
ニュースリリース

ビッグアイランド・キャンディーズ
2017 年 9 月 5 日 

創業 40周年を迎えるビッグアイランド・キャンディーズ
「2017年 秋コレクション」を発表

ハロウィーンや感謝祭のギフトにぴったりな可愛い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、「2017 年秋コレクション」の販売を好評発売中。

ハロウィーンや感謝祭のギフトにぴったりな可愛いギフトボックスが早くも登場し、リリコイブ
ラウニーは新たに発売。グリーンティーディップやパイナップル味のショートブレッドなども人
気。

今年 12 月に創業 40 周年を迎えるビッグアイランド・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。（*写真右のバスケット商品はヒロ店のみの販売。）

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
創業 40 周年を迎えるにあたり、ハワイ島のマカアラストリート時代からカラニアナオレ・アベ
ニュー、そしてヒナノストリートを本拠地とする今日まで、共に頑張ってくれた従業員たちのこ
とを思わずにはいられません。この場を借りて、シンシア、メルシー、ネナ、マキシ、ヘレン、
ギャリー、エルサ、そしてローラに感謝の意を表します。当初、仕事を終えるために何時間も働
いたあの日々を思い出します。皆さんには沢山助けてもらいました。それと同様に、ビッグアイ
ランド・キャンディーズが皆さんとその家族がハワイ島ヒロでより幸せな生活を送るお手伝いが
できている存在となっていることを願っています。皆さんの思いやり、勤勉さが次世代や他の
人々に受け継がれたら、どんなに多くの人生が豊かになることでしょう！全ての従業員とお客さ
まに感謝申し上げます。マハロ！



「ハイビスカス ロングピロー」（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(3)

チョコレート・マカデミアナッツ・ショートブレッド(3)
ホワイトデップ・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・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(1)

マカデミアナッツ・トフィー(2)
合計１２個

$14.50 (アラモアナ店価格)
$13.25 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格)

「イィヴィ＆レフア キープセイク ボックス」（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(3)

ホワイトデップ・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)

$21.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格)



「ティーガーデン ボックス」（写真上）
コナモカ・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)
グリーンティーディップ・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(2)

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)

新商品「チョコレートカバード・パッションフルーツ・ブラウニー」
リリコイ(パッションフルーツ)の美味しさを堪能できるセット

ミルクチョコレート・カバード・リリコイ・ブラウニー(4)
ダークチョコレート・カバード・リリコイ・ブラウニー(4)

合計 8個
$14.50 (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)

「オータム ブリリアンス」

「パープル グリッスン ボックス」（写真左）
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)

パイナップル・ショートブレッド(5)
ココナッツ・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・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)
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)

「ビーミング バタフライ トライフォルド ボックス」（写真中央上）
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)
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・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)

$14.75 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格)

「ピンク シークイン ボーダー 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(2)

マカデミアナッツ・トフィー(1)
合計 8個

$10.50 (アラモアナ店価格)
$9.00 (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 ダイヤモンド ボックス」（写真右上）
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)

「セレブレイト」

「ダイヤモンドヘッド フラ キープセイク ボックス」（写真中央）
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・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・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 18 個
$23.00 (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)

「ドラゴンフライ 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・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)

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)

「オール オケイジョン」

「コイ＆ロータス レイザーボックス」（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(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)
パイナップル・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

$32.00 (アラモアナ店価格)
$30.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格)



	
	

	
	

「フォール クレイン ロングボックス」（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) 

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) 

グリーンティーデップ・マカデミアナッツ・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) 

合計 16 個 
$18.25 (アラモアナ店価格) 

$17.25 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「ブルー シークイン ストライプ シアーバッグ」（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(3) 

バター・ショートブレッド(2) 
ミカ・ミント(2) 

マカデミアナッツ・トフィー(1) 
合計 8個 

$10.50 (アラモアナ店価格) 
$9.00 (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 フレンズ 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(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) 

$12.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

 
 

「フライング ウィッチ トート*」（写真中央上） 
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) 
マカデミアナッツ・トフィー (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) 
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) 



	
	

	
	
 

「ホーンテッド ハウス パーティー ボックス*」（写真中央左） 
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・マカデミア・ブロッサムハニー・チョコレート(3) 

合計 9個 
$10.75 (アラモアナ店価格) 

$9.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「ハロウィーン ムーンライズ ボックス*」（写真中央右） 
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・マカデミア・ブロッサムハニー・チョコレート(3) 

合計 9個 
$10.75 (アラモアナ店価格) 

$9.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「サンクスギビング ネイチャー ボックス*」（写真中央下） 
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(3) 
ミカ・マカデミア・ブロッサムハニー・チョコレート(3) 

合計 9個 
$10.75 (アラモアナ店価格) 

$9.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
*上記 4 商品の発売は 10 月ごろ。 

 
「シグ・ゼイン」 

 
 

「ヒナノ」（大）（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 (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) 
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・ミント (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 

$ 61.00 (アラモアナ店価格) 
$ 58.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

 
「ヒナノ」（小）（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 (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) 
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) 

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・マカデミアナッツ・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 23個 

$ 28.00 (アラモアナ店価格) 
$ 26.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

 
「アワ アソートメント」 

 
 

「エレガント レッド シアーバッグ*」（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(3) 

バター・ショートブレッド(2) 
ミカ・ミント(2) 

マカデミアナッツ・トフィー(1) 
合計8個 

$10.50 (アラモアナ店価格) 
$9.00 (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 パーチボックス*」（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(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)

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)
$12.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格)

*上記２品はクリスマス商品のため、11 月 27 日以降の発送。

###

c/o Big Island Candies 
585 Hinano Street, Hilo, Hawaii 96720 

Phone:  (808) 961-2199   Fax:  (808) 961-6941 


