
トロピカルアイランドグルメ 
6箱セット

販売価格 $72.00

ハワイ産の大粒マカダミアナッツが丸ご
と入った、甘さ控えめのチョコレート！

内容量 18粒入（226g）×6箱

エド＆ドンズ アロハシャツボック入り
マカダミアナッツチョコ

販売価格 $15.50

ハワイアン柄がかわいいミニボックス入り
のマカダミアナッツチョコレート。
ボックスを開いておると、アロハシャツに！

内容量 130g・2粒入 ×6箱

ss131商品番号

ed001商品番号

【ハワイ限定】ルルルンフェイスマスク

販売価格 $23.00
内容量 １箱 :４袋入り（１袋 :マスク７枚入り）

lu001 プルメリア商品番号

lu002 ポリネシア商品番号

大人気 Lululun フェイスマスクのハワイ限定版
自然の恵みを含んだ、ハワイらしい香りのフェイス
マスクです。たっぷりと含まれた美容液で保湿効果抜群！

日本配送不可

コナコーヒー100% 2 袋セット

販売価格 $58.00

コナコーヒー最上級のエクストラファンシーをミディアム
ローストで。コクがあって飲みやすいコーヒーと人気です。
豆・粉タイプの両方ございます！

内容量 198g×2 袋

ss704 豆タイプ商品番号

粉タイプss701商品番号

ハワイアン ドリップコーヒー 4種 
1 セットと5セット

ハワイの人気コーヒー産地４種を飲み比べできる
セット。お湯を注ぐだけの便利なドリップパック
でご用意しています。

ss715ss715 １セット商品番号

ss715ss716 5セット商品番号

ハワイアン焼酎 波花 

販売価格 $65.00

ハワイ産の芋を使用して作られた芋焼酎。
販売数量も限られている、幻の焼酎です！
アロハシャツブランド「イオラニ」の風呂敷に
包んでお届けいたします。

内容量 750ml

nm001商品番号 日本配送不可

ドライフルーツ 5袋セット

販売価格 $31.00

ハワイ産のフルーツを使用したドラ
イフルーツ。当社オリジナル商品！
ナチュラルなフレーバーがおいしい。
マンゴーとパイナップルよりご選択
ください。

ss858 マンゴー商品番号

ss656 パイナップル商品番号

内容量 85g×5 袋

プロポリス石鹸

販売価格 $5.00

お肌を滑らかで清潔に保つ、
女性に大人気の石鹸です。

ss302商品番号

内容量 100g x 1 個

マウナロア マカダミアナッツ
ミニ 24袋入り 2箱セット

販売価格 $49.00
内容量 14g・24袋 ×2箱

ss507商品番号

ml002商品番号

三角パックがばらまきに便利！
ハワイアンシーソルト、マウイ
オニオン・ガーリックフレーバー
の 2種ございます。

塩

オニオン

マウナロア マカダミアナッツ スナックマック

販売価格 $26.00
内容量 1oz（28g）×12袋

ml004商品番号

ml005商品番号

縦袋がおしゃれ！大人気定番マカダミアナッツ。
ハワイアンシーソルト、マウイオニオン・ガー
リックフレーバーの 2種ございます。

塩

オニオン

100％コナコーヒー　
ドリップタイプ 16袋セット

販売価格 $40.00

人気のコナコーヒーだけを取り
揃えました。

ss719商品番号

内容量 16袋入
販売価格 $10.00 内容量 4袋入

販売価格 $47.00 内容量 4袋入×5セット

コハナ・ラム KEA

販売価格 $48.00

ハワイ産のサトウキビで作られたラム
酒。樽熟成をしていないので、透明です。
サトウキビの香りを楽しめるラム酒！

内容量 375ml

rm001商品番号

食感も柔らかく、嚙み切りやすい
アヒ（ツナ）のジャーキー。
甘じょっぱい味がしみ込んでいて、
お酒のお供に最高！
15gと 56gの 2種類ございます。

カイマナジャーキー 
ツナジャーキーバラエティパック

kj003 15g商品番号 販売価格 $14.99 内容量 15gx5袋

kj004 56g商品番号 販売価格 $54.00 内容量 56gx5袋

88TEES オリジナル 
折りたたみエコトートバッグ　

販売価格 $8.00

人気の Tシャツブランド、88TEES の
エコバッグ。軽量で折りたためて便利！

88021 ピンク商品番号

88022 ブルー商品番号

サイズ
W約38xH約25cm（持ち手約12cm）xマチ14cm
折りたたみ時サイズ約12.5x15cm

Alcoholお酒

Chocolateチョコレート Macadamia nutsマカデミアナッツ

Coffeeコーヒー

Beautyビューティー

Recommendおすすめ



ハワイのおみやげ選びは、
ゆっくりネットで注文！

ご旅行中の空いた時間にオンラインでご注文、
受け取りはご都合に合わせてホテルのお部屋、または日本のご自宅で。

おみやげショッピングはオンライン注文を上手に使って、ハワイ滞在時間を有効活用しませんか？

ご注文はこちらから
ご利用に際しての注意点
ハチミツ、ルルルン、プロポリス石けん等は、液体物、練り物とみなされますので、手荷物にしないでください。❶

商品の内容、金額、パッケージのデザイン等は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。❷

印刷の都合上、実際の商品の色とは異なる場合があります。❸

日本到着後のお問い合わせ、ご質問、追加注文は下記へご連絡ください。❹

空いた時間に

ホテルのお部屋にお届け
弊社スタッフがホテルまで直接
お届けします。
受取り時のサインも不要ですの
で、お部屋にいる必要もなく、
カンタンにお受け取りいただけ
ます。

ハワイから日本のご自宅まで
直接お届けします。
ハワイ滞在中のお買い物で荷
物が増えた場合のスーツケー
スの心配も不要です。
（※一部、日本へ発送できない商品がご
ざいます。）

日本のご自宅に直接配送

空いた時間にネットで注文
おみやげ選びは、空いた時間に
ゆっくりオンラインで。
人気・注目アイテムやハワイ限
定品をじっくりチェック！

おみやげ選びの時間を削減して、
ビーチやショッピング、お食事を
存分に満喫！滞在中は思いっきり
ハワイを楽しんで♪

滞在中は手ぶらでハワイを満喫！

カンタン
注文

ハワイを
満喫

おみやげサービスご利用方法

安心のヤマト便で発送します

簡単便利 !

2つの
受取り方法

選べる！

Cookieクッキー

ホノルルクッキー
ピンクボックス トロピカルコレクション

hn002商品番号

販売価格 $23.00

直営店では手に入らない、かわいらしい
ピンクボックスの大人気ホノルルクッキー！

内容量 16枚（4種 x4タイプ）

ホノルルクッキー  アロハコレクション
シグネーチャーギフトボックス 12枚入り

hn001商品番号

販売価格 $19.00

上品でおしゃれなシグネーチャーのグリーンボックスに
入ったセット。4種のクッキーが入ったアソートタイプです。

内容量 12枚（4種 x3タイプ）

Recommendおすすめ

ハワイアンセレクション ナチュラルパンケーキミックス
（バターミルク＆マカダミアナッツ味）

販売価格 $13.50

お水を混ぜて焼くだけでふわふわパンケーキが完成。
保存に便利なジッパー付き、クリップには "HAWAII”
と "ALOHA” の文字が刻印されております。

内容量 226ｇｘ 2 袋

ss863商品番号

ビッグアイランドビーズ 
ホワイトハニー オヒアレフア

販売価格 $14.00

ハワイ島のキラウエア火山のふもとで咲く花”オヒアレフア”の
オーガニックはちみつ。加熱処理・濾過をしていないので、

栄養価も高く、濃厚でクリーミーな味わいが人気です。

内容量 255g

ss826商品番号

ハワイ
限定

E-mail : gift@tachibana.com　HP :https://link.mygifthawaii.com/JPK
☎ 808-924-1712 （ハワイ時間 9:00am - 5:00pm/日本時間 4:00am - 12:00pm）




