA BASKET      

ガラ・バスケット 

レモン・ショートブレッド・アソート・

コンボ ミディアムボックス 1箱 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド スモー

ルギフトボックス 1箱 

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箱 

ひと口サイズ・マカダミアナッツ・クッ

キー 1箱 

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 プチボックス 

1箱 

ミルクチョコレートカバード・マカダミ

アナッツ  プチボックス 1箱 

ダークチョコレート・マカダミアナッ

ツ・クランチ プチボックス 1箱 

ココア・ダステッド・チョコレート・ア

ーモンド 1袋 

ホーミーズ・オートミール・マクナッ

ツ・クランベリー・クッキー 1袋 

9 プロダクト入り  56.67 oz. 

$100.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ

価格)、 (アラモアナ店では取扱いなし) 

 

 

FESTIVE BASKET     

フェスティブバスケット 

ミルクチョコレート・マカダミアナッ

ツ・トリオ 1箱 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド 5枚 

ホワイトディップド・レモン・ショート

ブレッド 5枚 

コナ・モカ・ショートブレッド 5枚 

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 2個      

20ピース入り (クランチ、クランチー

ズ、ロッキーロード各１、クッキー15 枚、

ビスコッティ 2個)        19 oz. 

$36.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、 (アラモアナ店では取扱いなし) 

 

CELEBRATION BASKET      

セレブレーション・バスケット 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド スモー

ルボックス 1箱 

マカナ・ブラウニー・アソートボックス 

1箱 

ダークチョコレート・マカダミアナッ

ツ・クランチ プチボックス 1箱 

マカダミアナッツ・ショートブレッド 

プチボックス 1箱 

マカダミアナッツ・ビスコッティ（ミル

クチョコレートウェーブ） 3個      

4 プロダクト＆ビスコッティ３個  

30.67 oz.          

$50.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、 (アラモアナ店では取扱いなし) 

 

 

ALLURE BASKET     

アルーア・バスケット 

ミルクチョコレートディップド・マカダ

ミアナッツ・ショートブレッド スモー

ルボックス 1箱 

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箱 

ひと口サイズ・マカダミアナッツ・クッ

キー 1箱 

ココア・ダステッド・チョコレート・ア

ーモンド 1袋 

マカダミアナッツ・トフィー 1袋     

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 1袋 

ホーミーズ・オートミール・マクナッ

ツ・クランベリー・クッキー 1袋 

7 プロダクト入り  47.5 oz. 

$80.00 (ヒロ本店／カタログ／ウェブ価

格)、(アラモアナ店では取扱いなし) 


