株式会社 サクセス・ワールド

0120-37-3974

8432

おみやげ
ら
宅 配 便な

出発前にご注文、
ご希望日に自宅で受け取り
！
ご旅行に行かない国・地域のおみやげもご注文可能です！

STEP

1
STEP

2

※詳しくは巻末お申込みガイドを。

出発前に
お申し込み。

かんたん
出発前にカタログでゆっくりおみや
げ選び。電話、FAX 、郵送どれで
もOKです。

旅は身軽に
快適に。

らくらく
おみやげ選びの時 間も荷 物も軽
減！ 移動もらくらくでゆったり旅を楽
しんでください。
※税関申告の必要もありません。

STEP

3

あんしん

お受け取りは
ご自宅で。

ご希 望 の 住 所 、日時にお届けい
たします。お届け先 1カ所につき、
どこへでも梱包送料￥900（税込
の均一料金です。
￥972 ）
※お支払いは商品到着後のお振り込みで！
※詳しくは巻末のお申込みガイドをご覧ください。

初めてご利用の方でも、
安心・充実のサービス。
ご希望日にお届け。

安心のアフターサービス。

ご帰 国に合わせて指 定の住 所 、日
時にお届けいたします。帰国後の追
加購入もお気軽に。

お支払いは到着後。

商品の品質には万全を期しておりま
すが、配送中の破損などトラブルが
発 生した場 合は電 話 一 本で返 品・
交換をお受けいたします。また無料
で商品を引き取りにも伺います。

商 品の到 着を確 認いただいてから
お振込みください。

電話で何でも相談。
ご不明な点、
ご不安な点はお気軽に
お問い合わせください。

※「おみやげ宅配便（登録第 5476038 号）」はレッドホースコーポレーション
（株）
の登録商標です。
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お客様相談窓口

0120-37-3974
スマートフォン・ケータイ・IP 電話から

TEL. 03-5296-2100
※通話料金はお客様ご負担となります。

平 日／ 9：00～18：00
土曜日／ 10：00～14：00

※日曜・祝日・年末年始はお休みさせていただきます。

年間約64万人の
ご利用実績
※

※ 2017 年当社実績

「旅行を楽しめた」

Q.「おみやげ宅配便」
を利用して
旅行を楽しめましたか？

「利用してよかった」
お客様からたくさんの声を

その他

Q.海外旅行は何回目ですか？

1～2回

1～2回

9%

その他

いただきました !

9%

3～5回

3～5回
10回以上

26

98

%

6～9回

6～9回

20

%

45%

%

楽しめた！

98

10回以上

26%
45

%

楽しめた！

旅慣れた人ほど
使っている！

20

%

%

※おみやげ宅配サービス利用者対象
※ 2014 年当社調べ

VOICES
おみやげ選びに苦労せず、
時間を有効に使えました。

おみやげを差し上げた方に
とても喜んでいただきました。

今回は三姉妹での盛りだくさんな行程の旅行だっ

子供からお年寄りまで食べられるものを、渡す人の

たため、
“お土産は必要だけど時間はあるかしら？”

気持ちになって選んでいます。
「私は行けないけど

“チョコは買いたいけど暑さは大丈夫かしら？”
とい

あなたのおかげで行った気持ちになれた。ありがと

う心配から利用させていただきました。購入したチョ

う。」
と、
とても喜んでいただきました。海外旅行を

コレートとクッキーがとってもおいしくて、差し上げた

楽しむ時は必ず「おみやげ宅配便」
を利用しており

友人たちにも喜んでもらえました。

ます。

京都府 ペンネーム Ｍ・Ｓ・Ｍ様

箱物チョコ12箱は
スーツケースの重量の
心配がなく助かっています。

熊本県

石井様ご夫妻

おみやげは事前にすませて、
安心して旅行できました。
初めての旅行で、会社に買っていくおみやげが必

海外の旅で毎回注文させていただいています。多

要だったので利用しました。荷物が増えず、安心し

少価格は高くなっても、職場などに渡す時手軽でよ

て旅行できたのがよかったです。会社では忙しく、
お

いです。帰国後、
おみやげが足りなかった時も追加

菓子はさっと配りたいので個別包装を選ぶようにし

購入できて助かりました。

ています。
静岡県

匿名

大阪府

匿名

新婚旅行は手荷物を減らし
楽しもうと「おみやげ宅配便」を
利用しました。

お客様が「おみやげ宅配便」でお選びいただいた世界各国の

事前に注文しておいたので、旅先での買い物時間

品々を、帰国日に合わせて大切にお届けいたします。荷物や時

を短縮することができました。購入したバラエティ

間の心配をすることなく、
ゆっくりとご旅行をお

Enjoy your trip!

セットは一度に数種類のものが楽しめてよかったで

楽しみください。
これからもよりよい商品、サー

す。
ビールは持ち運びが大変ですが、宅配便はその

ビスをご提供できるよう努力してまいります。

手間が省けて助かりました。
兵庫県 ペンネームドラちゃん様

レッドホースコーポレーション株式会社

※「おみやげ宅配便（登録第 5476038 号）」はレッドホースコーポレーション
（株）
の登録商標です。
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おみやげ宅配便の
いいところ
1
2
い

いところ

い

いところ

ビン詰めのおみやげやガラス製の雑貨

機 内 持ち込みが 厳しく制 限されてい

日本への持ち込みが困難なトロピカル

なども、
ご自宅まで大切にお届けします。

る液 体 物も「 おみやげ 宅 配 便 」にお

フルーツなどの果物類も、
「おみやげ宅

まかせ！

配便」
ならOK！

ワレモ
ノ
心 配な も
し

生鮮食
品
大丈夫 も

液体物
心おき も
なく

いところ

4

い

いところ

5

い

いところ

6

い

ステーキ肉やジャーキーなどの 肉 製

温度にデリケートなチョコレート類も安

「 手荷物が重くて、超過料金を取られ

品も、
「おみやげ宅 配 便 」におまかせ

心。夏場はクール便にてお届けします。

そう… 」そんな不安や心配はもう無用

ください！

夏季クール

です！
クール
便
チョコ で
も
安心

肉製品
も
大丈夫

超過料
金
心配無 の
用
エコノミークラスでは、一
般的に機内預け入れ手
荷物が23kgを超えると
超過料金が発生します。
※詳しくは各航空会社
へお問い合せください。

法律により許可なく、肉、ハム、
ソー
セージなどの肉製品を日本へ持ち込
むことはできません。※詳しくは各航
空会社へお問い合せください。

おみやげ宅配便の

もっと

ご希望の方全員におみやげ袋を無料で差し上げます。ご希
望の方は、お申込書の記入欄に必要セット数をご記入になる
かお電話でスタッフにお申しつけください。

※別送品（
あらかじめ付いています。

マークの商品）
には、

いいところ
30cm

「お酒の箱がないと渡しづらい！」
と
の声にお応えして、当 社では洋 酒
専用箱をご用意しています。

（ミニ）
27
cm

36
cm

22.5
cm

45
cm

18cm

大切な方へのおみやげに世界的なポップアーティスト、
ピーター・マドックス氏デザインの
ギフトパックはいかがですか？

ビバラ ギフトパック（大）
12枚セット

ビバラ ギフトパック（小）
12枚セット

No.7773-9810

No.7773-9830

¥500

（税込 ¥540）

●約48
（持ち手下より42）
×35cm マチあり
●ポリエチレン●ビニール袋入り ●中国製

¥300

（税込 ¥324）

●約37
（持ち手下より31）
×28cm マチあり
●ポリエチレン ●ビニール袋入り ●中国製

※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。※お申し込みはお申込書の記入欄に希望数量をご記入ください。

3

いところ

3

い

※メーカーより
付属の場合はそ
の箱にてお届け
しております。

おしゃれなワイン
バッグ！ 手さげ袋で
持ち運びもらくらく
！

ワインバッグ 6袋セット
No.7773-9870

¥600

（税込 ¥648）

●約40×24cm
（持ち手高さ約15cm）
●不織布
（ポリエステル）
●ビニール袋入り ●中国製

ハワイアンスキンケア

人気商品がすぐ分かる！

おみやげ人気 No.1

限定商品

※ 2017 年度当カタログ実績

アイランドプリンセス
マカデミアナッツ
塩味
三角パック

1

NO.

マカデミア
ナッツ

1

NO.

チョコレート

10,12ページ

ハワイアンホースト

ラージマカデミア
デラックス
チョコレート

7,9ページ

おすすめの定番ギフト／
バラエティセット

（袋付）

ブランド特集
テング
ビーフジャーキー

1

NO.

スナック

19,30ページ

配れるお菓子／
キャラクター

パイナップル
ワイン

1

NO.

36ページ

（レイ付）

お酒

1

NO.

スキンケア

心配別おみやげ

ハネムーンギフト

フォーエバー
フローラルズ
ボディローション
5本セット

ホテルブランド
37ページ

ブランド特集
フラレフア
エコバッグ
（ネイビー）

1

NO.

雑貨

40ページ

リカー＆スナック

ハワイ島めぐり
文庫サイズ
３６ページ

バラエティセット
ご購入の方に朗報！

カフェ＆スイーツタイム

オリジナルフォトブックが作れる
無料クーポン券をプレゼント
！

トロピカルフルーツ＆ワイン

No.

2017年4月～12月の
当カタログの
売上実績です。

おすすめ

No.1

す
りや さ

で

1

売り上げ

配

カタログに登場するアイコンについて

おすすめ

商品担当者が
おすすめする
商品です。

「おみやげ宅配便」
が
日本国内で限定発売する
商品です。

スキンケア

ハワイアン雑貨

女性に喜ばれるハワイのスキンケアを集めました。

HAWAIIAN SKIN CARE
ハンドメイドの
あたたかさをお届け

可愛い
プチギフト。
マカデミアナッツとココナッ
ツのエキスを贅沢に使っ
た手作り石けんをセットに
しました。巾着は小物入
れやアクセサリー入れと
して多目的に使えます。

クラハーブス ソープ 〈プルメリア〉
2種4コセット
（ミニミニポーチ付）

〈パイナップル〉

No.7773-0001

¥4,000（税込 ¥4,320）

●1コ約28g ●2種 :プルメリア、パイナップル 各2コ
（ミニミニポーチ：2種4枚付き）●ソープ1コサイ
ズ約5×4×2cm ●ミニミニポーチサイズ約11.5×9cm
（ヒモ含まない）●ミニミニポーチ: 綿
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋なし）●ソープ :アメリカ製 ミニミニポーチ: 中国製
※ソープは手づくりのため、サイズが変更になる場合があります。

ハワイの香りを日替わりで。
マカデミアナッツ、ククイナッツのオイルを贅沢
に使ったボディローション。人気の３種類の香
りでお風呂上がりも楽しくなりそう。
ソープとセッ
トにするのもオススメです。

クラハーブス ローション
ミニ3本セット
No.7773-0002

¥3,900（税込 ¥4,212）

●1本65㎖ ●3種 :プルメリア、
ピカケ、ココナッツ 各1本
●1本サイズ約直径3×高さ11.5cm
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋なし）●アメリカ製

〈プルメリア〉〈ピカケ〉〈ココナッツ〉

ぷるっとうるおう唇マジック。

お花畑を閉じ込めたような
女子力アップできるギフト。

アーモンドオイル、ホホバオイル、
ビタミンE 配合で
しっとり潤うリップクリーム。お花を入れたリップク
リームは女性人気も絶大。持っているだけで気
分が上がるアイテムです。

ブロッサム リップクリーム 3本セット
No.7773-0003

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1本3g ●ピンク×2本、赤×1本 ●全長約7cm
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋なし）●中国製

可憐な女性に贈るギフト。
ネイルケアとリップケアができるギフト。人
気の香りをセットにしました。優雅なお花
の香りに癒されて、デイリーケアもきっと楽
しくなるはず。

ブロッサム
人気ギフトセット 3袋セット
No.7773-0004

¥7,000
（税込 ¥7,560）

●リップクリーム:1本3g ネイルケアオイル:1本27.3㎖
●リップクリーム、ネイルケアオイル 各1本 ●リップクリ
ーム : 全長約7cm ●ネイルケアオイル : 約3.5×5×
7.5cm ●袋サイズ約12×8×4.5cm（取っ手部分約
高さ4.5cm）●個別包装なし ●リップクリーム: 中国
製、ネイルケアオイル:アメリカ製

5

ハワイアン
スキンケア

上質な泡で甘く香るバスタイム。

限定商品

上品な香りで身体も心も
リラックス。

①

①アイランドバス＆ボディ
プルメリアソープ
No.7773-0005

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

泡持ちが良くビタミンE 配合で洗い上がりしっとり。プルメリアの可憐
な香りにバニラの程よい甘さや、ピカケの香りにジャスミンの程よい甘
さが上品。香りもちがよく芳香剤としても活躍しそうです。

¥950

（税込 ¥1,026）

●1コ70g ●1コサイズ約4.5×8×2cm ●中国製

②

¥950

バラエティセット

No.7773-0007

（税込 ¥1,026）

●1コ70g ●1コサイズ約4.5×8×2cm ●中国製

ブランド
特集

①

心配別
おみやげ

お風呂上がりの甘い
リラックスタイム。

しっとりなソープで洗い上げたら、なめらかなローショ
ンでお肌をととのえて。甘い香りでリラックスしながら
極上のスキンケア時間を楽しめる贅沢ギフトです。

No.7773-0006

¥4,000（税込 ¥4,320）

No.7773-0008

お肌が喜ぶソープ。
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○

ハワイ
島めぐり
〈プルメリア〉

バブルシャックハワイ
ノニソープ 3コセット
〈ガーデニア〉

〈パッション
パイナップル〉

〈プルメリア〉

No.7773-0011

〈ココナッツ〉

〈ノニ〉

¥4,900（税込 ¥5,292）

●1コ120g ●3種 :プルメリア、ココナッツ、
ノニ 各1コ
●1コサイズ約直径7.5×高さ2.5cm ●ビニール袋入り
（個別包装あり）●アメリカ製

37・38ページにもハワイのコスメを紹介しています！

6

スキンケア ハワイアン
雑貨

細胞の修復を補助したり、抗酸化作用
が期待できる成分ポリフェノールを多く
含むノニ。お肌を健やかに保ちたい方
にオススメの石けんです。

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

●1本59㎖ ●3種 :プルメリア、ガーデニア、パッションパイナ
ップル 各1本 ●1本サイズ約12×5.5×3.5cm
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋なし）●アメリカ製

南国の香りあふれる、
オーガニックスキンケア。

リカー＆
スナック

アロエベラをはじめ、ココ
ナッツ油 やシアバター配
合でカサつく手 元にも優
しいハンドクリーム。３種
の香りを楽しめるセットは
ハンドタオルと合わせて贈
るのもオススメです。

ブランド
特集

ハワイの香りで
手肌デイリーケア。

フォーエバーフローラルズ
ハンドクリーム 3本セット

¥3,900（税込 ¥4,212）

¥950（税込 ¥1,026）

●1本約59㎖
●1本サイズ約直径3.5×高さ9.5cm
●アメリカ製

魅惑の時間へと誘う、
トロピカルフレグランスの香り。

No.7773-0010

ホテル
ブランド

②アイランドバス & ボディ
ピカケジャスミンローション

●ローション、ソープ 各1コ ●ローション:59㎖、ソープ :70g ●ロ
ーション: 約直径3.5×高さ9.5cm ●ソープ : 約4.5×8×2cm ●袋
サイズ約16×12×8.5cm（取っ手部分約高さ8cm）●個別包装な
し ●ローション:アメリカ製、ソープ、紙袋 : 中国製

○○○○○○○○○○
○○○○○○○○

②

●1本約59㎖
●1本サイズ約直径3.5×高さ9.5cm
●アメリカ製

アイランドバス & ボディ
人気プルメリア 2袋セット
No.7773-0009

¥950（税込 ¥1,026）

ハネムーン
ギフト

①アイランドバス & ボディ
プルメリアローション

配れるお菓子／
キャラクター

ココナッツオイルとマカデミアナッツオイルが
お肌に潤いを与えてくれます。べたつかずな
じみのいいローションタイプはデイリーケアに
オススメです。

洗って潤すボディケアの贅沢ギフト。

おすすめの定番ギフト／

②アイランドバス & ボディ
ピカケジャスミンソープ

「おみやげ宅配便」ならではの

限定商品を集めました。

ハワイ

1

売り上げ

No.

大粒ホールナッツの
食べごたえ。
これぞ No.1です。

2017年
モンドセレクション
銀賞受賞

24箱で
¥6,180
お得！

人気 No.1には理由があります！
甘さ控えめのミルクチョコ

ハワイみやげの一般的なマカデミ
アナッツチョコレートより、ちょっと
多い21粒入りでお得。

お得！

6箱で
¥820

オリジナル
おみやげ袋

お得！

※1箱に1枚付いています。

ラージマカデミア デラックスチョコレート
（袋付）

9ページにも掲載

丸ごと大粒
ホールナッツ入り

24箱 No.7773-0012
12箱 No.7773-0013
6箱 No.7773-0014
1箱 No.7773-0015

ホールナッツは全体の約30％しか収穫で
きず、その中でも大粒ナッツは希少です。

●1箱226g
（21粒）●1箱サイズ約15×28×2cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

ほどよい甘さで、まろやかな味わ
いのミルクチョコレート。日本人
好みのおいしさです。

たっぷり21粒入り

12箱で
¥2,540

〈1箱あたり ¥1,313〉
〈1箱あたり ¥1,359〉
〈1箱あたり ¥1,434〉

¥31,500（税込 ¥34,020）
¥16,300（税込 ¥17,604）
¥8,600（税込 ¥9,288）
¥1,570（税込 ¥1,695）

日本 しっとりジューシーなチョコレート。
初上陸
しっとりと甘いドライパイ
ナップルを甘さ控えめな
チョコレートでコーティン
グ。チョコレートの風 味
とパイナップルのフルー
ティーさが 見 事 にマッ
チ。年 代 問わず愛され
る一品です。

品質を追求しているからこそ
の美味しさがここにある。
産地や食材の鮮度を厳選、高品
質なフルーツを使用した商品を作
り続けている日本でも馴染みのブ
ランド。人々に健康なライフスタ
イルを提供したいという企業理念
を掲げ、世界的にも有名。
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ドールプランテーション
パイナップルチョコレート 3箱セット
No.7773-0016

¥6,000（税込 ¥6,480）

●1箱227g
（18粒）●1箱サイズ約16×28×2.5cm
●アメリカ製《乳》 夏季クール

ハワイアン
スキンケア

ハワイで人気の
ビーントゥーバーチョコレート工房

裏面

まろやかで食 べやす
いミルクチョコレート
と、マノアチョコレート
の看板メニュー、焙煎
されたカカオニブとコ
ーヒー豆をバー全体に
トッピングしたブレック
ファーストをセットにし
ました。

マノア
チョコレート 2種4個セット
No.7773-0017
〈ブレックファーストバー〉

バラエティ豊かなショートブレッド。

心配別
おみやげ

ハワイの歴史あるベーカリー

〈オリジナル〉
〈オリジナル〉
〈チョコチップ〉

ホテル
ブランド

口当たりがよく甘すぎ
ないクッキーはハワイ
の 定 番。ご 家 族 みん
なで楽しめるバラエテ
ィ豊かな味わいです。

マカデミアナッツの香りがふんわりと香ばしいクッキー。甘すぎ
ずサクッとした食感を楽しむことができます。

ダイヤモンドベーカリー
ハワイアンショートブレッド 3種6箱セット
No.7773-0019

¥3,900（税込 ¥4,212）

¥4,900（税込 ¥5,292）

●1箱125g
（1袋1枚×12袋）
●3種 :オリジナル、チョコチップ、コナコーヒー 各2箱
●1箱サイズ約13.5×11.5×4.5cm ●アメリカ製《乳・小麦》

●1箱113g
（1袋1枚×10袋）●3種 :オリジナル、
リリコイ、タロ 各1箱
●1箱サイズ約15×10.5×5.5cm ●アメリカ製《乳・小麦》

ブランド
特集

ダイヤモンドベーカリー
マカデミアナッツショートブレッド 3種セット

リカー＆
スナック

ワイワイできる
楽しいクラッカー。

〈コナコーヒー〉

ハネムーン
ギフト

〈リリコイ〉

〈タロ〉

No.7773-0018

配れるお菓子／
キャラクター

クラッカーやクッキーのハワイ大手
のメーカーとして９６年以上ハワイで
愛されるブランド。こだわり抜いた純
粋な原料を使用し、伝統のレシピに
基づき作られた品々は巨大な生産
量にも関わらず、選別はすべて手作
業で行われます。

ブランド
特集

サクッと風味豊か。

バラエティセット

〈ミルクチョコレート〉

¥5,890（税込 ¥6,361）

●1個50g ●2種 :ミルクチョコレート（50%カカオ）
、
ブレック
ファーストバー 各2個 ●1個サイズ約16×9×1cm ●簡易
夏季クール
セット箱入り ●アメリカ製《乳》

おすすめの定番ギフト／

オアフ島のカイルアタウンで、世界
中から集めた良質なカカオを使用し
たチョコレートを製造。豆からチョコ
レートになるまでの全行程を手作業
で丁寧に行っています。

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

カカオ
コーヒ ニブと
ー豆
ぎっし が
り！

限定商品

香り高 いチョコレートを
ちょっとずつ。

サクッとおいしい
ブレイクタイム。

ハワイ
島めぐり
トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

〈オリジナル〉

〈チョコレート味〉

〈1セット9袋入り〉

ダイヤモンドベーカリー ハワイアンシーアニマル 2種9袋セット
No.7773-0020

¥2,900（税込 ¥3,132）

●1袋23g
（約6枚）●2種 :オリジナル×5袋、チョコレート味×4袋 ●1袋サイズ約15×12×1.5cm
●セット箱サイズ約24.5×11.5×11cm ●セット箱入り ●アメリカ製《乳・小麦》
※グラム計量のため、枚数が異なる場合があります。

サクッとした食感のクラッカー。
クッキーのように食べやすく、程
よい甘さ。配りやすいミニサイ
ズ入りなので、大人数へのばら
まきみやげに最適です。

〈1セット24袋入り〉

ダイヤモンドベーカリー クラッカー 24袋セット
No.7773-0021

¥4,900（税込 ¥5,292）

●1袋18.7g
（2枚入り）●1袋サイズ約8×11×1cm ●セット箱サイズ約24.5×11.5×11cm
●セット箱入り ●アメリカ製 《乳・小麦》
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スキンケア ハワイアン
雑貨

クセがなくサクッと軽い食感で２種
類の味が楽しめるクッキー。小さ
めサイズなのでお子様のおやつ
にも、ご家族の団らんにもオスス
メのクラッカーです。

大粒ホールナッツの食べごたえ。これぞ No.1 です。

ISLAND PRINCESS
アイランドプリンセス

アイランドプリンセス社からの
メッセージ
自社農園で栽培したマカデミアナッツの中でも大粒
を選りすぐり、
プレミアム感たっぷりのギフトをつくりま
した。希少なためハワイのおみやげにはほとんど出
荷できない、大粒ナッツを使ったチョコレートを
「おみ
やげ宅配便」
をご利用のお客様へ特別にご提供しま
す。
きっと満足していただけると確信しています。

10年連続

1

アイランドプリンセス社
工場長 ジェリー・カルーア

自社農園で栽培したこだわりナッツと、
ミルクチョコレートとの相性は自慢の組み合わせ。
モンドセレクション受賞商品です。

売り上げ

No.

2017年
モンドセレクション
銀賞受賞

おかげさまで販売箱数

165万箱突破

※2008年4月〜2017年12月の
当カタログ売上実績です。

お

み

やげ

VOICE

ハワイらしいパッケージが気に入り
ました。職場へのおみやげとして購
入しましたが、
おいしいと評判でした。
（30代／男性）
ラージマカデミアデラックス
チョコは、粒数も十分で食
べやすかったです。

（20代／男性）

人気 No.1には理由があります！
丸ごと大粒ホールナッツ入り

24箱で
¥6,180
お得！

12箱で
¥2,540
お得！

ラージマカデミア デラックスチョコレート
（袋付）

24箱 No.7773-0022
12箱 No.7773-0023
6箱 No.7773-0024
1箱 No.7773-0025

お得！

7ページにも掲載

¥31,500（税込 ¥34,020）
¥16,300（税込 ¥17,604）
〈1箱あたり ¥1,434〉 ¥8,600
（税込 ¥9,288）
¥1,570（税込 ¥1,695）
〈1箱あたり ¥1,313〉
〈1箱あたり ¥1,359〉

●1箱226g
（21粒）●1箱サイズ約15×28×2cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。
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6箱で
¥820

理由
ホールナッツは全体の約30％しか収穫できず、その中でも
1
大粒ナッツは希少です。

たっぷり21粒入り

理由
ハワイみやげの一般的なマカデミアナッツチョコレート
2
より、ちょっと多い21粒入りでお得。

甘さ控えめのミルクチョコ

理由
ほどよい甘さで、
まろやかな味わいのミルク
3

チョコレート。日本人好みのおいしさです。
丸ごと大粒ナッツ

理由 オリジナルおみやげ袋付き
アイランドプリンセスの特製袋が付いて、贈り物にもピッタリ
！
4

※1箱に1枚付いています。

ハワイアン
スキンケア
限定商品

も
私たち す。
きで
好
大

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

み

バラエティセット

ブランド
特集

お

VOICE

甘すぎずおいしかった。海外のチョコは甘すぎ
るものが多いので。
（30代／女性）

心配別
おみやげ

豪華で落ち着いたパッケージが好き
です。大粒ナッツが何ともいえない
よい感じで、幸せいっぱい口の中に
広がります。
（60代／女性）

配れるお菓子／
キャラクター

あまり甘くなく、ほどよい甘さであ
るし、ホールナッツ使用の点もうれ
しい。おみやげ（特に大人への）
には適当だと思います。上品な味
でした。
（60代／女性）

ハネムーン
ギフト

ハワイ

2

ホテル
ブランド

売り上げ

ハワイのお手軽みやげ。おいしさそのままの丸ごと大粒ナッツを使ったチョコレート
ギフトは、配るのにぴったり。

ブランド
特集

No.

丸ごと大粒ナッツ

ハワイ ミニマカデミアナッツチョコレート
No.7773-0026

〈1箱あたり ¥996〉

No.7773-0027

〈1箱あたり ¥1,025〉

No.7773-0028

¥23,900（税込 ¥25,812）
¥12,300（税込 ¥13,284）
¥1,100（税込 ¥1,188）

●1箱113g
（9粒）●1箱サイズ約14×15×2cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

お得！

40パックで
¥440

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

お得！

マカデミアナッツ

売り上げ

No.

マカデミアナッツ塩味 三角パック

12ページにも掲載

40パック No.7773-0029
¥7,560（税込 ¥8,164）
20パック No.7773-0030 〈1パックあたり ¥200〉 ¥4,000（税込 ¥4,320）
〈1パックあたり ¥189〉

●1パック17g ●1パックサイズ約7.5×6×5.5cm ●セット箱サイズ約23×13.5×7.5cm
●アメリカ製 ※40パックは1セット20パックを2セットでお届けします。

〈1セット
20パック入り〉
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スキンケア ハワイアン
雑貨

1

お得！

12箱で
¥900

ハワイ
島めぐり

ハワイ

シンプルなおいしさを
プチギフトに。

24箱で
¥2,500

リカー＆
スナック

24箱
12箱
1箱

おすすめの定番ギフト／

高級感ある箱入り！9粒サイズもいいね。

やげ

白いストライプがきれいなこだわりの
ナッツチョコ。

12箱で
¥1,200
お得！

マカデミアナッツ

人気のマカデミアナッツチョコをホワイトストライプでデコレーションしました。
味わいも、見た目もこだわったおすすめのチョコギフトです！

アイランドプリンセス マカデミアナッツチョコレート

12箱
1箱

No.7773-0031

〈1箱あたり ¥1,050〉

No.7773-0032

¥12,600（税込 ¥13,608）
¥1,150（税込 ¥1,242）

●1箱170g
（15粒）●1箱サイズ約15×27×2cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

PopCorn

サクッと嬉しい
食べきりサイズ。

ポップコーン

サクサク食感がたまらない！
大ヒットの人気スナック。

アメリカNo.1に選出されたことも
あるキャラメルポップコーンが食
べやすいサイズになりました。程
よい甘さでついつい手が伸びる
一品です。
キャラメルコーティング
マカデミアナッツ

キャラメルコーティング
マカデミアナッツ

キャラメルコーティング
ポップコーン

キャラメルコーティング
ポップコーン

6箱で
¥380
お得！

ハワイ マカデミアキャラメルポップコーン

6箱 No.7773-0034
1箱 No.7773-0035

〈1箱あたり ¥917〉

¥5,500（税込 ¥5,940）
¥980（税込 ¥1,058）

お

●1箱70g ●1箱サイズ約18.5×11×マチ4cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

み

や

げ VOICE

食べき
り
サイズ

キャラメルとチョコの
おいしいコンビネーション。

ナッツが入って珍しかった
ので家族で楽しむように
注文。
アメリカっぽくて子
供にも好評でした。

（40代／女性）

6袋で
¥290
お得！

甘いキャラメルコーティングと、マカデミアナッツの歯ざわりがおいしい。
専門誌でアメリカNo.1キャラメルポップコーンに選出されたことも。

アイランドプリンセス
マカデミアナッツポップコーンクランチジャー
No.7773-0033

¥1,980（税込 ¥2,138）

●1個340g ●1個サイズ約直径12.5×高さ15cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
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軽い食感のポップコーンに濃厚な甘さのキャラ
メルと、チョコをコーティング。バラまきにちょうど
いいサイズの袋入りです。

キャラメルチョコレートポップコーン

6袋 No.7773-0036
3袋 No.7773-0037

〈1袋あたり ¥532〉
〈1袋あたり ¥580〉

¥3,190（税込 ¥3,445）
¥1,740（税込 ¥1,879）

●1袋56g ●1袋サイズ約17.5×12.5×3.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

ハワイアン
スキンケア

セット
販売商品

た

おすすめ

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

2つの味が楽しめる、
マカデミアナッツ。

限定商品

フレッシュな香ばしさが自慢、100％ハワイ産ナッツ。

ん配れ
くさ

て

Macadamia Nuts
シンプルなおいしさを
プチギフトに。

1袋あたり
¥649
（税抜）

バラエティセット

ブランド
特集
心配別
おみやげ

〈1セット20パック入り〉

シンプルな塩味でとまら
ないおいしさ。少しずつ
入ったプチサイズなの
で、お酒のおつまみにも
手軽に楽しめます。
マウイオニオン

No.7773-0038

¥5,189（税込 ¥5,604）

マカデミアナッツ塩味 三角パック

40パック No.7773-0039
20パック No.7773-0040

10ページにも掲載

〈1パックあたり
¥189〉

〈1パックあたり
¥200〉

お得！

¥7,560（税込 ¥8,164）
¥4,000（税込 ¥4,320）

三角パックがかわいい、
手軽に配れるミニサイズ。

2粒ずつ、ハワイ柄が楽しい
小袋に入れました。

おすすめ

ブランド
特集

ん配れ
くさ

て

た

●1パック17g ●1パックサイズ約7.5×6×5.5cm ●セット箱サイズ約23×13.5×7.5cm
●アメリカ製 ※40パックは1セット20パックを2セットでお届けします。

ホテル
ブランド

●1袋70g ●2種：塩、マウイオニオン 各4袋 ●1袋サイズ約17×11.5cm ●アメリカ製

リカー＆
スナック

定番のマカデミアナ
ッツチョコをかわい
い三角パックに詰め
ました。みんなに気
軽に配れるミニサイ
ズです。

ハワイ
島めぐり

マカデミアナッツ

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

セット
販売商品

1袋あたり
¥280
（税抜）

お得！

マカデミアナッツチョコ 三角パック
〈1パックあたり ¥200〉
〈1パックあたり ¥220〉

¥7,980（税込 ¥8,618）
¥4,400（税込 ¥4,752）

●1パック17g ●1パックサイズ約7.5×6×5.5cm ●セット箱サイズ約23×13.5×7.5cm
●アメリカ製《乳》 夏季クール ※40パックは1セット20パックを2セットでお届けします。

〈1セット18袋入り〉

まるで太陽の陽射しのよう。
鮮やかな黄色い袋に入ったマカデミアナッツチョコレート。

ハワイ マカデミアナッツチョコレート ミニ 18袋セット
No.7773-0043

¥5,040（税込 ¥5,443）

●1袋18.5g
（2粒）●1袋サイズ約7×14×2cm ●セット箱サイズ約29×14.5×9ｃｍ
●アメリカ製《乳》 夏季クール
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スキンケア ハワイアン
雑貨

40パックで
¥820

〈1セット20パック入り〉

40パック No.7773-0041
20パック No.7773-0042

ハネムーン
ギフト

アイランドプリンセス マカデミアナッツ アソート 2種8袋セット

40パックで
¥440

配れるお菓子／
キャラクター

シンプルな塩味とスパイシーな
オニオンフレーバーをセットにしました。

おすすめの定番ギフト／

塩

ハワイで最も有名なブランド
“ハワイアンホースト”。ハワイを訪れたことがある人ならもちろんのこと、
そうでない人も、
ハワイアンホーストの商品を口にしたことがきっとあるはず！

HAWAIIAN HOST
ハワイアンホースト

お

み

やげ

VOICE

ハワイアンホーストは昔からいつも変わ
らぬ味で、ハワイのおみやげとして安心
して購入できます。
（80代／男性）
チョコの味はもちろん、パッ
ケージがゴールドでかっこよ
かったです。とても満足して
います。 （50代／女性）

ハワイで最も有名なブランド
“ハ
ワイアンホースト”
。ハワイを訪れ
たことがある人ならもちろんのこ
と、そうでない人も、ハワイアン
ホーストの商品を口にしたことが
きっとあるはず！ 2002年には、
ハワイの発展と向上に貢献した
企業に贈られる最高の功労賞
「Maile Award」
を受賞。その
功績は世界が認めるものです。

復刻版ロゴと、高級感漂う
ゴールドパッケージが好評。
キラキラのパッケージが美しい、ハワイアン
ホースト自慢のマカデミアナッツチョコレート
は輝く思い出とともに贈りたい。ひと粒が大
きく、チョコレートのミルク感が味わえます。

現在は使われていない
復刻ブランドロゴが希少

高級感あふれる、輝くパッ
ケージに惹かれました。事
前に手配をしておいたの
で、おみやげの心配をせ
ず、旅行を満喫することが
できました。
（40代／女性）

ハワイアンホースト社社長
キース・サカモト
Keith M . Sakamoto
(President)

どちらから食べても
ナッツと出会える

ハワイアンホースト
ゴールドクラシック マカデミアナッツチョコレート

6箱 No.7773-0044
1箱 No.7773-0045

〈1箱あたり￥2,097〉

¥12,580（税込 ¥13,586）
¥2,180（税込 ¥2,354）

6箱で
¥500

やげらし

で
さ

おみ

●1箱226g
（16粒）●1箱サイズ約15.5×27.5×2.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

おすすめ

この大きさとテイストが、
ハワイアンホーストの定番。

お得！

マカデミアナッツのおいしさ、バラエティ豊かに。

12箱で
¥1,260
お得！

ミルク
マカデミアナッツ
チョコレート

ホワイト
マカデミアナッツ
チョコレート

ダーク
マカデミアナッツ
チョコレート

ハニーコーテッ
ド
マカデミアナッツ
チョコレート

6箱で
¥480
お得！

人気定番ブランドのマカデミアナッツチョコだからこそ、
ハワイギフトにぴったり
！

ハワイアンホースト マカデミアナッツチョコレート

12箱 No.7773-0046
6箱 No.7773-0047
1箱 No.7773-0048

〈1箱あたり ¥1,275〉
〈1箱あたり ¥1,300〉

¥15,300（税込 ¥16,524）
¥7,800（税込 ¥8,424）
¥1,380（税込 ¥1,490）

●1箱142g
（14粒）●1箱サイズ約15.5×27.5×2.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
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上品なパッケージに4種の味をぜいたくに詰め合わせ。香ばしいナッツ
と多彩なチョコのハーモニーをお楽しみください。

ハワイアンホースト アソートチョコレート
No.7773-0049

¥2,197（税込 ¥2,372）

●1箱198g
（16粒）●1箱サイズ約15.5×27.5×2.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

ハワイアン
スキンケア
限定商品

９粒入
り
ちょっ で
と
嬉しい
！

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

ハワイアンホースト マカデミアナッツ
ホワイトチョコレート 3箱セット

ハワイアンホースト マカデミアナッツ
クランチチョコレート 6箱セット

ハワイアンホースト マカデミアナッツ
チョコレート TIKI 5箱セット

No.7773-0050

No.7773-0051

No.7773-0052

¥3,295（税込 ¥3,558）

●1箱99g
（9粒）●1箱サイズ約13.5×16×2.5cm
●アメリカ製《乳》 夏季クール

¥5,132（税込 ¥5,542）

¥2,745（税込 ¥2,964）

●1箱56ｇ
（4粒）●1箱サイズ約8×14.5×2.5ｃｍ
●アメリカ製《乳》 夏季クール

●1箱85ｇ
（9粒）●1箱サイズ約13.5×16×2.5ｃｍ
●アメリカ製《乳》夏季クール

心配別
おみやげ

４つの味を楽しめるアソート。
好みに合わせて配っても。

ブランド
特集

大 粒ナッツのマカチョコ
を定番 TIKI パッケージ
に4粒 ず つ 入 れました。
おすそわけにぴったりの
ナッツ
お手軽サイズです。

バラエティセット

ライスクリスプとクラ
ンチナッツ入りのマ
カデミアナッツチョ
コ。サクサク香ばし
い、ぜいたくなおい
しさです。

おすすめの定番ギフト／

香ばしいナッツ丸ごとひ
と粒をクリーミーなホワイ
トチョコで包んだおいし
さ。チョコ＆ナッツの絶
妙なバランスの味をお
楽しみください。

コーヒーとナッツの、
絶妙なコンビネーション。

配れるお菓子／
キャラクター

ハネムーン
ギフト

コナコーヒー
グレイズ

ハワイアンホースト
マカデミアナッツクッキー 6箱セット

¥4,378（税込 ¥4,728）

シンプルな塩味をはじめ、コナコーヒー、ハニーな
ど4種類の味をセット。どれも食べだしたらとまら
ないおいしさ！

マカデミアナッツ アソート 4種セット

コナコーヒーグレイズ
マカデミアナッツ

No.7773-0054

No.7773-0055

¥5,370（税込 ¥5,799）

●1袋127g ●4種：塩、コナコーヒーグレイズ、ハニー、マウイ
オニオン&ガーリック 各1袋 ●1袋サイズ約5×10×19.5ｃｍ
●アメリカ製《乳》 夏季クール

●1箱85g
（約28枚）●1箱サイズ約7×14×7cm
●アメリカ製《卵・小麦》
※グラム計量のため枚数は異なる場合があります。

①

¥1,343（税込 ¥1,450）

●1袋127ｇ ●1袋サイズ約5×10×19.5ｃｍ
●アメリカ製《乳》夏季クール

ハワイ
島めぐり

これでハワイみやげはパーフェクト。

れ
あ れこ …
ら
た
っ
迷

コナコーヒーキャンディでコーティングされた、マ
カデミアナッツ。コーヒーのほろ苦さとの絶妙なバ
ランスを楽しんで。

7種47点 約9kg

￥68,704

②

No.7773-0056
③

⑤

④

夏季クール
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スキンケア ハワイアン
雑貨

⑥

¥68,704（税込 ¥74,200）

①ハワイアンホースト マカデミアナッツ クランチチョコレート
170ｇ
（18粒）
×8箱／アメリカ製《乳》
②ハワイアンホースト ゴールドクラシック マカデミアナッツ
チョコレート 226g
（16粒）
×8箱／アメリカ製《乳》
③ハワイアンホースト チョコチップクッキーバッグ
85g
（約28枚）
×6袋／アメリカ製《卵・乳・小麦》
※グラム計量のため枚数は異なる場合があります。
④マカデミアナッツ 塩味 127g×6袋／アメリカ製
⑤ハワイアンホースト マカデミアナッツホワイトチョコレート
99g
（9粒）
×5箱／アメリカ製《乳》
⑥ハワイアンホースト マカデミアナッツクッキー
85g
（約28枚）
×6箱／アメリカ製《卵・小麦》
※グラム計量のため枚数は異なる場合があります。
⑦ハワイアンホーストドライマンゴーチョコレート
120g
（1袋1枚入り×12袋）
×8パック／フィリピン製

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

ハワイアンホースト バラエティ

⑦

リカー＆
スナック

No.7773-0053

マウイオニオン
＆ガーリック

ハニー

ブランド
特集

砕いたマカデミアナッツを使い、食べやすいひとく
ちサイズにサクッと香ばしく焼き上げました。ブレ
イクタイムにどうぞ。

ホテル
ブランド

塩

配りやすくて食べやすい！

おすすめの定番ギフト。
ハワイ

クッキー

1

売り上げ

No.

ひとくち食べれば、南国の味が広がります。
パイナップルクッキーにチョコレートを
ハーフコーティング。南国の味がふ
わっとお口いっぱいに広がります。

24箱で
¥4,980

お

お得！

み

や

12箱で
¥1,500
お得！

配りやすい
個別包装

6箱で
¥460
お得！

ハワイ パイナップルチョコレートクッキー

げ VOICE

24箱
12箱
6箱
1箱

チョコでコーティングされない部分
にパイナップルの味がして2つの
味が楽しめます。コナコーヒーのブ
ラックと一緒に味わえば最高です。

（70代／男性）

No.7773-0057

〈1箱あたり ¥1,083〉

No.7773-0058

〈1箱あたり ¥1,165〉

¥25,980（税込 ¥28,058）
¥13,980（税込 ¥15,098）
No.7773-0059 〈1箱あたり ¥1,214〉 ¥7,280（税込 ¥7,862）
No.7773-0060
¥1,290（税込 ¥1,393）

●1箱215ｇ
（1袋1枚入り×16袋）●1箱サイズ約22.5×25×3cm
●マレーシア製《卵・乳・小麦》 夏季クール

軽やかなおいしさは、ブレイクタイムに◎。
配りやすい
個別包装

繊細なウエハースをまろやかなチョコレートで包んだ
上品な味わいで、
きっとどなたにも喜んでもらえるはず。

24箱で
¥4,900
お得！

ハワイ チョコウエハース

24箱
12箱
6箱
1箱

No.7773-0061

12箱で
¥1,900
お得！

6箱で
¥500
お得！

¥29,900（税込 ¥32,292）
No.7773-0062
¥15,500（税込 ¥16,740）
No.7773-0063 〈1箱あたり ¥1,367〉 ¥8,200（税込 ¥8,856）
No.7773-0064
¥1,450（税込 ¥1,566）
〈1箱あたり ¥1,246〉
〈1箱あたり ¥1,292〉

●1箱115g
（1袋1個入り×18袋）●1箱サイズ約16.5×27.5×3cm ●スイス製
《卵・乳・小麦》 夏季クール

ん配れ
くさ

1箱でみんなに
配れちゃう！

たっぷり30粒入りのビッグサイズ。

たっぷり
36パック入り

て

た

バラエティ豊かなおいしさ、おすそわけ。
おすすめ

大粒
丸ごとナッツ

塩

マカデミアナッツ
チョコレート

オニオンガーリック

シンプルな塩味、風味豊かなオニオンガーリック、程よい甘さのマ
カチョコの3種。かわいいミニパックで手軽に配れます。

マウナロア マカデミアトリオ
No.7773-0065

21ページにも掲載

¥6,700（税込 ¥7,236）

●1箱544g（36パック）●3種：塩（14g）
､オニオンガーリック（14g）
、マカデミアナッツチョコレート（17g）各12
パック ●1パックサイズ約8×6×6cm ●セット箱サイズ約22.5×22.5×12cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
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職場で大勢の人に配ってもOK な、ど～んと
30粒入り。もちろんひとり占めしても
！
？

3箱で
¥400

ハワイ ビッグサイズ マカデミアナッツチョコレート

3箱 No.7773-0066
1箱 No.7773-0067

〈1箱あたり￥2,467〉

お得！

¥7,400（税込 ¥7,992）
¥2,600（税込 ¥2,808）

●1箱340g
（30粒）●1箱サイズ約27×23×2.5cm ●アメリカ製《乳》夏季クール

ハワイアン
スキンケア

8種41点 約5kg

￥29,980

バラエティセットを1セットご購入につき1枚、

「オリジナルフォトブック」 ※作成例
無料クーポン券
※無料クーポン券は
ご注文商品に同梱
プレゼント！
してお届けします。

セットで

¥1,450

お手軽価格のセット。
ご近所の方やお友だちに！

お得！

①

④

⑤

お得！

①

⑩

②

ハワイ 人気バラエティ

⑨

お得！

①
②

⑪

No.7773-0070
③

⑩

⑧

⑥

⑤

④

¥59,980

（税込 ¥64,778）
（通常価格 ¥65,599）

①ハワイ パイナップルチョコレートクッキー
215g
（1袋1枚入り×16袋）
×7箱／マレーシア製
②ラージマカデミア デラックスチョコレート
（袋付）
226g
（21粒）
×5箱
（おみやげ袋5枚付き）
／アメリカ製
③アイランドプリンセス マカデミアナッツチョコレート 170g
（15粒）
×4箱／アメリカ製
④ハニーローストピーナッツ 226g×4缶／アメリカ製
⑤アイランドプリンセス マカデミアナッツ アソート2種
70g×8袋
（2種：塩、マウイオニオン 各4袋）
／アメリカ製
⑥マカデミアナッツ塩味 三角パック 17g×20パック／アメリカ製
⑦ハワイミニマカデミアナッツチョコレート 113g
（9粒）
×4箱／アメリカ製
⑧テング ビーフジャーキー
（2oz） 56.7g×3袋／ウルグアイ製
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。
⑨ハワイ イルカミニミルクチョコレート 49g
（4粒）
×6箱／アメリカ製
⑩マルバティ100%コナコーヒーインスタントスティック
20.4g
（1.7g×12スティック）
×3箱／アメリカ製
⑪ハワイ チョコウエハース 115g
（1袋1個入り×18袋）
×4箱／スイス製
⑫ハワイアンホースト マカデミアナッツチョコレート 142g
（14粒）
×7箱／アメリカ製
夏季クール 《卵・乳・小麦・落花生》
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スキンケア ハワイアン
雑貨

⑦

⑨

無料クーポン券付き！

ハワイ たっぷりバラエティ

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

⑫

オリジナル
フォトブック

ハワイ
島めぐり

とにかく数が必要な方に。
ハネムーナーにもおすすめ!!

セットで

¥5,619

リカー＆
スナック

⑤

ブランド
特集

④

￥59,980

¥39,980

（税込 ¥43,178）
（通常価格 ¥43,199）

①ハワイ パイナップルチョコレートクッキー
215g
（1袋1枚入り×16袋）
×4箱／マレーシア製
②アイランドプリンセス マカデミアナッツチョコレート 170g
（15粒）
×3箱／アメリカ製
③ラージマカデミア デラックスチョコレート
（袋付）
226g
（21粒）
×3箱
（おみやげ袋3枚付き）
／アメリカ製
④ハニーローストピーナッツ 226g×3缶／アメリカ製
⑤アイランドプリンセス マカデミアナッツ アソート2種
70g×8袋
（2種：塩、マウイオニオン 各4袋）
／アメリカ製
⑥ハワイミニマカデミアナッツチョコレート 113g
（9粒）
×4箱／アメリカ製
⑦テング ビーフジャーキー
（2oz） 56.7g×3袋／ウルグアイ製
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。
⑧キャラメルチョコレートポップコーン 56g×3袋／アメリカ製
⑨ハワイ チョコウエハース 115g
（1袋1個入り×18袋）
×4箱／スイス製
⑩ハワイアンホースト マカデミアナッツチョコレート 142g
（14粒）
×5箱／アメリカ製
夏季クール 《卵・乳・小麦・落花生》

⑥

12種75点 約10kg

無料クーポン券付き！

ホテル
ブランド

No.7773-0069
③

⑦

オリジナル
フォトブック

ハネムーン
ギフト

ボリューム満点のお買い得セット。
職場のみんなにもおすそわけ！

セットで

¥3,219

⑧

配れるお菓子／
キャラクター

￥39,980

心配別
おみやげ

③

ブランド
特集

①ハワイ パイナップルチョコレートクッキー
215g
（1袋1枚入り×16袋）
×4箱／マレーシア製
②ラージマカデミア デラックスチョコレート
（袋付）
226g
（21粒）
×3箱
（おみやげ袋3枚付き）
／アメリカ製
③ハニーローストピーナッツ 226g×2缶／アメリカ製
④マカデミアナッツ塩味 三角パック 17g×20パック／アメリカ製
⑤ハワイ イルカマカデミアナッツチョコレート 193ｇ
（16粒）
×2箱／アメリカ製
⑥ハワイミニマカデミアナッツチョコレート 113g
（9粒）
×3箱／アメリカ製
⑦ハワイ チョコウエハース 115g
（1袋1個入り×18袋）
×2箱／スイス製
⑧ハワイアンホースト マカデミアナッツチョコレート 142g
（14粒）
×5箱／アメリカ製
夏季クール 《卵・乳・小麦・落花生》

⑥
⑦

¥29,980

（税込 ¥32,378）
（通常価格 ¥31,430）

バラエティセット

無料クーポン券付き！

ハワイ お手頃バラエティ
No.7773-0068

オリジナル
フォトブック

おすすめの定番ギフト／

②

⑧

10種40点 約7kg

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

VARIETY SET

PR E S E N T !

限定商品

ら誰に
これな ◎！
も
贈って

お得に配るなら、
定番商品のセットがおすすめ！

定番のハワイブランドおみやげ。

HAWAIIAN BR AND
塩味とスパムの風味が
ベストマッチング。

人々を魅了する、
自然豊かな地元産ナッツ。

ハワイ産マカデミアナッツとホーメル社の
スパムがコラボレーション。スパムフレー
バーの旨みがあと引くおいしさです。

ナッツ本来のおいしさが引き立つ
シンプルな塩味。

ハマクア マカデミアナッツ スパムナッツ

6缶 No.7773-0073〈1￥缶あたり
（税込 ¥9,720）
1,500〉 ¥9,000
1缶 No.7773-0074
¥1,600（税込 ¥1,728）
●1缶128g ●1缶サイズ約直径7×高さ9ｃｍ ●アメリカ製

6缶で
¥600
お得！

南国の風が伝わるおしゃれな
ギフト箱入り。
マカデミアナッツ本
来のおいしさを味わ
うなら、やっぱりシン
プルな塩味。缶入り
で保存にも便利。

6缶で
¥600

ハマクア
マカデミアナッツ 塩味

お得！

6缶 No.7773-0071
1缶 No.7773-0072

〈1缶あたり ¥1,500〉

¥9,000（税込 ¥9,720）
¥1,600（税込 ¥1,728）

●1缶128ｇ ●1缶サイズ約直径7×高さ9cm ●アメリカ製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

〈ハニーロースト〉

〈オニオンガーリック〉

マウナロア マカデミアナッツアソート
31ページにも掲載
3種セット

¥4,700（税込 ¥5,076）

塩

〈ギフト箱入り〉

オニオン
ガーリック

〈ギフト箱入り〉

〈1セット
24パック入り〉

マウナロア マカデミアナッツ
ハニー 24パックセット

¥4,900（税込 ¥5,292）

〈1パックあたり
¥1,334〉

手頃なサイズで配りやすい
ガーリック味。

3パックで
¥50
お得！

マウナロア アソート 3種バラエティパック

3パック No.7773-0078
1パック No.7773-0079

¥9,000（税込 ¥9,720）

●1缶128ｇ ●5種：アイランドオニオン、ワサビ、チリペッパー、
ハニーマスタード 各１缶、塩味：2缶 ●1缶サイズ約直径7×高
さ9ｃｍ ●ギフト箱サイズ約19×22×7ｃｍ ●アメリカ製 《乳》
※輸入時期によりギフト箱のパッケージデザインが変更になる
場合があります。

●1パック14g ●1パックサイズ約8×6×6cm
●セット箱サイズ約23×14×7.5cm ●アメリカ製

バラエティ豊かな味を少しずつおすそわけ。

¥4,000（税込 ¥4,320）
¥1,350（税込 ¥1,458）

●1パック98g ●3種 : 塩味×3袋、オニオンガーリック、ハニー 各2袋
●1パックサイズ約22.5×17.5×5cm ●アメリカ製
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No.7773-0075

〈塩味〉

No.7773-0077

●1缶127g ●3種：塩、ハニーロースト、オニオンガーリック 各1缶
●1缶サイズ約直径7×高さ9.5cm
●セット箱サイズ約7.5×22×10cm ●アメリカ製

ハニー

〈チリペッパー〉〈ハニーマスタード〉

ハマクア マカデミアナッツ
アソートギフトセット

カリカリと香ばしいマ
カデミアナッツを、ほん
のり甘くハニーコーテ
ィング。おや つにも、
おつまみにも◎のとま
らない味。

人気フレーバー3種を
ギフトに最適な缶入りで。

No.7773-0076

〈アイランドオニオン〉〈ワサビ〉

ほんのり甘いハニー味の
ミニパック。

「マウナロア火山」の土壌が育む、
ハワイみやげの代名詞。

香ばしくローストしたマカデミアナ
ッツを、シンプルな塩味、濃厚なオ
ニオンガーリック味、ほんのり甘い
ハニー味の3種で楽しめます。 〈塩〉

アイランドオニオンや
チリペッパーなど5種
類の味を、
トロピカル
柄のギフト箱に詰め
合わせました。

〈1セット
18袋入り〉

あと引くおいしさの濃
厚なオニオンガーリッ
ク味は、おつまみにも
ぴったり。ちょうどいい
サイズの小袋入りで、
小分けにおすすめ。

マウナロア マカデミアナッツ オニオンガーリック 18袋セット
No.7773-0080

¥8,400（税込 ¥9,072）

●1袋32g ●1袋サイズ約12.5×9×1.5cm ●セット箱サイズ約18.5×18×12.5cm ●アメリカ製

ハワイアン
スキンケア
限定商品

独自の焙煎方法「ファンシーロースト」でていねいにつくる、
フレッシュで風味豊かなコーヒーが世界中で人気。

LION
COFFEE

ワイアカミロ ロード

カリヒ ストリート

Hart Street
Lex Brodie's

レックス
ブローディーズ

Airport
空港

LION
COFFEE

カラニ ストリート

ハート ストリート

Waiakamilo
Industrial Complex

ワイアカミロ工業団地

Nimitz Hwy.
ニミッツ ハイウェイ

Fire
Station
消防署

バラエティセット

住所：1555 Kalani Street, Honolulu, Hawaii 96817
TEL：808-847-3600
ファクトリーツアー時間：月曜日～金曜日 10:30, 12:30
※祝日、祭日を除く
カフェ営業時間：月曜日〜金曜日 6:00 ～ 17:00
土曜日 9:00 ～ 15:00
日曜：休業

LION COFFEEの
ファクトリーツアーとカフェ：
1555 カラニストリート

Parking

Kalani Street

Parking

Kalihi Street

ディリンガムプラザ

Parking Entrance On Kalani Street

カラニストリート

Lion Café and
Roastey Tour
At 1555 Kalani St.

Waikiki
ワイキキ

おすすめの定番ギフト／

ハワイ
コーヒーカンパニー社長
ダニエル ディネル

ワイアカミロ ショッピングセンター

Colburn Street コルバーン ストリート
Dillingham Plaza

Kalani Street

アイランド ハワイアン
プリンセス
ホスト

1864年、
オハイオ州トレドで誕生
したライオンコーヒー。世界中か
ら上質な豆を厳選し、じっくりと焙
煎する独自の「ファンシーロース
ト」製法で革命をもたらし、ハワイ
が誇るコーヒーとして多くの人々
に親しまれ続けています。

Waiakamilo Shopping Center

Waiakamilo Road

McDonalds
Dillingham Blvd.

ディリンガム ブルーバード

ブランド
特集
心配別
おみやげ
配れるお菓子／
キャラクター

ハネムーン
ギフト

日本
初上陸

※198g サ
イズ
限定

ライオン マグ &コーヒー ギフトセット

ブランド
特集

厳選したコーヒー豆を独自の「ファンシーロースト」製法
で焙煎し、
ライオンコーヒーならではのフレーバーをつけ
ました。甘いバターキャラメルの風味が上品に香る人
気の味をお楽しみください。

〈ギフト箱入り〉

No.7773-0081

ホテル
ブランド

コク豊かな味わい
に、チョコとナッツ
の香りが絶妙にマ
ッチしたフレーバー
コーヒーと、オリジ
ナルマグをセットに
しました。

ライオン キャラメルコーヒー

¥3,800（税込 ¥4,104）

No.7773-0082

¥1,650（税込 ¥1,782）

●1袋198g ●1袋サイズ約24×8.5×6.5cm
●レギュラーコーヒー
（中挽き）●アメリカ製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

リカー＆
スナック

●1袋49g ●コーヒー、マグカップ 各1個 ●コーヒーサイズ約17×6×4cm、マグカップサイズ約
12.5×9×高さ10cm ●ギフトセット箱サイズ約9×14.5×12cm ●レギュラーコーヒー（中挽き）●コー
ヒー:アメリカ製 マグカップ:中国製 ※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

ハワイ
島めぐり

1袋あたり
1袋で4杯分のコーヒーを淹れられるフィルターコー
ヒー。いつでも手軽に、
ライオンコーヒーのおいしさ
を楽しめます。ちょっとしたギフトにもおすすめ。

No.7773-0083

¥3,000（税込 ¥3,240）

●1袋14.1g ●1袋サイズ約17×16cm ●レギュラーコーヒ
ー
（中挽き）●アメリカ製 ※輸入時期によりパッケージデザイ
ンが変更になる場合があります。

（税抜）

トーステッド
ココナッツ

バニラ
マカデミア

チョコ
マカデミア

赤いパッケージとライオンのトレードマークでおなじみの、ハワイでもっともポピ
ューラーなコーヒーブランド。独特の香りをお楽しみください！

ライオン ミニコーヒー 3種セット
No.7773-0084

33ページにも掲載

¥2,000（税込 ¥2,160）

●1袋49g ●3種 : バニラマカデミア、チョコマカデミア、
トーステッドココナッツ 各1袋 ●1袋サイズ
約17×6×4cm ●セット箱サイズ約16.5×19×4cm ●レギュラーコーヒー（中挽き）●アメリカ製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

18

スキンケア ハワイアン
雑貨

ライオン フィルターコーヒー
10袋セット

¥300

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

セット
販売商品

持ち帰るのが心配！でも大丈夫！

NO PROBLEM!
心 配別おみやげ

お肉 は
持ち込 めな い
から心 配 …

おつまみに鉄板の旨みジャーキー。
日本人好みの醤油風味でおなじ
みの人気ジャーキー。牛肉の旨
みがギュッと詰まった『テング印』
ブランドの味わいは、おつまみ &
おやつにぴったり
！2ozと4oz が選
べます。

肉製品
も
大 丈 夫！
！

（4oz）

（2oz）

テング ビーフジャーキー
（2oz） 30ページにも掲載

6袋 No.7773-0085
1袋 No.7773-0086

¥6,150（税込 ¥6,642）
¥1,100（税込 ¥1,188）

6袋で
¥450
お得！

●1袋56.7g ●1袋サイズ約22.5×14cm ●ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

日本人にも大評判の
ビーフジャーキーの定番。

テング ビーフジャーキー
（4oz） 30ページにも掲載

6袋 No.7773-0087〈1袋あたり ¥1,800〉 ¥10,800（税込 ¥11,664）
1袋 No.7773-0088
¥1,900（税込 ¥2,052）

日本 人 好みの味を追 求し、日系2世のケン
大崎氏が創業。今ではビーフジャーキーとい
えばテングというほど、定番のブランドです。

お肉と
割れ 物が
心配…

〈1袋あたり ¥1,025〉

●1袋113.4g ●1袋サイズ約28×17cm ●ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

旅の思い出を語らいながら
楽しい宴をはじめましょう。
②

①

6袋で
¥600
お得！

漬けるだけ簡単ハワイ飯

③
④

ワレモノ
心 配なしも
！
！

〈調理例〉

3種のコナビールとテング印ビーフジャーキーの名コンビ。このセットさえ
あれば、すぐにご機嫌な時間の始まりです。

ほろよい ビールセット

30ページにも掲載

No.7773-7089

¥3,290（税込 ¥3,553）

●コナビール 3種セット：355㎖×3本〈3種：①ロングボードアイランドラガー
（4.5度）②ファイ
アーロック・ペールエール（6.0度）③ビッグウェーブ・ゴールデンエール（4.5度）各1本〉
〈 3本
セット箱入り〉
［アメリカ／コナ ブリューイングカンパニー］※日本語表記あり。●④テング ビー コナビール
フジャーキー（2oz）
：56.7g×1袋／ウルグアイ製《小麦》※米国産加工牛肉の解禁時には 〈3本セット箱入り〉
原産国を変更する場合があります。

瓶は
割 れちゃう
のが心配…

No.7773-0090

パパイヤシード
ドレッシング

オニオン
ドレッシング

¥2,470（税込 ¥2,667）

●1本236㎖ ●2種：オニオンドレッシング、パパイヤシードドレッシング 各1本
●1本サイズ約3.5×8.5×19cm ●簡易セット箱入り
（個別箱なし）●アメリカ製

お肉料理に

マウイオニオン
ガーリックマスタード 2瓶セット
No.7773-0092

¥4,200

（税込 ¥4,536）

●1瓶212.6g ●1瓶サイズ約直径6.5×高さ8cm
●簡易セット箱入り
（個別箱なし）●アメリカ製

※ビールの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。
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¥2,550（税込 ¥2,754）

●1本354㎖ ●1本サイズ約直径6×高さ20cm ●簡易セット箱入り
●アメリカ製《小麦》

ポークや
ビーフに

ハワイアンドレッシング 2種セット
No.7773-0091

ミナトハワイ
ハワイアンスタイルポキソース 2本セット

オニオンの甘みと
サラダはもちろん、
いろんな素材と相性抜群。 まろやかな酸味がマッチ。
ディップや
マリネに

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

具材にソースを漬けてからしばらく置いてお
くだけで風味豊かなポキ丼が完成。ごま油の
きいた醤油ベースのソースは、
マグロやアボカ
ドとの相性抜群。ご飯がすすむ一品です。

パンチのきいたソースで
ハワイアンＢＢＱはいかが？
漬け込んで
焼くだけ！

キラウェアファイヤー
バーベキューソース 2本セット
No.7773-0093

¥3,600

（税込 ¥3,888）

●1本355mℓ ●1本サイズ約直径6×高さ20ｃｍ
●簡易セット箱入り
（個別箱なし）●アメリカ製《小麦》
※日本語レシピ付き。

かわいいイルカチョコを
ミニサイズで。

限定商品

クール便
で
チョコも
安心

キュートなチョコレートで
ハートを鷲掴み。

ハワイアン
スキンケア

溶 け たり
くだ けちゃう
のが心配…

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

ワレモノ
心 配なしも
！
！

色とりどりに包装された
チョコレートの宝石箱。
〈ミルク
チョコレート〉

〈トフィークランチ
チョコレート〉

ハワイ イルカ
マカデミアナッツチョコレート

トリュフクリームチョコレート

¥850（税込 ¥918）

●1箱105g（12粒）●2種 :ミルクチョコレート、
トフィークランチチョ
コレート 各6粒 ●1箱サイズ約13.5×11.5×2cm ●アメリカ製
《乳》 夏季クール

●1箱193g
（16粒）●1箱サイズ約16×27×2.5cm
●アメリカ製《乳》夏季クール

かる〜い食感の、
人気のハワイおみやげ。

お得！

ハワイ イルカミニミルクチョコレート

12箱 No.7773-0098〈1箱あたり
￥550〉 ¥6,590

（税込 ¥7,117）

6箱 No.7773-0099〈1箱あたり
￥590〉 ¥3,540

（税込 ¥3,823）

●1箱49g
（4粒）●1箱サイズ約7.5×14×2.5cm
●アメリカ製《乳》 夏季クール

大粒のチョコチップがぎっしり
！

配れるお菓子／
キャラクター

人気商品を
ミニサイズで。

¥14,800（税込 ¥15,984）
¥7,800（税込 ¥8,424）
¥1,380（税込 ¥1,490）

12箱で
¥490

心配別
おみやげ

No.7773-0094

12箱 No.7773-0095
6箱 No.7773-0096
1箱 No.7773-0097

〈1箱あたり
¥1,234〉
〈1箱あたり
¥1,300〉

お得！

配りやすいサイズだから、思い出
と一緒にみんなにあげましょう。

ブランド
特集

お得！

6箱で
¥480

バラエティセット

一つずつ包まれたチョコが詰ま
ったギフトボックス。ミルクチョコ
レートととフィークランチチョコレー
トの２つの味わいです。

12箱で
¥1,760

おすすめの定番ギフト／

マカデミアナッツ入りのミル
クチョコレートは、香り高く
マイルドで食べやすい味
わい。かわいらしいイルカ
の親子がハワイの味をお
届けしてくれます。

ハネムーン
ギフト

12箱で
¥1,260

ハワイ ミニパイナップル
チョコレートクッキー 8箱セット
No.7773-0100

¥4,000（税込 ¥4,320）

ほんのり甘い自家製ブレッドをこんがり焼き上げ、
シナモンスパイスで仕上げました。サクサクの食
感とスパイシーな香りがたまりません。

シナモントーストラスク
No.7773-0101

¥1,800（税込 ¥1,944）

お得！

甘さ控えめでザクッとした歯ごたえが魅力の生
地に、大粒チョコチップをゴロゴロ入れました。

ハワイ チョコチップクッキー
〈1箱あたり

12箱 No.7773-0102 ¥875〉¥10,500（税込 ¥11,340）
〈1箱あたり
6箱 No.7773-0103 ¥884〉 ¥5,300（税込 ¥5,724）
1箱 No.7773-0104
¥980（税込 ¥1,058）
●1箱340ｇ
（24枚）●1箱サイズ約9×25×6.5ｃｍ
●アメリカ製《乳・小麦》

ココナッツが香る、
手づくりクッキー。

つぶつぶカリッ
！
の食感が魅力。

サクサク食感の生地に、ほ
のかに香るココナッツが美
味。地元で人気のお菓子
メーカーがつくるハンドメイ
ドクッキーです。

アロハ柄のハワイら
しいパッケージがか
わいい、チョコチッ
プ入りのブラウニー
チップス。

チップスのカタチをした
サクサク
チョコレート。

No.7773-0105

¥4,500（税込 ¥4,860）

●1袋85g
（約18枚）●1袋サイズ約18×8.5×6.5cm
●アメリカ製《卵・乳・小麦》
※グラム計量のため枚数は異なる場合があります。

ライスクリスプの
サクサクとした
歯ざわりが快感！
食べだしたらとまらない、
スナックタイプのチョコ。

ハワイ ブラウニーチップス 6箱セット

ハワイ チョコチップス 6個セット

No.7773-0106

No.7773-0107

¥5,100（税込 ¥5,508）

●1箱70g ●1箱サイズ約5×13×18cm
●アメリカ製《卵・乳・小麦》

¥6,400（税込 ¥6,912）

●1個116g
（36枚）●1個サイズ約直径7×高さ22cm		
●ベルギー製《乳》 夏季クール

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。
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スキンケア ハワイアン
雑貨

メネフネ ココナッツクッキー
6袋セット

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

●1袋112ｇ ●1袋サイズ約7.5×18×24.5cm
●アメリカ製《卵・乳・小麦》

ハワイ
島めぐり

●1箱54g
（1袋1枚×4袋）●1箱サイズ約10.5×10×4.5cm
●マレーシア製《卵・乳・小麦》 夏季クール

リカー＆
スナック

パイナップルの風味豊かなクッキーにチョコレート
をハーフコーティング。サクッとした食感のクッキー
ととろける口どけのチョコレートが絶妙にマッチ。

お得！

6箱で
¥580

ブランド
特集

配りやすい
個別包装

ホテル
ブランド

食べごたえ
十分！

大勢に配りたい！ソツなく喜ばれたい！ そんな欲張りなあなたに。

SMART & CASUAL
バラエティ豊かな
ビッグパッケージのチョコセット。
おいしさ、おすそわけ。 手づかみで
大勢に配ろう
！
ん配れ
くさ
て

た

たっぷり
36パック入り

おすすめ
塩

セット
販売商品

マカデミアナッツ
チョコレート

セット
販売商品

マカデミアナッツ
チョコレート

オニオンガーリック

1パックあたり シンプルな塩味、風味豊かなオニオンガーリ
¥187
（税抜）

ック、ほどよい甘さのマカチョコの3種。かわ
いいミニパックで手軽に配れます。

マウナロア マカデミアトリオ

マカデミアナッツ
クランチチョコレート

¥6,700（税込 ¥7,236）

●1箱544g（36パック）●3種：塩（14g）
､オニオンガーリック（14g）
、マカデミアナッツチョコレート
（17g）各12パック ●1パックサイズ約8×6×6cm ●セット箱サイズ約22.5×22.5×12cm
●アメリカ製《乳》 夏季クール

No.7773-0109

1袋あたり
¥333
（税抜）

配りやすい
個別包装

（税抜）

¥6,700（税込 ¥7,236）

●1パック868ｇ
（36袋〈1袋2粒入り〉
）●3種：マカデミアナッツチョコレート
（25.5ｇ）
、マカデミアナ
ッツクランチチョコレート
（20ｇ）
、
マウイキャラマックスチョコレート
（27ｇ）
各12袋 ●1袋サイズ約6.5×
14ｃｍ ●1パックサイズ約直径24.5×14.5ｃｍ ●アメリカ製《乳》 夏季クール
※輸入時期によりパッケージが変更になる場合があります。

セット
販売商品

小袋でも食べごたえ満点！
たっぷり20袋入り！
！

¥187

ハワイアンホースト アイランドトリオ

15ページにも掲載

No.7773-0108

1袋あたり

マウイ キャラマックス
チョコレート

マカデミアナッツとライスパフが
クランチィなミルクチョコ。
セット
販売商品

1袋あたり
〈グァバ〉

〈コナコーヒー〉

¥306
（税抜）

〈チョコチップ〉

〈マカデミアナッツ〉

南国フレーバーとサクサク食感がクセになりそう。厚みがあり食べごたえも満点なクッキ
ーが2枚ずつ入った小袋は、バラまきにも◎。

カウアイクッキー パーティーボックス
No.7773-0110

¥6,650（税込 ¥7,182）

●1パック560g
（20袋
（1袋2枚入り）
）●4種：グァバ、チョコチップ、コナコーヒー、マカデミアナッツ 各5袋
●1袋サイズ約13×8×2cm ●1パックサイズ約直径22.5×高さ10cm ●アメリカ製《卵・乳・小麦》
※輸入時期によりデザイン、パックの仕様が変更になる場合があります。

3つのおいしさが楽しめる、
マカチョコアソート。

ハワイアンサン
〈1セット18袋入り〉
コナクランチ
マカデミアナッツチョコレート 18袋セット
No.7773-0111

おなじみハワイアンホーストの、
配りやすい個別包装タイプ。

〈ミルクマカデミア
ナッツチョコレート〉

No.7773-0112

〈1箱12袋入り〉
〈ホワイトマカデミアナッツ
チョコレート〉

¥3,600（税込 ¥3,888）

●1パック96g（1袋1粒入り×9袋）●3種：ミルクマカデミアナ
ッツチョコレート、ダークマカデミアナッツチョコレート、ホワイトマカ
デミアナッツチョコレート 各3袋 ●1パックサイズ 約22.5×
18.5×5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
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手軽にハワイの味を楽しめます。

おみやげの定番、おいしいマカデミアナッツチョコレー
ト。個別包装入りは配りやすく、手も汚れないのが◎。

1ピースTIKI マカデミアナッツチョコレート
No.7773-0113

¥1,400（税込 ¥1,512）

●1箱142ｇ
（1袋1粒入り×12袋）
●1箱サイズ約14×14×7.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

セット
販売商品

1袋あたり
¥475
（税抜）

配りやすい
個別包装

〈ダークマカデミア
ナッツチョコレート〉

ハワイアンホースト アソート
3パックセット

¥5,500（税込 ¥5,940）

●1袋23g（2粒 ） ●1袋サイズ 約7×14.5×2.5cm ●セット箱サイズ 約29.5×
14.5×9.5cm ●セット箱入り ●アメリカ製《乳》 夏季クール

ハワイの島々を代表するコーヒーをそれぞれドリ
ップコーヒーにしました。カップにコーヒーバッグを
置いてお湯を注ぐだけ。お手軽簡単にハワイ生
まれの味わいをお楽しみください。

ハワイ地域別ドリップコーヒー 4袋セット
No.7773-0114

¥1,900（税込 ¥2,052）

●1袋7g ●4種 :100%コナコーヒー、100%カウコーヒー、
100%カウアイコーヒー、100%ワイアルアコーヒー 各1袋
●1袋サイズ約12.5×10cm ●レギュラーコーヒー
（中挽き）
●セットビニール袋入り ●アメリカ製

ハワイアン
スキンケア

みんな大好き！！

限定商品

SNOOPY

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

スヌーピー

12箱で
¥160
お得！

バラエティセット

おすすめの定番ギフト／

ブランド
特集

ウクレレを持ったご機嫌スヌーピーの
楽しいパッケージ。かわいいトロピカ
ル柄でハワイの思い出を楽しく伝え
てくれます。

スヌーピー マカデミアナッツチョコレート ミニ
〈1箱あたり ￥617〉

心配別
おみやげ

12箱 No.7773-0115
1箱 No.7773-0116

¥7,400（税込 ¥7,992）
¥630（税込 ¥680）

●1箱56g
（4粒）●1箱サイズ約8×14.5×2.5cm ●アメリカ製《乳》

©2010 Peanuts Worldwide LLC

配れるお菓子／
キャラクター

夏季クール

ハネムーン
ギフト

スヌーピーの女兄弟 “ ベル ” がパッケージに
登場。ハワイ産ハチミツを使った、キャンディ
のようなマカデミアナッツチョコです。

ホテル
ブランド

ハニーコーティング
ナッツ

6箱で
¥300
お得！

6箱 No.7773-0117
1箱 No.7773-0118

スヌーピーのキュートなギフト。

¥3,900（税込 ¥4,212）
¥700（税込 ¥756）

●1箱65g
（5粒）●1箱サイズ約8×14.5×2.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

リカー＆
スナック

©2010 Peanuts Worldwide LLC

〈1箱あたり ¥650〉

ブランド
特集

ベル ハワイアンハニー マカデミアナッツチョコレート

愛嬌たっぷり
！ベルのミニトート付き。

ハワイ
島めぐり

かわいい
ミニトート付き

No.7773-0119

No.7773-0120

¥2,700（税込 ¥2,916）

¥2,700（税込 ¥2,916）

●①ベル ハワイアンハニー マカデミアナッツチョコレート 65g
（5粒）
、サイズ約8×14.5×2.5cm
②スヌーピー チョコチップクッキー 85g
（約28枚）、サイズ約6×8×16cm 各1個 ●アメリカ製
《卵・乳・小麦》 夏季クール ※グラム計量のため枚数は異なる場合があります。
●ベル ミニトート付き
（サイズ約10.5×26.5×マチ12cm〈持ち手高さ約9cm〉
）
、中国製
©2010 Peanuts Worldwide LLC
※ベル ミニトートとビニール袋に日本語表記あり。
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スキンケア ハワイアン
雑貨

ベル ハワイアンハニー
マカデミアナッツチョコ＆クッキー ミニトート付

●①スヌーピー マカデミアナッツチョコレート 56ｇ（4粒）、サイズ約8×14.5×2.5cm ②スヌー
ピー チョコチップクッキー85ｇ
（約28枚）
、サイズ約6×8×16cm 各1個 ●アメリカ製
《卵・乳・小麦》 夏季クール ※グラム計量のため枚数は異なる場合があります。
●スヌーピー ミニトート付き
（サイズ約10.5×26.5×マチ12ｃｍ
〈持ち手高さ約9cm〉
）
、中国製
©2010 Peanuts Worldwide LLC
※スヌーピー ミニトートとビニール袋に日本語表記あり。

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

かわいい
ミニトート付き

スヌーピー
マカデミアナッツチョコ＆クッキー ミニトート付

Honeymoon Gift

ご家族や職場、友人…
おみやげはかなりの数になるものです！

ハネムーンみやげの
平均予算は

ハネムーンギフト

20〜30万円
未満
11％

10.9万円
（全国調べ）

10〜20万円未満
32％

『ゼクシィ結婚トレンド調査2017年』調べ
※元データより弊社で算出

シンプルなおいしさを
詰め合わせました。

小ぶりなボックスでも、
中身はぎっしり。

程よい塩味とナッツの風味がベストマッチ。ミ
ニパックの食べきりサイズでプチギフトにも最
適。手軽に食べられるおつまみとして、おや
つとして。どの世代にも愛される一品です。

ナッツとチョコの絶 妙なバランスが
人気のチョコレートギフト。免税店で
も大好評のその味は、まさに「キン
グ」の名にふさわしいおいしさ！

マウナロア
プルメリアプチギフト 6箱セット

ハワイアンキング
マカデミアナッツチョコレート

No.7773-0121

¥4,680

（税込 ¥5,054）

●1箱42g
（3パック入り）
●1箱サイズ約8.5×8.5×10cm ●アメリカ製

②ハワイミニマカデミア
ナッツチョコレート

丸ごとマカデミアナッツ

3箱で
¥250
お得！

クラッシュ
マカデミア
ナッツ

クラッシュマカデミアナ
ッツ入りの香ばしいバ
タークランチをミルク
チョコレートで包み込
んだぜいたくなチョコ
レート菓子です。

バター
クランチ

●1箱170g
（20粒）●1箱サイズ約13×17×2.5cm
●アメリカ製《乳》夏季クール

●1箱139ｇ
（12粒）●1箱サイズ約13.5×19×3.5ｃｍ
●アメリカ製《乳》 夏季クール

No.7773-0124

大切な
人へ

③アイランドプリンセス
マカデミアナッツ アソート2種

②ハワイアンホースト
マカデミアナッツクッキー

¥4,125（税込 ¥4,455）

①ハワイアンホースト
マカデミアナッツ塩味

③ハワイアンホースト
マカデミアナッツチョコレート

定番のおいしさを
ギフトセットにしました。
誰に贈っても喜ばれるハワイアンホース
トの定番商品、ナッツクッキー、ナッツチ
ョコ、塩味ナッツを組み合わせたうれし
いセット。これなら迷いもハズレもなく、
ハワイならではのギフトを贈れます。

定番のマカデミアナッツやナッツチョコ、
大ヒットのマカデミアポップコーンなど、ア
イランドプリンセスの人気商品を詰め合
わせ。メイドインハワイのおいしさたっぷ
りのギフトセットです。

ハワイアンホースト ギフトセット

アイランドプリンセス ギフトセット

¥4,000（税込 ¥4,320）

①ハワイ マカデミアキャラメルポップコーン
（70g）
×1箱 ②ハワイミニマカデミアナッツチョコレート
（113g
〈9粒〉
）
×2箱 ③アイランドプリンセス マカデミアナッツ アソート2種
（塩、マウイオニオン：70g）
×各1袋
●ギフト箱サイズ約19×36.5×6cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
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食べごたえ十分の
リッチなひと品。

マカデミアナッツ ロカ 5箱セット

人気ブランドのスイーツを
詰め合わせ。

No.7773-0125

10万円未満
49％

1箱あたり
3箱 No.7773-0122 〈¥2,717
（税込 ¥8,802）
〉 ¥8,150
1箱 No.7773-0123
¥2,800（税込 ¥3,024）

①ハワイ マカデミア
キャラメル
ポップコーン

大切な
人へ

30万円以上※
8％

No.7773-0126

¥5,085（税込 ¥5,491）

①ハワイアンホーストマカデミアナッツ塩味
（127g）
×2袋 ②ハワイアンホースト マカデミアナッ
ツクッキー（85ｇ
〈約28枚〉
）
×1箱 ③ハワイアンホーストマカデミアナッツチョコレート（56ｇ
〈4
粒〉
）
×2箱●ギフト箱サイズ約15.5×27×7.5cm ●アメリカ製《卵・乳・小麦》 夏季クール
※グラム計量のため枚数は異なる場合があります。

職場に
お友だちに

人気のお菓子3種を
ひとつずつセレクト
！

甘みと塩味の絶妙コラボ。
セット
販売商品

限定商品

２粒ずつの
感謝の気持ちを贈ります。

ハワイアン
スキンケア

仲のよい
お友だちへ

セット
販売商品

1袋あたり

1袋あたり

¥684

¥467

（税抜）

セット
販売商品

1箱あたり
¥350

セット
販売商品

No.7773-0129

¥4,100（税込 ¥4,428）

●1袋3種入り：マカデミアナッツ塩味 三角パック（17g）、マカデミアナ
ッツチョコ 三角パック（17g）、ハワイマカデミアナッツチョコレート ミニ
（18.5g〈 2粒入り〉）各1袋 ●アメリカ製《乳》 夏季クール

プチギフトに
嬉しいサイズ感。

セット
販売商品

1箱あたり
¥500
（税抜）

¥560

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1箱約42.5g
（4粒）●1箱サイズ約6×6×7cm
●ベルギー製《乳》夏季クール

（税抜）

まろやかなミルクチョコレートは、好みを選ばず、
気軽に配れるのがいいですね。トロピカルなタグ
つきで日頃の感謝を。

ハワイ プチギフト チョコボックス 5箱セット

ハワイ 星型プチギフト
チョコレート 6箱セット

No.7773-0131

No.7773-0132

¥2,500（税込 ¥2,700）

●1箱45g（5粒）●1箱サイズ約6×6×6cm ●アメリカ製《乳》
夏季クール

12種94点 約16kg

お得！

「オリジナルフォトブック」
無 料クーポン券
プレゼント！

〈1シート19枚×6シート付き〉

※作成例

③

文庫
サイズ
36ページ

ハワイ
島めぐり

思い出の写真をパソコン・QRコードから簡単にフォトブッ
クに。申し込み完了後、約1週間でお届けします。

②

①

PR E S E N T !

バラエティセットを1セットご購入につき1枚、

リカー＆
スナック

￥79,980

メッセージ
シール付き

セットで

¥8,533

¥2,740（税込 ¥2,959）

●1箱24g
（4粒）●1箱サイズ約9.5×9.5×3cm
●アメリカ製《乳》夏季クール

ブランド
特集

使用例
オリジナル
メッセージが
書き込める

まろやかなミルクチョコレートが可愛らしい箱入り
で登場。小ぶりで女子力アップのおみやげです。

※クーポン券記載の8桁のコードを、フォトブック注文時に
「クーポン番号」項目に入力してください。
※無料クーポン券はご注文商品に同梱してお届けします。

No.7773-0133

④

⑥

⑪

⑨

⑦

①ラージマカデミア デラックスチョコレート
（袋付）
226g
（21粒）
×10箱
（おみやげ袋10枚付き）
／アメリカ製
②ハワイ パイナップルチョコレートクッキー
215g
（1袋1枚入り×16袋）
×17箱／マレーシア製
③ハワイアンホースト マカデミアナッツチョコレート
142g
（14粒）
×10箱／アメリカ製
④コナコーヒーグレイズ マカデミアナッツ 127g×3袋／アメリカ製
⑤マカデミアナッツ塩味 三角パック 17g×20パック／アメリカ製
⑥ハワイミニマカデミアナッツチョコレート 113g
（9粒）
×6箱／アメリカ製
⑦アイランドプリンセス マカデミアナッツ アソート 2種
70g×8袋
（2種：塩、マウイオニオン 各4袋）
／アメリカ製
⑧マカデミアナッツ ロカ 139g
（12粒）
×5箱／アメリカ製
⑨テング ビーフジャーキー
（2oz）56.7g×4袋／ウルグアイ製
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。
⑩ハニーローストピーナッツ 226g×3缶／アメリカ製
⑪キャラメルチョコレートポップコーン 56g×3袋／アメリカ製
⑫ハワイ チョコウエハース 115g
（1袋1個入り×18袋）
×5箱／スイス製
夏季クール 《卵・乳・小麦・落花生》
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スキンケア ハワイアン
雑貨

⑩

⑤

⑧

¥79,980

（税込 ¥86,378）
（通常価格 ¥88,513）

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

ハワイ ハネムーン とくとくバラエティ

⑫

ホテル
ブランド

No.7773-0130

1箱あたり

ハネムーン
ギフト

ハワイ ハイビスカス
プチチョコギフト 5箱セット

セット
販売商品

¥457

（税抜）

リゾート感あふれるハイビスカスのパッケージ。バナ
ナクリームが入ったチョコレートがよりいっそう南国
気分にさせてくれます。差がつくおみやげとしても！

チョコっとおいしいブレイクタイム。

配れるお菓子／
キャラクター

1箱あたり

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1袋30g
●1袋サイズ約14×10×マチ5cm
●アメリカ製、ポーランド製《小麦》

心配別
おみやげ

ハワイ感たっぷりのプチギフト。

No.7773-0128

ブランド
特集

●1箱約21g（2粒）●1箱サイズ約3.5×6×3cm ●セット箱サ
イズ約12×27×6cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

ハワイ お配りプチギフト 6袋セット

マカデミアナッツ
チョコ 三角パック

バラエティセット

¥8,400（税込 ¥9,072）

ハワイマカデミア
ナッツチョコレート
ミニ

ハワイ ギフト
プレッツェル & キャラメルポップコーン
6袋セット

マカデミアナッツ
塩味 三角パック

おすすめの定番ギフト／

ジャスト フォーユー
マカデミアナッツチョコレート 24箱セット
No.7773-0127

キャラメルポップコーンとプレッツェルが一緒に入
ったプチギフト。一緒に食べるとちょうどいい。お
やつにもおつまみにも、子どもも大人も楽しめるス
ナックです。

（税抜）

「Just for you」のパッ
ケージと小ぶりなサイズ
がいい、マカデミアナッツ
チョコレート。いろんな人
にたくさん配れます。

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

（税抜）

裏
メッ に は
書き セージ
込め も
るよ
！

HYAT T
REGENCY
ハイアット・リージェンシー・
ワイキキ リゾート＆スパ

ゆったりとくつろいだ時が流れる
ハイアット・リージェンシー。
洗練されたギフトの数々をどうぞ。
ワイキキのシンボルといわれ、オーシャン
フロントの最高の立地にそびえるツイン
タワー。その現代的な建物には、有名ホ
テルならではのサービスが充実していま
す。色鮮やかな花々や迫力ある滝、緑
あふれる中庭。高級ブティックが立ち並
ぶショッピングアーケードやハワイの伝統
を生かした人気のエステなど、訪れる人
を心ゆくまで楽しませてくれます。リラック
スした大人の時間を過ごすことのできる、
リゾートを知り尽くしたホテルならではの
オリジナルギフトです。

バター風味のクッキーをチョコ
レートで包んだ、ひとくちサイ
ズのチョコクッキー。ハワイの
花、プルメリアのモチーフをの
せた姿も愛らしい、おみやげ
にぴったりの一品です。大切
な方への贈り物にもどうぞ。

ハイアット リージェンシー ミニチョコクッキー 3箱セット
No.7773-0134

¥7,500（税込 ¥8,100）

●1箱148ｇ
（18粒）●1箱サイズ約16×27.5×2.5cm ●アメリカ製《卵・乳・小麦》 夏季クール

香ばしいマカデミアナッ
ツと、なめらかな口どけ
のチョコレートのハーモ
ニーが美味。ワイキキリ
ゾートを代 表 するホテ
ルのパッケージは、誰に
贈っても喜ばれる洗練
のおみやげです。

〈1セット 24箱入り〉

大粒マカデミアナッツを丸ごとひと粒ミルクチョコ
で包みました。2粒ずつの小箱入りです。

ハイアット リージェンシー
ミニマカデミアナッツチョコレート
24箱セット
No.7773-0135

¥7,800（税込 ¥8,424）

●1箱約21ｇ
（2粒）●1箱サイズ約3.5×6×3cm
●セット箱サイズ約12×27×6cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

ハイアット リージェンシー
マカデミアナッツチョコレート 6箱セット
No.7773-0136

¥8,800（税込 ¥9,504）

●1箱198ｇ
（16粒）●1箱サイズ約19.5×19.5×3cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

※ハイアッ
ト・リージェンシー・ワイキキの商品はレッドホースコーポレーション
（株）
と現地による共同企画開発商品です。ハイアッ
ト・リージェンシー・ワイキキよりブランド、写真、
ロゴマーク等の使用許可を得ています。
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ハワイアン
スキンケア
限定商品
アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

Hilton
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ
ワイキキビーチリゾート

バラエティセット

濃い緑があふれる庭と吸いこまれそうなブ
ルーの海に囲まれた、絶好のロケーション
に建つ巨大リゾート、
ヒルトン・ハワイアン・

おすすめの定番ギフト／

“楽園”の名にふさわしい、
ワイキキの広大なリゾートから
バカンスの思い出をお届けします。

ブランド
特集

ビレッジ ワイキキビーチリゾート。広大な
敷地内にビーチ、プール、ショップ、レスト
ランなど、すべてがそろうリゾートホテルで
す。建物の壁面に描かれた世界最大の

心配別
おみやげ

虹のモザイク画、毎 晩 繰り広げられる
様々なエンターテイメントショーと趣向をこ
らしたアクティビティーはゲストを存分に楽
しませてくれます。完成されたパラダイスか

お

や

げ VOICE

ヒルトンホテルのチョコレー
トは、
とても好評でした。
現地
から持ち帰る手間もなく助か
りました。 （50代/女性）

ハネムーン
ギフト

み

配れるお菓子／
キャラクター

ら繊細な味のギフトをご用意しました。

〈1箱あたり ¥2,000〉 ¥600お得

¥12,000（税込 ¥12,960）
¥2,100（税込 ¥2,268）

●1箱283g
（21粒）●1箱サイズ約16×28×3cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

ライス
クリスピーチョコ

〈1セット 24箱入り〉

マカデミアナッツ
ダークチョコ

香ばしく口どけのよいマカデミアナッツチョコを2粒ずつ小箱
に詰めました。エレガントなパッケージも素敵。

No.7773-0139

¥7,800（税込 ¥8,424）

●1箱約21g
（2粒）●1箱サイズ約3.5×6×3cm
●セット箱サイズ約12×27×6cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

ヒルトン・ハワイアンビレッジ
アソートチョコレート 3箱セット
No.7773-0140

コーヒー
トフィーコート マカデミアナッツ キャラメル
ミルクチョコ
マカデミア
チョコ
ナッツチョコ

¥7,980（税込 ¥8,618）

●1箱226g
（16粒）●1箱サイズ約19.5×19.5×3cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

※ヒルトン・ハワイアン・ビレッジの商品はレッドホースコーポレーション
（株）
と現地による共同企画開発商品です。ヒルトン・ハワイアン・ビレッジよりブランド、写真、ロゴマーク等の使用許可を得ています。
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スキンケア ハワイアン
雑貨

ヒルトン･ ハワイアンビレッジ
ミニマカデミアナッツチョコレート
24箱セット

ハワイ
島めぐり

ハワイのおいしさを詰め合わ
せ にしたオリジナル 商 品 で
す。5種類のバリエーションを
お楽しみください。

リカー＆
スナック

6箱 No.7773-0137
1箱 No.7773-0138

ブランド
特集

ヒルトン・ハワイアンビレッジ マカデミアナッツチョコレート

ホテル
ブランド

大粒のマカデミアナッツを
丸ごとひと粒香ばしく炒り
上げ、とろけるようなおい
しさの上質なミルクチョコ
レートで包みました。

Marriott
ワイキキビーチ マリオット
リゾート＆スパ

ゆったりと癒しの時が流れる
くつろぎのリゾートから、
華やかで上品なギフトをどうぞ。
ワイキキビーチに面し、太平洋のきらめく海
とダイヤモンドヘッドが一望できる豪華リゾ
ート。広大な敷地のなかに絵画のように美
しく輝く理想の空間が広がります。アロハ
の精神と、温かく落ち着いた雰囲気が融合
したスペースは、まさに自分だけのパラダイ
ス。たくさんの観光名所にほど近く、ショッ
ピングにも便利な立地が人気です。ワイキ
キのランドマーク的存在として、ほかの追随
を許さないサービスを提供するワイキキビー
チ マリオット リゾート＆スパから、華やかで
上品なギフトの数々をお届けします。

〈1セット 24箱入り〉

大粒マカデミアナッツと口どけのよいチョコレ
ートのハーモニー。2粒ずつ小箱に入ってい
るので、たくさん配るのにもおすすめです。

風味豊かな大粒マカデミアナッツの歯ごたえとなめら
かなチョコレートのハーモニーをお楽しみください。

マリオット リゾート& スパ
ミニマカデミアナッツチョコレート 24箱セット

マリオット リゾート& スパ
マカデミアナッツチョコレート 6箱セット

No.7773-0141

No.7773-0142

¥7,800（税込 ¥8,424）

●1箱約21g
（2粒）●1箱サイズ約3.5×6×3cm ●セット箱サイズ約12×27×6cm
●アメリカ製《乳》夏季クール

¥8,600（税込 ¥9,288）

●1箱198g
（16粒）●1箱サイズ約20×20×3cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

※マリオット リゾート＆スパの商品はレッドホースコーポレーション
（株）
と現地による共同企画開発商品です。マリオット リゾート＆スパよりブランド、写真、ロゴマーク等の使用許可を得ています。

あの伝説のホテルから、ラグジュアリーな
紅茶ギフト。幸せのひとときを。

〈化粧セット箱入り〉

穏やかなハワイの波が押し寄せるワ
イキキビーチ前に建つ、
「モアナサー
フライダー ウェスティンリゾート＆ス
パ」。ビクトリア調の美しい景観は、
ハワイのファーストレディーと呼ば
れ、100年以上にわたりワイキキの
象徴として愛されてきました。優雅な
客室、海の絶景が広がるスパなど、
五感を満たすハワイバカンスを過ご
せます。
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存在感と歴史を感じさせるエ
レガンスな外 観 で 記 憶に残
る、モアナサーフライダー。ホ
テル内でも愛されるモアナロイ
ヤルティーをセットにして。

モアナサンセット モアナロイヤル

モアナサーフライダー 紅茶ギフトセット
No.7773-0143

¥5,200（税込 ¥5,616）

●1缶70g ●2種：モアナサンセット（マンゴーフレーバー）
、モアナロイヤル（トロ
ピカルフレーバー）各1缶 ●1缶サイズ約直径7×高さ14cm ●化粧セット箱サ
イズ約18.5×18×7.5cm ●アメリカ製

ハワイアン
スキンケア

1988年、ハワイカイの地でスタート
しました。斬新なトロピカルテイスト
を料理界に確立した、ロイ・ヤマグ
チ氏。いまやハワイ州に6店舗を持
ち、世界に知られる人気店です。

アイランド ハワイアン
プリンセス
ホスト

ワイキキ・ビーチウォーク店

限定商品

斬新なトロピカルテイストが、
世界中で人気。

バラエティセット

ブランド
特集
心配別
おみやげ

オリジナルのレシピでつくられるロイズのチョコがけショートブレッド。やさ
しいフレーバーと、さっくりした食感は、午後のティータイムにぴったり。

ロイズ チョコレートショートブレッド 3箱セット

ロイズ アソートチョコレート 3箱セット

¥5,250（税込 ¥5,670）

●1箱56g
（6粒）●1箱サイズ約12.5×15.5×2.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール
※輸入時期によりパッケージデザインが異なる場合があります。

ハワイ産の高級コナコー
ヒーの粗挽き粒を、ダーク
チョコレートに混ぜ込みま
した。他にはない香り高く
大人な味わいは、やみつ
きになるおいしさです。

ブランド
特集

フルーティーさが
ロコに人気！

コーヒー香る
大人なチョコレート。

ホテル
ブランド

ハワイのハンドメイド最古のブランド。チョコレ
ートはすべて手作りで、その味もお墨付き。お
店では世界につひとつしかないオリジナルの
チョコレートを作ることができます。

¥5,050（税込 ¥5,454）

●1箱140g
（1袋1枚入り×8袋）●2種：ホワイトチョコショートブレッド、
ミルクチョコショート
ブレッド 各4袋 ●1箱サイズ約9×17×4cm ●アメリカ製《卵・乳・小麦》 夏季クール
※輸入時期によりパッケージデザインとサイズが変更になる場合があります。

ハネムーン
ギフト

ローカルが手がける
手作りチョコレートファクトリー

No.7773-0145

リカー＆
スナック

ふわっと漂うパイナップルの香
りとハワイ産のマカデミアナッ
ツのコクが溶けあいます。絶
妙なコンビネーションと口どけ
をお楽しみください。

メネフネ パイナップルスノー

メネフネ コナコーヒーダークチョコレート

¥1,100（税込 ¥1,188）

No.7773-0147

●1箱99.2g
（9粒）●1箱サイズ約13.5×15.5×2.5cm
●アメリカ製《乳》 夏季クール

スタントン・ホーシェフがアロハエディブルのためにつくっ
たクリームブリュレ。生クリームと混ぜて冷やすだけで、ハ
ワイの人々を魅了しているデザートが完成します。

クリームブリュレ
2袋セット
No.7773-0148

¥5,000（税込 ¥5,400）

●1袋113g
●1袋サイズ約18.5×8.5×5cm
●アメリカ製《乳》※日本語レシピ付き。
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スキンケア ハワイアン
雑貨

1000年にひとりのパティシエとして知られるス
タントン・ホーシェフ。パリで開催された「ジャン
マリーシベナラーコンテスト」
にてトロフィー5つ獲得、
“洋
菓子のワールドカップ”
「クー
プ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・
パティスリー」では、アメリカ
チームの代表として
チームを牽引し、初
代金賞を受賞。
スタントン・ホーシェフ

¥1,100（税込 ¥1,188）

●1箱99.2g
（9粒）●1箱サイズ約13.5×15.5×2.5cm ●アメリカ製《乳》 夏季クール

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

磨き抜かれた洋菓子技術で活躍する、
世界的なカリスマパティシエ。

ハワイ
島めぐり

No.7773-0146

配れるお菓子／
キャラクター

No.7773-0144

おすすめの定番ギフト／

“こだわり” のアソートチョコレートは、
高級レストラン「ロイズ」で特別なゲス
トへのギフトに使われるプレミアムなお
いしさ
！大切な方への贈り物にどうぞ。

ハワイの思い出を味わえる、お酒とおつまみをラインナップ。

LIQUOR & SNACK
ハワイアン リカー＆スナック

みんな集まれ
ハワイアン
パーティー !

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

ハワイ気分を堪能できる
現地で人気の地ビール。
〈ビッグウェーブ・ゴールデンエール〉

③

〈ファイアーロック・ペールエール〉

②

〈ロングボードアイランドラガー〉

①

爽快感のあるロングボードラガー、濃厚な味わいのファイアーロック、フルーティー
なビッグウェーブ。ハワイで人気のコナビールです。

コナビール 3種9本セット
No.7773-7149

パッションフルーツ、オレン
ジ、グアバを使った、人気
の地ビール（※）。みずみず
しい果実の香りとほんのり
甘い飲み口がハワイらし
さあふれる味わいです。
〈6本キャリーケース入り〉
コナビール
ハナレイアイランドIPA 6本セット

No.7773-7150

¥3,600（税込 ¥3,888）

●発泡酒 ●355㎖×6本 ●ボトル高さ約20.5cm ●4.5度〈6
本キャリーケース入り
（個別箱なし）
［
〉アメリカ／コナ ブリューイン
グカンパニー］
（※）
日本酒税法上発泡酒の品目となります。

ハワイで人気のコナビール。
ハワイを代表するフルーツ、
パ
ッションフルーツを加えフルー
ティーに仕上げたビール（※）で
す。ビールの苦みが苦手な
方でも飲みやすいので女性
にもオススメ。

〈6本キャリーケース入り〉

コナ ワイルアウィート 6本セット

¥6,800（税込 ¥7,344）

●ビール ●355㎖×9本（3種：①ロングボードアイランドラガー ②ファ
イアーロック・ペールエール ③ビッグウェーブ・ゴールデンエール 各3本）
●ボトル高さ約20.5cm ●①4.5度 ②6.0度 ③4.5度
〈3本セット箱入
り〉
［アメリカ／コナ ブリューイングカンパニー］※日本語表記あり。
※輸入時期によりボトル形状が変更になる場合があります。

No.7773-7151
〈3本セット箱入り×3〉

¥3,800（税込 ¥4,104）

●発泡酒 ●355㎖×6本 ●ボトル高さ約20.5cm ●5.5度〈6
本キャリーケース入り
（個別箱なし）
［
〉アメリカ／コナ ブリューイン
グカンパニー］
（※）
日本酒税法上発泡酒の品目となります。

南国モチーフのラベルがハワイの
風を届けます。
①
〈6本キャリー
ケース入り〉

100年もの長きにわたって愛さ
れた、伝説のハワイアンラガー。
すっきりとしたキレのある飲み口
が洗練の味わいです。

プリモビール 6本セット
No.7773-7153

¥3,700（税込 ¥3,996）

●ビール ●355㎖×6本 ●ボトル高さ約23cm ●5.0度
●6本キャリーケース入り
（個別箱なし）
［アメリカ／パブスト ブ
リューイングカンパニー］※輸入時期によりラベルデザインが
変更になる場合があります。

6本で
¥620

②

お得！

〈6本セット〉
売上の一部は、ウミガメ保護団体 Mamanuca
Environment Society（MES）に寄付されます。

すっきりとした味わいと、通常の
ラガービールにはないフルーティ
ーさが魅力。

6本で
¥620
お得！

チェリー系の香りで口あたり
のよい赤と、青りんごのよう
な爽やかな香りとほどよい
酸味が特徴の白。ハワイら
しいラベルも魅力。

ヴォヌ ピュアラガー 6本セット
No.7773-7154 ¥3,500（税込 ¥3,780）
●ビール ●330㎖×6本 ●ボトル高さ約22.5cm
●4.5度〈6本紙スリーブ入り
（個別箱なし）〉
［フィジー共和国／パラダイス ビバレッジ］

パッションフルーツ香るビールで乾杯！
パッションフルーツのみずみずしさと、キリッとした酸味。甘みと酸
味のバランスが絶妙で女性でも飲みやすい味わい。まるで南国
にいるような気分にさせてくれるビールです。

リリコイ ケポロ 12缶セット
No.7773-8152

別送冷蔵

¥12,000（税込 ¥12,960）

●ビール ●355㎖×12缶 ●缶高さ約12cm ●5.4度〈簡易箱入り
（個別箱なし）〉
［アメリカ／エイヴリー ブリューイング カンパニー］※賞味期限：お届け後、冷蔵で約
30日間保存が可能です。

①ハワイ 赤ワイン

6本 No.7773-7155
1本 No.7773-7156

重

〈1本あたり
￥1,997〉

軽

¥11,980（税込 ¥12,938）
¥2,100（税込 ¥2,268）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm ●ぶどう品種：カベルネソー
ヴィニヨン ●13.5度〈1本ずつ簡易箱入り〉
［アメリカ／オニール ヴィント
ナーズ &ディスティラーズ］

②ハワイ 白ワイン

6本 No.7773-7157
1本 No.7773-7158

辛

〈1本あたり
￥1,997〉

甘

¥11,980（税込 ¥12,938）
¥2,100（税込 ¥2,268）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29.5cm ●ぶどう品種：シャルドネ
●13.0度〈1本ずつ簡易箱入り〉
［アメリカ／オニール ヴィントナーズ&デ
ィスティラーズ］

※ワインの年代、アルコール度数、
ラベルデザインは輸入時期により変更になる場合があります。※ワイン・ビールの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、
これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。
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お

み

げ VOICE

限定商品

や

ハワイアン
スキンケア

お酒と好相性の定番ジャーキー。

定番のおみやげなので
喜ばれました。
（60代／女性）

日本人好みの醤油風味でおなじみの人気
ジャーキー。牛肉の旨みがギュッと詰まった
『テング印』ブランドの味わいは、おつまみ &
おやつにぴったり
！2ozと4oz が選べます。

テング ビーフジャーキー
（2oz） 19ページにも掲載
〈1袋あたり
¥1,025〉

¥6,150（税込 ¥6,642）
¥1,100（税込 ¥1,188）

お得！

（2oz）

バラエティセット

●1袋56.7g ●1袋サイズ約22.5×14cm ●ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

テング ビーフジャーキー
（4oz） 19ページにも掲載
（2oz）

（4oz）

¥10,800（税込 ¥11,664）
¥1,900（税込 ¥2,052） 6袋で

¥600

●1袋113.4g ●1袋サイズ約28×17cm ●ウルグアイ製《小麦》
※米国産加工牛肉の解禁時には原産国を変更する場合があります。

（4oz）

お酒が好きな方へのおつまみに。 そのままはもちろん、粗くくだいて
サラダにちょい足しアレンジも！

セット
販売商品

¥205
（税抜）

No.7773-0163

¥4,500（税込 ¥4,860）

4缶で
¥210
お得！

ハニーローストピーナッツ

4缶 No.7773-0164 〈1缶あたり
￥798〉 ¥3,190
（税込 ¥3,445）

ジューシーな旨みが絶品の
ポークジャーキー。

食べ始めたらとまらない。
人気の味を独り占め!? セット

¥918）

販売商品

1袋あたり
¥450

No.7773-0166

¥4,900（税込 ¥5,292）

●1パック14ｇ ●1パックサイズ約8×6×6ｃｍ ●セット箱サイズ
約23×14×7.5ｃｍ ●アメリカ製

旅の思い出を語らいながら
楽しい宴をはじめましょう。
①

②

上司に

おすすめ

ハワイ
島めぐり

●1缶226ｇ ●1缶サイズ約直径10.5×高さ7.5ｃｍ ●アメリカ製《落花生》

1缶 No.7773-0165 ¥850（税込

③

（税抜）

ポークジャーキー 6袋セット
No.7773-0167

¥5,900（税込 ¥6,372）

●1袋75g ●1袋サイズ約26×15.5cm ●アメリカ製

3種のコナビールとテング印ビーフジャーキーの名コンビ。
このセットさえあれば、すぐにご機嫌な時間の始まりです。

ほろよい ビールセット
No.7773-7169

マウイオニオン
ポテトチップス 5袋セット
No.7773-0168

¥2,250（税込 ¥2,430）

●1袋約56g ●1袋サイズ約22×14cm ●アメリカ製 ※輸
入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

19ページにも掲載

¥3,290（税込 ¥3,553）

●コナビール 3種セット：355㎖×3本〈3種：①ロングボードアイランドラガー
（4.5度） ②ファイアーロック・ペールエール（6.0度）③ビッグウェーブ・ゴ
ールデンエール（4.5度）各1本〉
〈 3本セット箱入り〉
［アメリカ／コナ ブリュ
ーイングカンパニー］※日本語表記あり。●④テング ビーフジャーキー
（2oz）
：56.7g×1袋／ウルグアイ製《小麦》※米国産加工牛肉の解禁
時には原産国を変更する場合があります。

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。
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スキンケア ハワイアン
雑貨

豚肉にブラウンシュガーと醤油で味付けしたワイ
ルドなジャーキーはとってもジューシー。おやつや
お酒のおつまみにどうぞ！

コナビール
〈3本セット
箱入り〉

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

④

ビールやお酒と一
緒に至福のひとと
き。オニオンフレー
バーとザクザク食
感でとまらないお
いしさ。

リカー＆
スナック

●1箱100g ●1箱サイズ約9×12×3.5cm ●アーモンド・クルミ・ガ
ルバンゾー：アメリカ産、
カシューナッツ：インド産、
ピーナッツ：南アフリ
カ産、
ジャイアントコーン：ペルー産、マカデミアナッツ：オーストラリア産
《落花生》※輸入時期によりナッツの原産地が変わることがあります。

マウナロア
〈1セット24パック入り〉
マカデミアナッツ
オニオンガーリック 24パックセット

ブランド
特集

ハワイ ミックスナッツ 6箱セット

ピーナッツを香ばしくローストし、ハ
チミツと塩で軽く味付け。ほのかな
甘みと塩味のバランスが絶妙です。
ビールのおつまみにもいいね !

ホテル
ブランド

７種類のナッツをたっぷり
詰めた、
“ナッツの宝石箱”
はお酒のおつまみ、お子
さまのおやつにピッタリ。
バラエティナッツのおいし
さはやめられません！

ハネムーン
ギフト

1パックあたり

配れるお菓子／
キャラクター

香ばしくローストしたマカデミアナッツを、味わい
深いオニオンガーリック風味に仕上げました。小
分けしやすいミニパック入りです。

心配別
おみやげ

ナッツ好きにはたまらない！
7種のぜいたくバラエティ。

お得！

ブランド
特集

〈1袋あたり
¥1,800〉

6袋 No.7773-0161
1袋 No.7773-0162

おすすめの定番ギフト／

6袋 No.7773-0159
1袋 No.7773-0160

6袋で
¥450

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

肉製品
も
大 丈 夫！
！

ハワイの代表的な島々。

ISLANDS OF HAWAII
KAUAI

Hawaii

ハワイ島

MAUI

OAHU

大自然のパワーがみなぎる
ビッグアイランド。

ハワイの花の、
甘さやさしい
ハチミツ。

ハワイ島の“島の花”
オヒア・レフアの 花
蜜のみを採取したピ
ュアハニー。独特の
香りと甘過ぎない味
わいは、ハワイの自
然がつくりだすおい
しさ。

HAWAII

人気フレーバー3種をギフトに
最適な缶入りで。
香ばしくローストしたマ
カデミアナッツを、シン
プルな塩味、濃厚なオ
ニオンガーリック味、ほ
んのり甘いハニー味の
3種で楽しめます。
〈ハニーロースト〉
〈塩〉

マウナロア
マカデミアナッツアソート
3種セット

オヒアレフア ハニー
No.7773-0170

No.7773-0171

¥2,500（税込 ¥2,700）

〈オニオンガーリック〉

17ページにも掲載

¥4,700（税込 ¥5,076）

●1缶127g ●3種：塩、ハニーロースト、オニオンガーリック 各1缶
●1缶サイズ約直径7×高さ9.5cm ●セット箱サイズ約7.5×22×
10cm ●アメリカ製

●1瓶255g ●1瓶サイズ約直径7×高さ8.5cm ●簡易箱入り
●アメリカ製

ハワイコナの豊かな
香りを楽しんで。

ハワイ島の風を感じる、
くつろぎの一杯を。

ハワイの一流レストランなどからオー
ダーを受けるベテランロースターがつ
くるコナコーヒーをブレンドしました。

ハワイ島カウ地区の良質な土壌が生んだ、香り高
くふくよかな甘みが特徴のコーヒーです。

コナブレンドコーヒー 2袋セット

ラスティーズ 100%カウコーヒー

No.7773-0172

¥2,900（税込 ¥3,132）

●1袋100ｇ ●1袋サイズ約22×16×4ｃｍ ●レギュラーコーヒー
（中挽き）●アメリカ製

柑橘系の味わいが
爽やかな人気の地ビール。

No.7773-0173

人気の地ビールとナッツで、気分はハワイアン！
①

コナビール ビッグウェーブ 6本セット

¥3,600（税込 ¥3,888）

●ビール ●355㎖×6本 ●ボトル高さ約20.5cm ●4.5度〈6本キャリ
ーケース入り〉
（個別箱なし）
［アメリカ／コナ ブリューイングカンパニー］
※輸入時期によりラベルデザインが変更になる場合があります。

②

③

④

上司に

おすすめ

それぞれにハワイらしさ
あふれる3種のコナビー
ルと、ハ ワイ産 ナッツ
100％のおつまみで、ハ
ワイ気分を満喫！
塩

〈6本キャリーケース入り〉

¥4,700（税込 ¥5,076）

●1袋198.45g ●1袋サイズ約17.5×9×5.5cm ●レギュラーコーヒー
（豆）●アメリカ製

苦みのないスムーズな口あたり、柑橘
系アロマが漂うフルーティーな味わい
が人気。ハワイの波をデザインしたラ
ベルも◎！

No.7773-7174

〈ギフト箱入り〉

マウイオニオン

コナビール ほろよいナッツセット
No.7773-7175

¥3,700（税込 ¥3,996）

●①アイランドプリンセスマカデミアナッツ アソート：70g
（2種：塩、マウイオニオン 各1袋〉
／アメ
リカ製 ●コナビール 3種セット：355㎖×3本〈3種：②ロングボードアイランドラガー
（4.5度）③フ
ァイアーロック・ペールエール（6.0度）④ビッグウェーブ・ゴールデンエール（4.5度）各1本〉
〈3
本セット箱入り〉
［アメリカ／コナ ブリューイングカンパニー］
※日本語表記あり。

コナビール
〈3本セット箱入り〉

※ワインの年代、アルコール度数、
ラベルデザインは輸入時期により変更になる場合があります。※ワイン・ビールの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、
これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。
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ハワイのガーリックシュリンプ
ブームの元祖でもある「ジョ
バンニズ」。落書きだらけの
ワゴンが名物のノースショア
で人気のエビ屋台です。

バラエティセット

海水からつくられた
かわいいバッグ入りソルト。

●1本354㎖ ●1本サイズ約直径6×高さ19.5ｃｍ ●簡易セット箱
入り（個別箱なし）●アメリカ製 ※日本語レシピ付き。※輸入時期
によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

¥2,180

ブランド
特集

No.7773-0178

¥5,200（税込 ¥5,616）

（税込 ¥2,354）

●1袋110g ●1袋サイズ約12×10cm（持ち手含
む）●アメリカ製 ※ハイビスカスの色は輸入時期に
よって変更になる場合があります。

心配別
おみやげ

天国のような
美しいビーチが有名な魔法の島。

配れるお菓子／
キャラクター

マウイ島

¥5,650（税込 ¥6,102）

●1袋85g（約18枚） ●1袋サイズ約18×8.5×6.5cm ●アメリカ製
《卵・小麦》※グラム計量のため枚数は異なる場合があります。

ハワイ ソルトバッグ入り
3袋セット

ガーリックシュリンプソース 3本セット

Maui

No.7773-0177

おすすめの定番ギフト／

漬け込んで炒めるだけで、絶品ガーリッ
クシュリンプが完成！プリプリとしたエビの 漬け込んで
炒めるだけ！
食感と、ガーリックの風味がたまりません。

No.7773-0176

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

ハレイワ チョコチップ
マカデミアナッツクッキー 8袋セット

〈ジョバンニズ〉

〈調理例〉

ハートデザインが
楽しい 袋 の 中に
はチョコチップと
サクッとした歯ご
たえがおいしい、
手づくりクッキーを
詰めました！

限定商品

オアフ島

ハワイアン
スキンケア

Oahu

アクティビティ満載の
ハワイの玄関口。

ハネムーン
ギフト

果実のおいしさそのまま詰めました。

色も甘さも、マウイのやさしさ。

果肉たっぷり ハワイアンパイナップルジャム

マウイシュガー 4袋セット

No.7773-0179

No.7773-0180

¥2,700（税込 ¥2,916）

●1瓶226g ●1瓶サイズ約直径7×高さ9.5cm ●簡易箱入り ●アメリカ製

¥2,900（税込 ¥3,132）

●1袋255g ●1袋サイズ約5×10×19.5cm ●アメリカ製

¥2,750

（税込 ¥2,970）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約30cm
●ぶどう品種：シラーズ、
メルロー ●13.5度
〈簡易箱入り〉
［アメリカ／マウイワイン］

ドラマティックな自然にあふれる
絶景の島。
100％カウアイ島産の
州公認コーヒー。
アメリカ最大の生産量を
誇るコーヒーメーカーか
ら。やさしく繊細な味わい
と香ばしさが自慢のカウア
イ島産コーヒーをどうぞ。

カウアイコーヒー アソートギフトセット
No.7773-0182

〈ギフト箱入り〉

¥4,900（税込 ¥5,292）

●1袋56.7ｇ ●5種：ムンドノーボ、コロアエステイト、ピーベリー、ティピカ、イエローカツアイ 各1袋 ●1袋サイズ約
17.5×5×3ｃｍ ●ギフト箱サイズ約15.5×27×3ｃｍ ●レギュラーコーヒー
（中挽き）
●アメリカ製

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。

コロアエステイト
ムンドノーボ
ナッツとチョコレー ほのかに感じるナ
トの豊かな香り。 ッツや木の香り。
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スキンケア ハワイアン
雑貨

1800年代前半にハワイ初の製
糖メーカーとして創業、1987年
にカウアイコーヒーカンパニーを
設立。アメリカ合衆国環境保護
庁が定めるすべての基準を守り、
環境にやさしいコーヒーを生産。
全米でも最大の生産量を誇るコ
ーヒーメーカーです。

イエローカツアイ
ティピカ
ピーベリー
バランスのとれた味 甘いベリー系果 柑橘系の甘酸っ
わい、ほのかな甘み。 実のニュアンス。 ぱい香りの余韻。

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

カウアイ島

No.7773-7181

ハワイ
島めぐり

Kauai

マウイ・メレ 赤ワイン

リカー＆
スナック

ハワイの気候が生んだサトウキビを、
じっくりと時間をかけ、伝統的な手法
でお砂糖に仕上げました。深い味わ
いは、ピュアな自然の恵み。

軽

ブランド
特集

マウイ産のゴールドパインをふんだんに使ったジャムは、まる
で生のパイナップルのような果実感とみずみずしさ。ゴロゴ
ロした果肉入りで、お菓子に混ぜたり炭酸割りにしたりとア
レンジも多様。

ホテル
ブランド

重

マウイ島で採れ
た 貴 重なぶどう
を使い、コクのあ
る味わいに仕 上
げました。

休日の朝にゆっくりと楽しみたい、ハワイアンカフェ。
コーヒーをいれれば、たちまち部屋はハワイの香りと思い出に包まれます。

CAFE & SWEETS TIME
ハワイアンカフェ&スイーツタイム

希少価値の高い、100％コナのプレミアムコーヒー。

限定栽培のコーヒー農園

世界でも最高級とされるハワイ島コナ地区
で栽培されるコナコーヒー。コーヒー栽培
に理想的な環境で育った完熟豆をていね
いに手摘みした希少品です。ほどよい酸味
と高貴な香り、芳醇なコクが特徴。

100%コナコーヒー
（シリアルナンバー付）
No.7773-0183

¥3,400（税込 ¥3,672）

●1箱100g ●1箱サイズ約10.5×10.5×7.5cm ●レギュラーコーヒー
（中挽き）
●アメリカ製
※この商品はレッドホースコーポレーション
（株）
と現地による共同企画開発商品です。
ホルアロア・マウカコーヒーがもつブランドの使用許可を得ています。

飾っておいても
さまになる
おしゃれな樽入り。
独特の酸味・甘み・苦みのバランス
のよさが魅力。木製の樽は小物入れ
としても使えます。

数量限定の証明
“シリアルナンバー”
と
生産者のサイン入り
カードが付いています。

セット
販売商品

1袋あたり
¥497
（税抜）

ハワイの有名ホテルやレストランからオーダーを受けるロースターが焙煎。
スペシャリストが引き出す風味と味わいをお楽しみください。

コナブレンドコーヒー 6袋セット

樽入りコナコーヒー 2個セット
No.7773-0184

¥5,500（税込 ¥5,940）

●1樽30g×2袋 ●1樽サイズ約直径10×高さ12cm ●レギュラーコーヒー
（中挽き） ●簡易セッ
ト箱
入り
（個別箱なし）●アメリカ製 ※輸入時期によりデザインと袋の仕様が変更になる場合があります。

No.7773-0185

¥2,980（税込 ¥3,218）

●1袋30g ●1袋サイズ約11×16.5×0.5cm ●レギュラーコーヒー
（中挽き）●アメリカ製

手軽にハワイの味を楽しめます。
ハワイの地域を代表するコーヒーをそれぞれ
ドリップコーヒーにしました。カップにコーヒー
バッグを置いてお湯を注ぐだけ。お手軽簡単
にハワイ生まれの味わいをお楽しみください。

赤いパッケージとライオンのトレードマー
クでおなじみの、ハワイでもっともポピュ
ーラーなコーヒーブランド。独特の香りを
お楽しみください！

ライオン ミニコーヒー 3種セット
No.7773-0186

トーステッド
ココナッツ

バニラ
マカデミア

チョコ
マカデミア

18ページにも掲載

¥2,000（税込 ¥2,160）

●1袋49g ●3種 : バニラマカデミア、チョコマカデミア、
トーステッドココナッツ 各1袋 ●1袋サイズ
約17×6×4cm ●セット箱サイズ約16.5×19×4cm ●レギュラーコーヒー
（中挽き）●アメリカ製
※輸入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。
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ハワイプチギフト
ハワイアンドリップコーヒー 4種セット
No.7773-0187

¥1,900（税込 ¥2,052）

●1袋7g ●4種:100%コナコーヒー、100%カウコーヒー、100%カウアイコーヒー、100%ワイアルアコ
ーヒー 各1袋 ●1袋サイズ約12.5×10cm●レギュラーコーヒー
（中挽き）●オーガンジー入り ●アメリカ製

ハワイアン
スキンケア
限定商品

メイド・イン・ハワイの多彩な味をお届けします。
ハワイの豊かな食文化を世界に伝えるべく、1997年に創業したマルバディ社。 100％コナコーヒーをはじめ、
マカデミアナッツやパンケーキ、ハチミツなど高品質なハワイ産の味を世界中に提供しています。

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

かんた
ん
お いし !
い!

オフィスでも家事の合間にも、インスタントにハワイ気分を。

バラエティセット

マルバディ100%コナコーヒー
インスタントスティック 3箱セット

No.7773-0188

¥4,980（税込 ¥5,378）

●1瓶42.52g ●1瓶サイズ約7×8.5cm ●インスタントコーヒー ●簡易セット箱入り
●アメリカ製

お菓子づくりや
お料理にも

No.7773-0191

¥2,900

（税込 ¥3,132）

●1袋227g ●3種 :オリジナル、ココナッツ、バナ
ナ ●1袋サイズ約14.5×8×5cm ●アメリカ製
《卵・乳・小麦》※日本語レシピ付き。

ハワイ
島めぐり

香り豊かでヘルシー、
スーパーフード。

マルバディ
パンケーキミックス 3種セット

リカー＆
スナック

①100%コナコーヒーインスタントスティック 20.4g（1.7g×12スティック）×1箱（インス
タントコーヒー）
／アメリカ製
②パンケーキミックス 227g×1袋／アメリカ製《卵・乳・小麦》※日本語レシピ付き。

牛乳か水を入れて焼くだけで、ふわふわハワイア
ンパンケーキのできあがり。オリジナル、バナナ、コ
コナッツの3種のフレーバーをお楽しみください。

ブランド
特集

¥2,600（税込 ¥2,808）

ホテル
ブランド

マルバディ パンケーキミックス &コナコーヒーセット

〈バナナ〉

ハネムーン
ギフト

ふわふわのパンケーキと、香り高いコナコ
ーヒーがサッと楽しめるセット。これさえあ
れば、おうちがハワイアンカフェに早変わり
！

〈ココナッツ〉

配れるお菓子／
キャラクター

②

〈オリジナル〉

No.7773-0190

¥5,980（税込 ¥6,458）

●1箱20.4g
（1.7g×12スティック）●1箱サイズ約13×7.5×4cm ●インスタントコーヒー ●アメリカ製

手軽に楽しむ、
焼きたてパンケーキ。

①

No.7773-0189

本場ハワイアンパンケーキを召し上がれ。

¥2,800（税込 ¥3,024）

●1個408g ●1個サイズ約直径7.5×高さ12cm ●原産国：
フィリピン、スリランカ、インド 加工地：アメリカ ※輸入時期によ
り原産国が変更になる場合があります。
※低温で保管した場合、成分が結晶化することがありますが、品
質に問題はございません。常温に置いていただければ元の状態
に戻ります。

〈パイナップル〉

カハラフレッシュ パンケーキミックス 2種セット
No.7773-0193

¥3,500（税込 ¥3,780）

●1袋209g ●2種 : バナナマカデミアナッツ、パイナップル 各1
袋 ●1袋サイズ約20×12.5×6.5cm ●アメリカ製《小麦》
※日本語レシピ付き。

チョコレートマカデミアナッツフレーバーがたまらな
いおいしさ！水だけでつくれる手軽さもグッド。便
利な使いきりサイズです。

ハワイアンサン パンケーキミックス
2袋セット
No.7773-0194

¥1,800（税込 ¥1,944）

●1袋170g ●1袋サイズ約21×12×3ｃｍ ●ミックス粉
●アメリカ製《卵・小麦》

34

スキンケア ハワイアン
雑貨

No.7773-0192

砂糖、香料、保存料を一切使用
しないこだわりのパンケーキ。甘
酸っぱいドライパイナップル入り、
香ばしいナッツ入りの2種。

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

〈バナナマカデミアナッツ〉

ヌティバ
ココナッツオイル

心配別
おみやげ

マルバディ100%コナコーヒーインスタント 2瓶セット

ブランド
特集

中身そのまま100％コナコーヒーの、便利な１杯
分スティックタイプもご用意しました。プレミアム
なコーヒーをいつでも持ち歩けますね。

おすすめの定番ギフト／

100年以上の伝統が醸し出すコナ独特のコクと香りをインスタントコ
ーヒーに。100％コナのインスタントは現地でも大人気！気軽にハワ
イの味をどうぞ。

TROPICAL

FRUITS&WINE

トロピカルフルーツ＆ワイン

楽園の香りがする、
なめらかな味を食卓に。

現地でも人気の
パイナップル。
甘さに違いあり。

パパイヤの至宝とも呼ばれる品種、カ
ポホソロ。選りすぐられた食べごろの
パパイヤをお届けします。

ダイヤモンドスター ハワイアンパパイヤ
No.7773-8195

植え付けから収穫までなんと18ヵ月もかかる
というパイナップル。定評のある芳醇な香り
と、豊かな甘さ、少ない酸味の、マウイゴール
ドの登場です。

別 送

¥10,980（税込 ¥11,858）

●約4.5kg
（7 〜 11個）●カポホソロ種
（非遺伝子組換）●セット箱サイズ約27.5×34×15.5cm
●アメリカ産 ※シールに日本語表記あり。※日本語説明書付き。
※キログラム計量のため個数が異なる場合があります。

マウイゴールドパイナップル 2個セット
No.7773-8196

別 送

¥7,300（税込 ¥7,884）

●1個約1.3 〜 1.5kg ●アメリカ産 ※無料おみやげ袋は同送されません。

フレッシュマンゴーの
おいしさそのまま凝縮。

配りやすい
個別包装

フレッシュな味と香り、
ほどよい酸味がたまら
ないおいしさ。南国の
味をお楽しみください。
チョコをまとった
魅惑のドライマンゴー。

ハワイアンホースト
ドライマンゴーチョコレート
No.7773-0197

セブンディー

¥1,243（税込 ¥1,342）

●１パック120ｇ
（1袋1枚入り×12袋）●1パックサイズ約24.5×17.5×5.5ｃｍ ●フィリピン製
夏季クール

7D ドライマンゴー 6袋セット
No.7773-0198

¥4,500（税込 ¥4,860）

●1袋100g ●1袋サイズ約21×14.5cm ●フィリピン製 ※輸
入時期によりパッケージデザインが変更になる場合があります。

セット
販売商品

1箱あたり
¥700
（税抜）

セット
販売商品

1袋あたり
¥403
（税抜）

パッションフルーツ
オレンジ

バナナとは思えない、
パリパリ食感がやみつき
！

マンゴーピーチ

薄切りバナナをカリッと揚げた人気のおやつ。パリ
パリ感がたまらないクセになるおいしさ。

ホットでもアイスでもナチュラルな香りと味が楽
しめるトロピカルティー。ティーバッグにホチキ
スを使わないエコな姿勢もグッド。

バナナツイスト 6袋セット

ハワイアン ナチュラルティー 3種セット

No.7773-0199

¥2,416（税込 ¥2,609）

●1袋80g ●1袋サイズ約6×16×25cm ●フィリピン製
※輸入時期によりパッケージデザイン、サイズが変更になる場合があります。
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パイナップル
ストロベリー

No.7773-0200

¥2,100（税込 ¥2,268）

●1箱16g（8ティーバッグ）●3種：パッションフルーツオレンジ、マンゴーピーチ、パイナップルストロ
ベリー 各1箱 ●1箱サイズ約12×9×2.5cm ●アメリカ製

ハワイアン
スキンケア
限定商品

げ VOICE

ハーフボトル
辛

6本で
¥500

アイスド パイナップルワイン

甘

〈1本あたり ￥1,897〉

¥11,380（税込 ¥12,290）
¥1,980（税込 ¥2,138）

●果実酒 ●375㎖ ●ボトル高さ約35cm
●10.5度〈簡易箱入り〉
●原料：パイナップル
［アメリカ／バカナリア］※輸入時期によりラベルデザインが変
更になる場合があります。

リカー＆
スナック

太陽の恵みたっぷりの
スパークリングワイン。

Pineapple
Liquor

ブランド
特集

トロピカルな香りが魅力。
爽やか白ワイン。

Sparkling

¥3,900

（税込 ¥4,212）

ホテル
ブランド

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約33cm ●12.0度〈1本ずつ簡易箱入り〉
●原料：ぶどう、パイナップル
［アメリカ／パーディコ］
※輸入時期によりラベルデザインが変更になる場合があります。

No.7773-7203

ハネムーン
ギフト

お得！

6本 No.7773-7201
1本 No.7773-7202

ハワイ
島めぐり

辛

甘

パイナップルの、いちばん甘
い部 分だけを集めて発 酵さ
せた、とっても珍しいワインで
す。ワイナリー自信の逸品。

配れるお菓子／
キャラクター

ほのかな甘い口あたりが魅力の
フルーツワインです。お友だち
やご家族とワイワイ気軽に楽し
めるおすすめのワイン。

パイナップルワイン
（レイ付）辛

心配別
おみやげ

みんなで気軽に飲める
ほんのり甘口ワイン。

ブランド
特集

今まではビン類は重いので、持
ち帰るのはあきらめていました。
とても助かります。これからも利
用したいと思っています。

（30代/女性）

バラエティセット

友人にあげたら、飲みやすかったの
か15分で飲み終えたと言っていまし
た。個人的には甘いのが好きなので
少し辛く感じました。
（50代/女性）

おすすめの定番ギフト／

お

や

パイナップルの甘さを
ぎゅっと凝縮。

み

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

液体物
ワレモノ ・
心配なしも
！
！

甘

辛

No.7773-7204

¥2,400

（税込 ¥2,592）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約29cm ●11.5度〈簡易箱
入り〉●原料：パイナップル［アメリカ／マウイワイン］※輸入時
期によりスクリューキャップに変更になる場合があります。

甘

ハワイじゃなければできな
かったかもしれない、パイ
ナップル100％のスパーク
リングワイン。ちょっと自慢
のおみやげ話にぴったり
です。

アメリカ産ウイスキーと、マ
ウイ産パイナップルが融合
しました。ハワイアンカウ
ボーイスピリットが詰まっ
た逸品です。

スパークリング パイナップルワイン

パニオロ パイナップルウイスキー

No.7773-7205

No.7773-7206

¥4,000（税込 ¥4,320）

●果実酒 ●750㎖ ●ボトル高さ約31cm ●12.0度〈簡易箱
入り〉
●原料：パイナップル［アメリカ／マウイワイン］
※輸入時期によりラベルデザインが変更になる場合があります。

¥7,600（税込 ¥8,208）

●ウイスキー ●750㎖ ●ボトル高さ約34.5cm
●40.0度〈簡易箱入り〉
［アメリカ／ハリイマイレ ディスティリングカンパニー］

※ワインの年代、アルコール度数、ラベルデザインは輸入時期により変更になる場合があります。※ワインの成分等が沈殿・浮遊することがありますが、これらは酒石やオリであり、飲用されてもお体に影響はございません。

●未成年者の飲酒は法律で禁止されています。●未成年者への酒類の販売はいたしておりません。
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スキンケア ハワイアン
雑貨

マウイブラン
パイナップルワイン

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

パイナップル果汁そ
のものを発 酵させ、
酸 味と甘 みが 香る
フルーティーな味わ
い。太 陽と大 地 の
恵みを感じるフルー
ツワイン。

Skin Care

スキンケア

魅惑の時間へと誘う、
トロピカルフレグランスの香り。
ハワイのフルーツや
花の香りが華やか。

南国アロマに癒されて、
極上気分のスキンケア

ロコも大好きなメイドインハワイのボ
ディローション。ナチュラル素 材で
お肌を乾燥から守ります。

ハワイの花やフル
ーツのトロピカル
な香りに、心もうる
おうフェイスパッ
ク。エレガントなパ
ッケージも素敵。

フォーエバーフローラルズ ボディローション 5本セット

フォーエバーフローラルズ フェイスパック 6枚セット

No.7773-0207

No.7773-0208

¥3,000（税込 ¥3,240）

¥2,700（税込 ¥2,916）

●1本30㎖ ●1本サイズ約直径3×高さ8.5cm ●5種：プルメリア、ココパパイヤ、パッションパイナ
ップル、ガーデニア、マンゴー 各1本 ●専用プラスチックケース入り
（個別包装なし）●アメリカ製
※輸入時期により香りの組み合わせが変更になる場合があります。

●1枚23㎖ ●1枚サイズ約16×12.5cm ●6種：プルメリア、ピカケ、パッションパイナップル、コ
コパパイヤ、マンゴー、ガーデニア 各1枚 ●専用プラスチックケース入り
（個別包装なし）●中国製
※輸入時期により香りの組み合わせが変更になる場合があります。

トロピカルの甘い香りを
口元に。

優雅なトロピカル花柄が素敵。
女性におすすめの贈り物。

ロコにも人気のメイドインハ
ワイのリップクリーム。トロピ
カルなフレグランスとカラフル
デザインがキュート。

フォーエバーフローラルズ
リップ 4本セット
No.7773-0209

フォーエバーフローラルズ
ハンドタオル 3枚セット

¥3,400（税込 ¥3,672）

No.7773-0210

●1本4.25g ●1本サイズ約長さ7cm ●4種：プルメリア、
ジンジャーグァバ、ココパパイヤ、マンゴー 各1本 ●透明
プラスチックケース入り ●アメリカ製

¥2,300（税込 ¥2,484）

●1枚サイズ約24.5×23.5cm ●3種：プルメリア、ガーデニア、パッションパイナップル 各1枚
●綿100％ ●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

南国の香りあふれる、オーガニックスキンケア。
メイドインハワイのやさしさを詰めて。

甘く優雅な香りに心も癒さ
れる、ハンドメイドソープ。
へちま入りでそのままボデ
ィに使えます。

ハワイの香りに満たされ
バスタイム。
カラフルなシェルが入ったバスソ
ルト。ハワイを感じる香りでくつ
ろぎの時間を。

バブルシャックハワイ
ルーファソープ 3種セット
No.7773-0211

¥3,750（税込 ¥4,050）

●1コ約100g ●1コサイズ約直径7.5×高さ2cm ●3種：ハワイ
アンウォーター、プルメリア、ココナッツクリーム 各1コ ●ビニール袋
入り
（個別包装あり）●アメリカ製

ネイルケアオイル
3コセット
No.7773-0213

¥3,900

（税込 ¥4,212）

●1コ27.3㎖
●1コサイズ約3.5×5×7.5cm
●ビニール袋入り
（個別包装なし）
●アメリカ製
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プルメリア
サンセット

バブルシャックハワイ バスソルト 2コセット
No.7773-0212

¥3,300（税込 ¥3,564）

●1コ110g ●1コサイズ約16.5×10.5×2.5cm ●2種 :プルメリアサンセット、
ハワイアンウォーターオーシャンブリス 各1コ ●ビニール袋入り（個別ビニール袋
入り）●アメリカ製

お花畑を閉じ込めたような
かわいさあふれるギフト。
優雅な花の香りで癒されネイルケア。

ハワイアンウォーター
オーシャンブリス

エキゾチック＆トロピカルな
洗練の香りに包まれて。
人気ブランドのバスソル
トでゆったりリラックス。
おしゃれな袋入り。

アイランドバス＆ボディ
バスソルト 4種セット
No.7773-0214

¥2,700（税込 ¥2,916）

●袋本体サイズ約4×5.5×7cm（ひも除く）●4種：マウイティーローズ
（56g）
、プルメリアバニラ
（42g）
、
ピカケジャスミン
（42g）
、ココナッツバニ
ラ
（56g）各1コ ●アメリカ製

セット
販売商品

1袋あたり
¥675
（税抜）

ハワイアン
スキンケア
限定商品

常夏の楽園からやってきた、手づくりナチュラルブランド。

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

ハワイアン
サンライズ

カウアイキス

バラエティセット

パイナップル

汗ばんだお肌や、
お風呂上がりに。

フルーツのほのかな香りが心地よいリップバーム。唇にうる
おいを与える高い保湿力は、オールシーズン欠かせない
コスメです。

ココナッツオイルをベースに、職人が
丹誠込めてつくった肌にやさしいソー
プ。ほのかな花の香りに包まれなが
ら、バスタイムを心地よく。

アロエベラを使った、お肌をさっ
ぱりさせてくれるミスト。プルメリ
アの優雅な香りにも癒されます。

アイランドソープ
リップバーム 4種セット
No.7773-0215

¥2,800（税込 ¥3,024）

アイランドソープ
プルメリア ボディミスト

No.7773-0216

No.7773-0217

¥2,600（税込 ¥2,808）

●1コ約50g ●石けんサイズ約7×4.5×2.5cm ●フェイス、ボディ兼用
●4種：プルメリアブロッサム､マンゴーココナッツグアバ､ピカケ､クリーミィコ
コナッツ 各1コ ●各種箱入り、
ビニール袋入り ●アメリカ製

¥950

（税込 ¥1,026）

●1本59㎖ ●ボトル高さ約13ｃｍ
●ビニール袋入り ●アメリカ製

ハネムーン
ギフト

大地と植物の恵み。温もりのハンドメイド。

クラハーブス ソープ＆ボディーローション
No.7773-0218

クラハーブスソープ 3種セット

¥2,000（税込 ¥2,160）

¥1,500（税込 ¥1,620）

●1コ約28g ●1コサイズ約5×4×2cm ●3種：チューブローズ、ペタル
ス、
ピカケ 各1コ ●塩ビケース入り ●アメリカ製
※手づくりのため、ソープのサイズが変更になる場合があります。

鮮やかな花柄にも
気分が上がる！

が
の形
お花
も
て
っ
と
ト♪
キュー

ハワイ
島めぐり

〈カモミール〉
〈ラベンダー〉
〈白檀〉 〈ザクロ〉
〈ローズ〉

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

〈オリジナル〉

ひじ、かかとの荒れに。キュートな缶入りで、気分
もワクワク。

No.7773-0220

¥3,900（税込 ¥4,212）

●1コ約15㎖ ●5種 : バニラスカイ、
ココロコ、
ピーチオンアース、
シュガーアップル、メリーラズベリー 各1コ ●1コサイズ約直径
4.5×高さ2.5cm ●箱入り
（個別包装なし）●スペイン製
※輸入時期によりデザインが変更になる場合があります。

ハンドクリーム 6本セット
No.7773-0221

¥3,600（税込 ¥3,888）

●1本10g ●6種：ローズ、ラベンダー、カモミール、白檀、ザクロ、
オリジナル 各1本 ●1本サイズ約直径1.5×8.5cm ●化粧箱サ
イズ約12×20×2.5cm ●化粧箱入り
（個別包装なし）●中国製

ハイビスカスとプルメリアの形を
モチーフにしたケースが素敵な
リップクリーム。持っているだけ
で友だちに自慢できちゃう
！

フラワーリップ 4コセット
No.7773-0222

¥3,980（税込 ¥4,298）

●1コ2g ●ハイビスカス：約4.5×4.5×3cm、プルメリア：約5×
5×3cm ●塩ビケース入り
（個別包装なし）●台湾製
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スキンケア ハワイアン
雑貨

アガタ・プラダバーム 5コセット

6種類の香りが楽しめる保湿
成分シアバター配合のすべ
すべハンドクリーム。

リカー＆
スナック

No.7773-0219

●ソープ：約28g、ボディーローション：約65㎖ 各1コ ●ソープ1コ
サイズ約5×4×2cm、ボディーローション1コサイズ約直径3×高さ
11.5cm ●ビニール袋入り
（個別包装なし）●アメリカ製
※手づくりのため、ソープのサイズが変更になる場合があります。

ブランド
特集

甘く上品に香るハワ
イの花々をエッセン
スにした手 づくり石
けん。マカデミアナッ
ツとココナッツのエキ
スでお肌もしっとり。

ハワイの花、プルメリアの香り
が心地よいソープとボディロー
ション。メイドインハワイの温もり
とやさしさをお肌へ。

ホテル
ブランド

上品アロマが
リッチなバスタイムを演出。

プルメリアの
優雅な香りに包まれて。

配れるお菓子／
キャラクター

●1コ約10g ●1コサイズ約直径4×1.5cm ●4種：カウアイキス､パイナッ
プル､ ハワイアンサンライズ､アイランドパッション 各1コ
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●アメリカ製

アイランドソープ ココナッツソープ 4種セット

心配別
おみやげ

フェイスにも使える
お肌にやさしいソープ。

ブランド
特集

うるおいも、南国の香りも、
欲張りに。

おすすめの定番ギフト／

アイランド
パッション

Hawaiian Quilt

ハワイアンキルト

ハワイアンキルトのある暮らし。
ハワイアンキルトの柄には、ハワイ特有の植物のモチーフが多く使
われます。大切な人を思ってアロハスピリットを贈りたいですね。

小さめサイズのポーチは色違いで使い
分けたり、仲良しさんとお揃いで持つの
もおすすめ。南国ムード満点のハイビス
カスのキルト柄が “ ハワイらしさ”を伝え
るステキなおみやげ。

ハワイアンキルト柄 ポーチ 2色セット
No.7773-0223
※商品に小物類は含まれません。

南 国 植 物 をモ
チーフにしたハ
ワイアンキルト柄
の 鍋 敷。カラフ
ルで洗練された
デザインは、イン
テリアとして壁に飾ってもおしゃれ。

テーブルを楽しく彩ってくれる、
パイナップル型のかわいいコー
スターです。

ハワイアンキルト柄鍋敷 3枚セット

No.7773-0225

No.7773-0224

パイナップルコースター
4枚セット

¥2,700（税込 ¥2,916）

●1枚サイズ約15×15×0.5cm ●表面：陶器、裏面：コルク ●無地箱入り（個別無
地箱入り）●中国製 ※輸入時期により色が若干異なる場合があります。

セット
販売商品

1枚あたり

※商品にグラスは
含まれません。

¥575
（税抜）

爽やかな色使いと伝
統 的キルト柄 がどん
なお部屋にもマッチ。
丸 洗い可 能で衛 生
的です。ソファーのア
クセント、
ドライブのお
供に、センスが光るク
ッションです。

1コあたり
¥450
（税抜）

ハワイアンキルト柄の袋
に優雅なバラの香りを詰
めました。クローゼットの
香りづけに、またインテリ
アとしても◎。香りが長く
続くうれしいサシェです。

ハワイアンキルト柄 ミニクッション

ハワイ サシェ 6コセット
No.7773-0226

¥2,300

（税込 ¥2,484）

●約16×10.5ｃｍ ●ポリエステル、綿
●ビニール袋入り
（個別包装なし）
●フィリピン製

セット
販売商品

伝統のハワイアンキ
ルト柄を使い、すべて
手 作 業でつくられる
OLIVIA の 商 品 は、
約40年にもわたりハ
ワイで愛され続けて
います。

¥2,380（税込 ¥2,570）

●約12.5×15×3.5cm ●ピンク､ブルー 各1コ
●ポリエステル65%、綿35%
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製
※輸入時期により色が変更になる場合があります。

¥2,700（税込 ¥2,916）

●1コサイズ約6.5×4.5cm ●綿・ポリエステル ●塩ビケース入り ●アメリカ製
※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。

No.7773-0227

¥1,380（税込 ¥1,490）

●約24×36.5×12cm ●生地：綿35% ポリエステル65%、中綿：ポリエステ
ル100% ●ビニール袋入り ●アメリカ製
※輸入時期により色、柄が変更になる場合があります。

インテリアに映える、ナチュラルな温もり。

美しいハワイの風景に
思い出がよみがえります。
セット
販売商品

1枚あたり
¥500
（税抜）

3コで
¥300
お得！

南国の植物モンステラの葉がモチーフの個性的な鍋敷。温もり
のあるウッド素材とシンプルなフォルムが印象的で、インテリアとし
て飾っても素敵！

ポットスタンド モンステラ

3コ No.7773-0228
1コ No.7773-0229

〈1コあたり
¥1,900〉

¥5,700（税込 ¥6,156）
¥2,000（税込 ¥2,160）

●約19×16×1.5cm ●ラバーウッド ●個別紙箱入り ●中国製
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天然木をレーザーカットして仕上げた
ハイセンスな鍋 敷。ハワイらしいホヌ
（亀）のモチーフです。壁掛けや花瓶
敷にも。

木製鍋敷
（ホヌ）2枚セット
No.7773-0230

¥2,010

（税込 ¥2,170）

●約15×15×0.5cm ●木製 ●セット箱入り
●中国製 ※日本語表記あり。※輸入時期により
材質が変更になる場合があります。

プルメリア
コースター 4枚セット
No.7773-0231

¥2,000

（税込 ¥2,160）

●1枚サイズ約10×10×0.3cm ●木質繊維板
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

雑

お

25

貨

1

OICE

いま人気のエコバッグは現地
で選ぶと時間が掛かりそうだ
と思い、
「おみやげ宅配便」
を
利用しました。柄も気に入りま
したし、
贈った方からも喜ばれ
ました。
（60代／男性）

売り上げ

No.

お得！

お得！

〈1枚あたり
¥817〉

②フラレフア エコバッグ
（グリーン）

6枚 No.7773-0232

¥4,900

6枚 No.7773-0234

〈1枚あたり
¥817〉

¥4,900

3枚 No.7773-0233

〈1枚あたり
¥894〉

¥2,680

3枚 No.7773-0235

〈1枚あたり
¥894〉

¥2,680

（税込 ¥5,292）
（税込 ¥2,894）

（税込 ¥2,894）

心配別
おみやげ

●約底面13.5×44.5×高さ36.5cm、持ち手高さ約25cm
●マチあり ●ネイビー ●ナイロン100%
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製

（税込 ¥5,292）

ブランド
特集

①フラレフア エコバッグ（ネイビー）

バラエティセット

6枚で
¥460

日本では「おみやげ宅配便」
限定販売のエコバッグ。実用
的でおみや
げに喜ばれる
と人気。自分
用 に、ギフト
用にいかがで
しょう。

おすすめの定番ギフト／

6枚で
¥460

Hula Lehua
（フラレフア）
アラモアナ・センター店
住所：1450 Ala Moana Blvd #1201
Honolulu, HI 96814
TEL：
（808）941-8881
営業時間：
月曜～土曜日 9:30 ～ 21:00
日曜日 10:00 ～ 19:00

み

げV

アイランド ハワイアン
プリンセス ホースト

ハワイ

マジックテープ
付きでとめられます。

や

限定商品

高さ約 ㎝

ハワイアンジュエリーやオリジナルファ
ッションなど、ハワイのトレンドを発信し
ているフラレフア。南の島の自然を感
じられる商品を提案する注目の人気シ
ョップから、ホノルルでしか入手できな
い限定アイテムをあなたへ。

②

ハワイアン
スキンケア

①

●約底面13.5×44.5×高さ36.5cm、持ち手高さ約25cm
●マチあり ●グリーン ●ナイロン100%
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製

配れるお菓子／
キャラクター

フラワーシェルネックレス
No.7773-0236

¥5,750（税込 ¥6,210）

甘い香りに火を灯せば、
まるで南国リゾート。

●全長約7.5cm（モチーフ部分約1.5cm）●アロイ、
真鍮、クリスタルガラス ●ロゴ入り紙箱入り ●中国製

ノックするたび、
癒されます。

キラキラ感が素敵な
貝殻型小物入れ。

¥3,000

（税込 ¥3,240）

セット
販売商品

1本あたり

これさえあれば
ハワイホリデーを証明します。

¥400

左右で
色が
変わるよ！

（税抜）

赤

セット
販売商品

黒

1本あたり
¥475
（税抜）

貝殻型の小物入れ 3コセット

No.7773-0238

No.7773-0239

¥1,800

（税込 ¥1,944）

●1コサイズ約直径9.5×高さ2cm
●ココナッツ皿：ヤシの実 ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●タイ製 ※輸入時期
により色が変更になる場合があります。

¥3,400

（税込 ¥3,672）

●1コサイズ約5×6×3cm ●3色：ピンク、ラ
イトブルー、ホワイト 各1コ ●合金、ガラス
●個別簡易箱入り ●中国製 ※輸入時期に
より色が変更になる場合があります。

イルカ
2色ボールペン 6本セット
No.7773-0240

¥2,400

（税込 ¥2,592）

●長さ約13.5cm ●インク: 黒、赤
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

ハワイ ボールペン
4本セット
No.7773-0241

¥1,900

（税込 ¥2,052）

●長さ約13.5cm ●ピンク、
ブルー 各2本
●インク：黒 ●ビニール袋入り
（個別ビニール
袋入り）●中国製
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スキンケア ハワイアン
雑貨

プルメリアキャンドル
6コセット

トロピカル
カフェ＆
スイーツタイム フルーツ＆ワイン

パールの
飾り付き

ハワイ
島めぐり

思い出をいつもそばに

No.7773-0237

リカー＆
スナック

●トップ：約4×3cm、チェーン長さ：約48cm（調整部分：約5cm）
●合金、
シェル、クリスタルガラス ●ロゴ入り紙箱入り ●韓国製

アビステ
キラキライルカストラップ

実寸
サイズ

ブランド
特集

住所：2424 Kalakaua Ave. Honolulu,
HI 96815 USA
TEL：
（808）
926-5430
営業時間：9：00-21：00

アビステハワイ店で人気のフラワーシェルネックレ
ス。シンプルなデザインながら、上品なキラキラ感が
美しく胸元を飾ってくれます。

ストーンをまとった姿が、水しぶきを上
げてジャンプしているような、イルカの
キラキラストラップ。キュートな女 子
力、アップしそうです。

ホテル
ブランド

HYATT REGENCY WAIKIKI RESORT & SPA

ハネムーン
ギフト

大人の遊び心をくすぐる美しさと輝きを
テーマに、年代を問わずキラキラ大好
きな女子たちに大人気のアビステ。オ
リジナルデザインのアクセサリーをはじ
め多彩なコスチュームジュエリーを取り
揃えています。国内・海外と幅広く展
開し、ハワイには5店舗のショップがあ
ります。そこでしか買えないデザインも
多数。訪れた際は、要チェックです。

Aloha Goods

セット
販売商品

セット
販売商品

幸 運の神 様、ティキなら
ご利 益 あ り！ かも … 。

かわいさが人 気！
ストラップをはずせば
ペンダントトップにも！

アロハ雑貨

1コあたり
¥600
（税抜）

本物の貝と砂を閉じ込めた、
やさしい香りのジェル・アロマキャンドル。

1コあたり

トロピカル
フルーツ
の香り

¥660
（税抜）

ビーチサンダル
ストラップ 3コセット
No.7773-0242

ハワイ神様 携帯ストラップ 3コセット

¥1,980（税込 ¥2,138）

●全長約8.5cm（モチーフ部分約2.5cm）●合金（メッキ）
、石：
ガラス ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製

セット
販売商品

ハワイを思って飲む？
思い出を入れる？

1コあたり
¥434

ストレート用の
ミニグラス

No.7773-0243

¥1,800（税込 ¥1,944）

●全長約12cm
（モチーフ部分約6.5cm）●神様：ポリレジン、ストラ
ップ：ガラス・ビーズ ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●イン
ドネシア製※輸入時期により一部色が変更になる場合があります。

鮮やかなハイビスカス柄が美しい爪やすり。
ハワイらしさ満点でネイルタイムも
楽しくなりそう。

高さ約 ㎝

セット
販売商品

¥300
（税抜）

ハワイ 爪やすり
6本セット

No.7773-0245

No.7773-0246

¥1,300（税込 ¥1,404）

●約直径5×高さ6cm ●ガラス ●箱入り
（個別包装あり）
●中国製

¥1,800（税込 ¥1,944）

●長さ約17.5×2cm ●ポリウレタン
●ビニール袋入り
（個別包装あり）●中国製

No.7773-0247

¥1,580（税込 ¥1,706）

※商品に化粧品は
含まれません。

カジュアルなロゴとタッセルが
オシャレなポーチ。裏地はか
わいいビタミンカラーで開ける
たびに元気になれそう。

1コあたり
¥230
（税抜）

ハワイ キーホルダー 10コセット

¥2,300（税込 ¥2,484）

●全長約7 〜 10cm（モチーフ部分約5 〜 6.5cm）●アクリル
●ビニール袋入り（個別ビニール袋入り）●中国製 ※輸入時
期により柄が変更になる場合があります。

ハイビスカスを
鮮やかにデザイン。

ハワイの思い出と幸せを
ドルフィンに込めて。

●全長約8cm
（モチーフ部分約2.5×3cm）●亜鉛合金
●ビニール袋入り
（個別包装なし）●中国製

セット
販売商品

No.7773-0248

¥2,700（税込 ¥2,916）

●約直径6×高さ5cm ●容器：ガラス
●紙箱入り
（個別塩ビケース入り）●台湾製

イルカチャーム 2コセット

アロハでキメた、
人 気のクマさん。

どれもがトロピカル。
みんなに配れるね。

No.7773-0244

ハワイの海を泳ぐドルフィ
ンをイメージしたペアチャ
ーム。幸 運を象 徴する
かのような、キラキラ輝く
レインボーラインが素敵。

1本あたり

アロハハワイ ショットグラス 3コセット

アクアキャンドル 3コセット

ご夫婦や
カップルへ

（税抜）

6

シーブリーズの香り

ローズの香り

セット
販売商品

アロハポーチ 2コセット

アロハベア
No.7773-0249

¥1,950（税込 ¥2,106）

●全長約30cm ●ポリエステル ●ビニール袋入り ●中国製
※輸入時期により色が変更になる場合があります。

セット
販売商品

¥450
（税抜）

¥2,900（税込 ¥3,132）

●サイズ約15×22×マチ4cm（モチーフ部分約7cm）●ピンク、オ
レンジ
（タッセル黄色）各1色 ●綿、
ポリエステル ●ビニール袋入り
（個別ビニール袋なし）●中国製

花プリントのゴルフボール。
ケースはバッグにもつけられる。

カラフルなハワイモチーフが楽しい！
工夫次第で、いろいろ使えそう。

1枚あたり

No.7773-0250

1コあたり
¥530

ポケットに
ティーも入れ
られて便利！

（税抜）

イメージ

ハワイアンコースター 3枚セット

ハワイ ヘアゴム 5コセット

No.7773-0251

No.7773-0252

¥1,350（税込 ¥1,458）

●約直径10.5×0.5cm ●アクリル
●ビニール袋入り
（個別ビニール袋入り）●中国製
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¥2,650（税込 ¥2,862）

●モチーフ部分約直径4ｃｍ ●フェルト ●ビニール袋入り
（個別
ビニール袋入り）●中国製

フローラル
ゴルフボール in バッグ
No.7773-0253

¥2,200（税込 ¥2,376）

●バッグ全長約20.5cm、ボール約直径4.5cm ● PVC、綿 ●フ
ローラルゴルフボール×3、
ミニバッグ×1 ●ビニール袋入り ●中
国製 ※輸入時期により色・柄が変更になる場合があります。

お申込みガイド ご希望日にお届けするため、旅行ご出発前までにご注文ください。
ご注文について
電話

郵送

0120-37-3974
上記番号でかかり
にくい場合は

FAX

お急ぎの場合は電話・FAXにてご注文ください。

03-5296-2100

〒

※通話料金は
お客様ご負担となります。

平日／ 9：00～18：00 土曜日／ 10：00～14：00
日曜・祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※お申込書をお手元に置いてお電話ください。
※時間帯によっては、
かかりにくい場合があります。
※在庫を確認しながらご注文できます。

ご出発までに弊社に到着するようご投函ください。尚、
到着までに約 1 週間かかるため、
お急ぎの場合はお電
話またはFAXにてお願い致します。
※ご注文内容の確認をさせていただく
場合がありますので、
お早めにご注文される事を
おすすめします。
※ご出発まで7日以内のお客様は、
お電話か
FAXでのご注文をおすすめします。

03-5296-2105
（ 24 時間受付）

お届けについて

クール料金、梱包送料について

ご注文受付後、4日〜 5日程でお届けいたします。

クール料金について

別送冷蔵
別 送 マークの商品）
別送品
（ 別送冷凍
は他の商品と別
便となり、
また、商品、地域によってお届け日が異なる場合がありますので、
お急ぎの方はお申込みの際にお電話でご確認ください。

お届け日・時間帯指定サービス

• お客様のご都合のよい日と時間帯にお届けします。 5日後
• 時期、天候状況、交通事情などにより、
お届けが遅れる場合があります。

お届け先指定サービス

• 勤務先や実家など、
ご自宅以外へのお届けも
承ります。

※ 別送冷凍

5日後

別送冷蔵

夏季クール

のいずれかを注文された場合は別途、
お届け先 1ヵ所につき全国一律

4日後

※クール料金対象期間： 別送冷凍
夏季クール

4日後
5日後

5日後

お支払いについて

¥

添付の
専用申込書を
ご利用ください。

梱包
送料

¥300（税込¥324 ）

2018年6月5日以降発送分から通年
6月15日～10月15日発送分

別送冷蔵

お届け先１ヵ所につき全国一律

¥900（税込¥972 ）

返品・交換について

商品到着後のお振込みで

返品・交換はお客様相談窓口へお電話を

商品と同送、又は郵送される専用振込用紙にて

• ご注文違いやお気に召さないなどお客様都合の場合は、商品のお届け後 14日間お受
けします。返品送料はお客様負担でお願いいたします。
ただし、商品の性質上、食料品・一度開封された商品の返品・交換はお受けできません
のでご了承ください。
• 破損や商品不良など当社理由による場合は、送料当社負担で引き取り対応にて返
品・交換いたします。

到着後 7日以内にお振込ください。
（振込手数料はお客様のご負担にてお願いします）

郵便局

銀 行

コンビニエンス
ストア

※コンビニエンスストアでは、一部お取り扱い出来ない場合がありますので
ご注意ください。

おことわり
価
格
お支払い
商
品

※お届け先のお名前がご注文者と異なる場合、請求書・振込用紙はご注文者に郵送します。
※ご注文内容・金額により、
お届け前にご入金いただく場合があります。

※商品の供給、配送および代金の請求につきましては
レッドホースコーポレーション
（株）に委託しております。
〈個人情報の取扱いについて〉
当社では、お申し込みいただきましたお客様の氏名、住所、電話番号、
メールアドレス、
ご
旅行先日程および当社との取引状況等の個人情報を厳重に管理し、当社からの商品発
送・請求書発送に限定して使用いたします。

その 他

• 表示価格は8％の消費税にて表示しております。
• 一部の商品・金額によっては当社よりご連絡の上、
お支払方法を変更していただく場合があります。
◯ 賞味期限について：別送品はお届けから未開封でおいしく召し上がれる日数の目安と、保存方
法を本誌に記載しております。記載がない商品はおみやげとしてご利用いただける期間を持っ
て発送いたします。お届け後の商品に記載している賞味期限をご確認の上、お早めにお召し
上がりください。※詳しくは
「お客様相談窓口」へお問い合わせください。
また、食品などの写
• カタログ掲載の商品は、印刷再現上、色調が実物と異なる場合があります。
真は、
あくまでも調理例・盛付例のため、商品に小物類は含まれておりません。
• 商品には日本語または多国語表記のものがありますが、現地でも同様の仕様で販売されている
商品
（現地でも販売されているパッケージ）
です。
◯ 本誌ではアレルギー特定原材料7品目《卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに》が含まれる食
品については、商品ごとに記載しております。※原材料の一部変更に伴い変わる可能性もご
ざいます。
ご利用の際は商品の輪入者シールをご確認ください。
• メーカーの都合及び輸入時期により仕様・デザイン・色・柄・サイズなどが変更される場合があります。
• 全品輸入品につき品切れの場合はご容赦ください。
その場合ご希望に近い商品をお送りする
事があります。
◯ 国内法により
「食品」
「化粧品
（石けん類含む）」
「お酒」
には日本語による輸入者シール、
「繊
維商品」
には品質表示シールが貼付されています。
• カタログ上の情報を当社の許可なく転写・複写する事はご容赦ください。
• サービス向上のためお客様との通話は録音されています。

※本文中の売り上げ実績・おみやげVoice等の内容はレッドホースコーポレーション
（株）における、売り上げ実績および利用された方々の
コメントを掲載しています。
委託先のレッドホースコーポレーション
（株）は安全・信頼性を
高めるためにさまざまな対応を進めております。
• 日本の国内法にのっとった自主検査を行い、
基準に遵守した商品を輸入しています。
• 食品衛生の一定レベルの知識を持った専門家がいます。
• 商品情報を独自に入手し、
その整備を進めています。
• 容器包装リサイクル法に積極的に取り組んでいます。

加盟主要団体
公 益
社団法人
公 益
社団法人

【酒類取扱】
レッドホースコーポレーション㈱
（酒類販売免許店）
〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座２－２－１８
いちご西本町ビル３Ｆ

42

お申し込み・お問い合わせ

株式
会社
〒101-0047

サクセス・ワールド

東京都千代田区内神田 2-6-6 第二柴田ビル

営業時間 平日／ 9：00～18：00 土曜日／ 10：00～14：00
日曜・祝日・年末年始はお休みさせていただきます

0120-37-3974

03-5296-2105

http://www.success-w.co.jp

旅先でも、帰国後も
ご利用ください。

保存版

■カタログ有効期限／2018.4→2019.5

2018.4 ① .7

