
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 11 月 3 日 

ビッグアイランド・キャンディーズ
「2017年 ウィンターコレクション」を発表

豪華なデザインのホリデーギフトボックス、
ホリデーシーズン限定の新商品シナモン・ホワイトディップ・ショートブレッド、

シグ・ゼーン氏によるビッグアイランド・キャンディーズ 40 周年記念限定デザインが登場！

【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、「2017 年ウィンターコレクション」を 11月 20日（月）より発売 。

このホリデーシーズンならではの華やかなデザインボックスに入った元祖チョコレートディッ
プ・マカデミアナッツ・ショートブレッドやブラウニーなどの詰め合わせは、特別な人へのクリ
スマスプレゼントとしてはもちろん、日本や世界中からの観光客のお土産として、又オアフ島に
住む人達やファンにとって自分のため、友人、知人へのお土産やホリデーギフトとして最適。

今年12月14日に創業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。

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
ご存知の方は少ないと思いますが、私はかつて銀行で働いていました。そこでは人生のレッスン
も含め、沢山のことを学びました。自分自身に耳を傾けること、そして自分の得意分野を見つけ



	
	

	
	

ること。私は以前から自分のビジネスを始める夢を持っていました。そして 4０年前の 1977 年
12月14日は、その夢が実現した記念すべき日です。それからは、山あり谷あり。しかし、人生
におけるこれら全ての“学び”に感謝しています。 
 
現在でも自分自身に耳を傾けることを怠ってはいません。その鼓動はビッグアイランド・キャン
ディーズ、従業員、お客さま、娘のシェリー、そして妻のイルマのためにより強く高鳴っていま
す。妻は、 “私は誓います-I do (wedding vow)”から“やりましょう！-We go!” まで夢に向かっ
て歩み始めた 40 年前から、いつも私の側にいてくれました。このヒロボーイは本当に幸せ者で
す。 
 
皆さまのホリデーの願いごとがすべて叶いますように。マハロ！ 
 

 
 

 
 

  

「エレガント レッド シアー バッグ」(写真中央) 
ミルクチョコレートディップ・バター・ショートブレッド(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) 

 
「レッド/グリーン ジオメトリック ボックス」(写真右下) 
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) 

	

「パープル フラワーパッチ ボックス」(写真左下) 
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) 
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・マカデミアナッツ・ブラウニー(1) 

レモン・ブラウニー(1) 
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 ホリデーシーズン限定 
「シナモン ホワイト ディップ ショートブレッド」(写真右上) 

ショートブレッドにフェスティブなシナモンスプリンクル入りの 
クリーミーなホワイトコーティングを斜めにディップ。 
シナモン・ホワイトディップ・ショートブレッド(17) 

合計 17個 
$18.00 (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) 
 



	
	

	
	

『グリッター アンド ゴー』シリーズ 
 

 
 
 
「トゥインクリング スターズ ボックス」(写真右中央) 

マカデミアナッツ・ショートブレッド (5) 
コナモカ・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(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・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) 

ミカ・ミント(2) 
マカデミアナッツ・トフィー(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 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) 

 
「レット イット スノウ チアーボックス」(写真左下) 

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) 
マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 

ミカ・ミント(2) 
マカデミアナッツ・トフィー(2) 

合計 10 個 
$11.25 (アラモアナ店価格) 

$10.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

「コージー レッド キープセイク ボックス」(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(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) 
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) 
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) 
 

「ポルカ ドット ピザッツ グリッツ バッグ」(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(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) 
ミルクチョコレート・カバード・マカデミアナッツ(2) 

合計 14個 
*$11.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ限定) 

＊ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブのみのお取り扱いとなります。 
	



	
	

	
	

 
 

「アイスブルー クリスマスツリー トライフォルド ボックス」(写真右中央) 
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) 
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)  
 

『フェスティブ ギフト ギビング』シリーズ 
 

 
 

「グリーン グリスン ボックス」(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(6) 

「ブルー アレイ ボックス」(写真左上) 
マカデミアナッツ・ショートブレッド (6) 

コナモカ・ショートブレッド(6) 
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) 

ココナッツ・ショートブレッド(5) 
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・コーヒー・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) 
ホワイトディップ・レモン・ショートブレッド(4) 

ミルクチョコレート・キャラメルディップ・マカデミアナッツ・ショートブレッド(2) 
合計 40個 

$35.00  (アラモアナ店価格) 
$33.00 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 

 
「サンタズ リスト トート」 (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(4) 
バター・ショートブレッド(3) 

ミカ・ミント(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) 

合計 12個 
$12.75 (アラモアナ店価格) 

$11.25 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
	



	
	

	
	

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) 

 
「サンタズ スペシャル ̶ デリバリー トレイ」(写真中央) 
ミルクチョコレート・マカデミアナッツ・ロッキーロード(小１箱) 
ダークチョコレート・カバード・マカデミアナッツ (小１箱) 

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(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・マカデミアナッツ・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 17 個 
$36.00 (アラモアナ店価格) 

$34.50 (ヒロ本店/メールオーダー/カタログ/ウェブ価格) 
 

「グリーン ツリーライト キープセイク ボックス」(写真左下) 
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・コナモカ・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) 
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) 
 

「フェスティブ フォレスト ボックス」(写真右下) 
マカデミアナッツ・ショートブレッド(5) 

コナモカ・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(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・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) 

ミカ・ミント(2) 
マカデミアナッツ・トフィー(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 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) 

 

  



『ベスト セレクション』シリーズ

「コッパー コイ & ロータス レイザーボックス」(写真左上)
または

「レッド コイ & ロータス レイザーボックス」(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)

『ビッグアイランド・キャンディーズ限定シグゼーン』シリーズ

シグゼーン、デザイナー兼オーナー シグ・ゼーン氏より創業４０周年のお祝いメッセージ

ビッグアイランド・キャンディーズ創業 40 周年をお祝いするためのパッケージを依頼された
折、私は創業者のアラン・イカワ氏と彼の歩んで来た長い道のりを思い、文化的にも重要な竹を
描こうと、とっさに真っ直ぐに伸びた線を引きました。竹は長生き、繁盛、不屈の精神、順応性
の象徴であり、力強さ、純粋さ、そして幸運と成功をも表現しています。“理想のビジネスマン
像”としてのイカワ氏のコミュニティへの貢献は、同氏の謙虚さ、大志 、善意を体現していま
す。彼の尽力と功績に敬意を表します。Ola! (ハワイ語で“生きている。または命”という意味)



	
	

	
	

 
 

ビッグアイランド・キャンデーズ限定 40周年記念商品 
「40周年記念コメモレイト ティン」(写真左下) 

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) 
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(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) 

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) 
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(2) 

ミカ・ミント(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) 

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(1) 
合計 28 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) 

 
『アートフル セレブレーションズ』シリーズ 

 

 



	
	

	
	
 

「ジョイ オブ クリスマス チアーボックス」(写真左下) 
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) 

マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 
ミカ・ミント (2) 

マカデミアナッツ・トフィー (2) 
合計10個 

$11.25 (アラモアナ店価格) 
$10.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

 
「パープル ペンダント ボックス」(写真左中央上) 

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 (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 (3) 

ホワイトディップ・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) 
ココナッツ・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 (2) 
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 (2) 

レモン・ブラウニー (1) 
ミカ・ミント (4) 

マカデミアナッツ・トフィー (4) 
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) 

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 (1) 
合計 38個 

$37.50 (アラモアナ店価格) 
$35.50 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

 
 

『ホウ、ホウ、ホウ』シリーズ 
 

 
 

「サンタ セルフィ トール トート」(写真左上) 
マカデミアナッツ・ショートブレッド(6) 

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) 

「パーチ ボックス」 
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) 
「グリーン クリスマス パーチ ボックス」(写真中央上) 

または 
「レッド クリスマス パーチ ボックス」(写真中央下) 

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) 
 

「ピース ジョイ アンド ラブ トゥ ユー! チアー 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) 

マカデミアナッツ・ショートブレッド (3) 
ミカ・ミント (2) 

マカデミアナッツ・トフィー (2) 
合計 10 個 

$11.25 (アラモアナ店価格) 
$10.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格) 

	



マカデミアナッツ・トフィー (2)
合計 11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)

「ナットクラッカー アンド フェアリー チアー 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 (3)

マカデミアナッツ・ショートブレッド (3)
ミカ・ミント (2)

マカデミアナッツ・トフィー (2)
合計 10 個

$11.25 (アラモアナ店価格)
$10.00 (ヒロ本店／メールオーダー／カタログ／ウェブ価格)

「ピンク スノウフレーク シアーバッグ」(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(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


