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アフォガート Affogato

＜シアトルスタイル＞ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、乳 等を主

原料とする食品、食用植物油脂、コーヒー（液体）、コーヒー（粉）、食塩、香料、乳化剤、酸化防

止剤（V.E）、着色料（カロチン）、（原料の一部に乳・大豆を含む）

 ＜マダガスカルバニラ＞ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、バ

ター、食用植物油脂、バニラペースト、乳化剤、香料 、（原料の一部に乳、大豆を含む）

アイリッシュコーヒー ＆ クリーム Irish Coffee & Cream
ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーン シロップ、乳等を主原料とする食品、ホ

ワイトコーティング（砂糖、植物油脂、脱脂粉乳）、食用植物油脂、コーヒー、食塩 、香料、乳化

剤、 酸化防止剤（V.E）、着色料（カロチン）、（原料の一部に乳・大豆を含む）

アマレットアーモンド Amaretto Almond
ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、アーモンド、無塩バター、食塩、

植物油、香料、乳化剤、（原料の一部に乳・大豆を含む）

エッグノッグ・ブランデーチョコレート Eggnog & Brandied Chocolate
ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、ダークチョコレート（カカオペー

スト、砂糖、カカオバター）、無塩バター、ナツメグパウダー、食塩、植物油、ブランデー（洋酒）、香

料、乳化剤、（原料の一部に乳・大豆を含む）

オランジェット Orangette

ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、チョコレート （カカオペースト、

砂糖、カカオバター、その他）、ココアパウダー、オレンジピール ダイス、生クリーム、食用植物油脂、

バター、ブランデー、乳化剤、香料、酸味料、（原料の一部に乳・大豆・オレンジを含む）

カシューキャラメル Cashew Caramel
ブラウンシュガー、カシューナッツ、コーン（遺伝子組換えでない）、 コーンシロップ、乳等を主原料と

する食品、食用植物油脂、食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、着色料（カロチン）、（原

料の一部に乳、大豆、カシューナッツを含む）

キャラメル ＆ チェダーチーズ Caramel & Cheddar Cheese

<チェダ―チーズ> 食用植物油脂、コーン（遺伝子組換えでない）、チェダ―チーズ、 クリーム、食

塩、乳化剤、着色料（黄4・黄5）、リン酸Na、酸味料 、（原料の一部に乳・大豆を含む）

 <クラシックキャラメル> ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、 乳等

を主原料とする食品、食用植物油脂、食塩 、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、着色料（カロチ

ン）、（原料の一部に乳・大豆を含む）

ククルザ・ケトルコーン KuKuRuZa Kettle Corn コーン（遺伝子組み換えでない）、グラニュー糖、コーン油、食塩

クッキー ＆ クリーム Cookies & Cream
ホワイトシュガー、コーンシロップ、コーン（遺伝子組み換えでない）、クッキー（砂糖、小麦粉、植物

油脂、乳糖、ココアパウダー、 ぶどう糖果糖液糖、コーンフラワー、カカオマス、ホエイパウダー、 食

塩)、食用植物油脂、香料、乳化剤、膨張剤、（原料の一部に乳、小麦、大豆を含む）

クラシックキャラメル Classic Caramel
ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、 乳等を主原料とする食品、食

用植物油脂、食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、着色料（カロチン）、（ 原料の一部に

乳・大豆を含む）

ココナッツオイル ＆ シーソルト Coconut Oil & Sea Salt
コーン（遺伝子組み換えでない）、ココナッツオイル、食塩（海塩）、乾燥酵母（ドライイースト、ナ

イアシン、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12)

ココナッツマカロン Coconut Macaroon

ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、チョコレート（カカオペースト、

砂糖、カカオバター）、乳等を主 原料とする食品、ココナッツ、食用植物油脂、食塩、香料、乳化

剤、 酸化防止剤（V.E）、着色料（カロチン）、漂白剤（亜硫酸Na）、（原料の一部に乳・大豆

を含む）

【ククルザ ポップコーン　原材料 一覧】

あ行

か行

※商品の改良、規格変更に伴い、予告なく変更する場合があります。
※コーンの選定には十分注意しておりますが、商品に不発コーンが稀に混ざる場合があり、不発コーンは大変硬く歯や歯茎を傷める可能性がありますのでご注意ください。
※当商品は、小麦・乳製品・大豆・豚肉・鶏肉・落花生・カシューナッツ・りんご・ゼラチン・バナナ・オレンジを使用した製品と同一の施設で製造しております。アレルギーをお持ちの方はご注意ください。
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サワークリーム ＆ オニオン Sour Cream & Onion

コーン（遺伝子組み換えでない）、食用植物油脂、サワークリームパウダー（食塩、 糖類（ブドウ

糖、粉糖）、バターミルクパウダー、蛋白加水分解物、乳等を主要原料とする食品、チーズパウダー、

香辛料）、チーズ、オニオンパウダー、ドライオニオン、粉末酢、ドライチャイブ、マルトデキストリン、食

塩 、調味料（アミノ酸等）、 香料、酸味料、微粒酸化ケイ素、乳化剤、乳酸、加工デンプン、カロチ

ノイド色素、（原料の一部に乳・大豆を含む）

シアトルスタイル Seattle Style
ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、乳等を主原料とする食品、食

用植物油脂、コーヒー（液体）、コーヒー（粉）、 食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、着

色料（カロチン）、（原料の一部に乳・大豆を含む）

シナモンロール Cinnamon Roll
ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組換えでない）、 コーンシロップ、乳等を主原料とする食品、ホワイ

トコーティング （砂糖・植物油脂・脱脂粉乳）、食用植物油脂、シナモン、食塩、ホワイ トシュガー、

香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、着色料（カロチン）、（原料の一部に乳・大豆を含む）

ジンジャーブレッドクッキー Gingerbread Cookie

ブラウンシュガー、ホワイトコーティング（砂糖、植物油脂、脱脂粉乳）、コーンシロップ、コーン（遺

伝子組換えでない）、ビスケット（小麦、砂糖、植物油脂、転化糖シロップ、食塩、香辛料）、乳等

を主原料とする食品、食用植物油脂、香辛料、食塩、加工黒糖、乳化剤、香料、膨張剤、酸化防止

剤（V.E）、着色料（カロチン）、（原料の一部に乳・大豆・小麦を含む）

スパイシーチェダー Spicy Cheddar
コーン（遺伝子組換えでない）、食用植物油脂、チェダーチーズ、 クリーム、ペパーソース、食塩、チ

リパウダー、ハバネロパウダー、 唐辛子、カイエンペッパー、乳化剤、着色料（黄4・黄5）、リン酸

Na、 乳酸、香料 、（原料の一部に乳・大豆を含む）

ソルティバナナ Salty Banana
ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、バナナチップ、 バナナピューレ、

バナナソース、食用植物油脂、塩、乳化剤、香料、着色料（クチ ナシ）、ｐH調整剤、酸化防止剤

（アスコルビン酸）、（原料の一部にバナナ、大豆を含む）

タキシード Tuxedo

ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、 チョコレート（カカオペースト、

砂糖、カカオバター）、乳等を主原料と する食品、ホワイトコーティング（砂糖・植物油脂・脱脂粉

乳）、 食用植物油脂、食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、着色料 （カロチン）、（原料

の一部に乳・大豆を含む）

チーズインドカリー Cheese Indo Curry
コーン（遺伝子組み換えでない）、食用植物油脂、チーズ、カレーパウダー、ホワイトシュガー、食

塩、マルトデキストリン、ガラムマサラ、トマトパウダー、オニオン、乳化剤、乳酸、香料、加工デンプン 、

（原料の一部に乳・大豆を含む）

チェダーチーズ Cheddar Cheese
食用植物油脂、コーン（遺伝子組換えでない）、チェダ―チーズ、 クリーム、食塩、乳化剤、着色料

（黄4・黄5）、リン酸Na、酸味料 、（原料の一部に乳・大豆を含む）

チリコンカン Chili Con Carne

コーン（遺伝子組み換えでない）、食用植物油脂、チェダーチーズ、チリコンカンパウダー（香辛料、

食塩、トマト風味パウダー、粉末醤油、ポーク風味調味料、蛋白加水分解物、その他）、クリーム、

食塩、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、着色料（黄４、黄５、パプリカ色素、カラメル）、酸味料、

リン酸Na、香料、微粒酸化ケイ素、甘味料（ステビア、カンゾウ）、香辛料抽出物、（原料の一部

に乳・大豆・豚肉・小麦・鶏肉を含む）

トリュフフロマージュ・ポルチーニ Truffle Fromage Porcini
コーン（遺伝子組換えでない）、大豆油、チェダ―チーズ、食塩、 トリュフオイル（オリーブオイル・白

トリュフエキス・白トリュフ）、 マルトデキストリン、ポルチーニパウダー、ブルーチーズ、黒トリュフ、 乳化

剤、香料、酸味料 、（原料の一部に乳・大豆を含む）

た行

さ行

※商品の改良、規格変更に伴い、予告なく変更する場合があります。
※コーンの選定には十分注意しておりますが、商品に不発コーンが稀に混ざる場合があり、不発コーンは大変硬く歯や歯茎を傷める可能性がありますのでご注意ください。
※当商品は、小麦・乳製品・大豆・豚肉・鶏肉・落花生・カシューナッツ・りんご・ゼラチン・バナナ・オレンジを使用した製品と同一の施設で製造しております。アレルギーをお持ちの方はご注意ください。
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パイン ココナッツ Pineapple Coconut
ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、ココナッツクリーム、食用植物油

脂、乾燥パイナップル、香辛料、香料、乳化剤、クエン酸、 漂白剤（亜硫酸塩）、（原料の一部に

大豆を含む）

バッファロー ＆ ブルーチーズ Buffalo & Bleu Cheese

ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、乳等を主原料とする食品、 食用植

物油脂、チーズ、食塩、ウスターソース（野菜・果物・醸造酢・糖類・食塩・アミノ酸液・香辛料）、 粉糖、

ブドウ糖、グラニュー糖、香辛料、ドライパセリ、粉末酢、蛋白加水分解物、クリームパウダー、 マルトデキ

ストリン、酵母エキスパウダー、ガーリックパウダー、調味料（アミノ酸等）、香料、 乳化剤、微粒二酸化

ケイ素、酸味料、着色料（カロチン・パプリカ）、酸化防止剤（V.E）、（原料の一部に乳、小麦、大豆

およびりんごを含む）

ハラペーニョ・ホワイトチェダー Jalapeno White Cheddar
コーン（遺伝子組み換えでない）、食用植物油脂、チーズ、食塩、ハラペーニョパ ウダー（青唐辛

子）、マルトデキストリン、乳化剤、乳酸、香料 、（原料の一部に乳・大豆を含む）

パルメザン ＆ ブラックペッパー
Parmesan＆Black Pepper With

Garlic

コーン（遺伝子組換えでない）、食用植物油脂、チェダーチーズ、パルメザンチーズ、ブラックペッ

パー、食塩、マルトデキストリン、ガーリックパウダー、ブルーチー ズ、フライドガーリック、乳化剤、乳

酸、香料、（原料の一部に乳・大豆を含む）

ハワイアンソルト・キャラメル Hawaiian Salted Caramel
ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、 乳等を主原料とする食品、食

用植物油脂、食塩、アラエア（赤土）、 香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、着色料（カロチン）

、（原材料の一部に乳・大豆を含む）

パンプキンスパイス・ピーカン Pumpkin Spice Pecan

ブラウンシュガー、ピーカンナッツ、コーンシロップ、コーン（遺伝子組換えでない）、乳等を主原料とす

る食品、パンプキンシード、 食用植物油脂、香辛料、食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、

着色料（カロチン）、（原料の一部に乳・大豆を含む）

ビネガー ＆ シーソルト Vinegar & Sea Salt コーン（遺伝子組み換えでない）、粉末酢、キャノーラ油、食塩、酸味料

ピンクベリー Pink Berry

ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、ストロベリーソース、乾燥苺（い

ちご濃縮果汁、小麦粉、砂糖、エルダーベリー濃縮果汁）、食 用植物油脂、香料、加工デンプン、

乳化剤、着色料（ラック、ベニコウジ、赤3、黄5、 青1）、酸味料、膨張剤、甘味料（スクラロー

ス）、（原料の一部に小麦・大豆を含む）

ファンシーナッツ・キャラメル Fancy Nut Caramel
ブラウンシュガー、コーンシロップ、コーン（遺伝子組み換えでない）、アーモンド、カシューナッツ、乳

等を主原料とする食品、ピーカンナッツ、食用植物油脂、食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤

（V.E）、 着色料（カロチン）、（原料の一部に乳・大豆・カシューナッツを含む）

ブラウンバター & シーソルト Brown Butter & Sea Salt コーン（遺伝子組み換えでない）、バター、食用植物油脂、食塩 、（原料の一部に乳を含む）

ブラックラズベリー
Black Raspberry with Vanilla

Cream

ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組換えでない）、コーンシロップ、ホワイトコーティ ング（砂糖・植

物油脂・脱脂粉乳）、食用植物油脂、香料、乳化剤、 着色料（赤3・黄5・青1）、（原料の一部

に乳・大豆を含む）

ブラッドオレンジ Blood Orange

ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、干し柿ペースト（干し柿、グラ

ニュー糖）、植物油、食塩、香料、着色料（ビートレッド粉末）、着色料製剤（食品素材、ソルビ

トール、乳化剤、カロテン、酸化防止剤（V.E）)、乳化剤、ステアリン酸 Ca 、（原料の一部に大豆

を含む）

は行

※商品の改良、規格変更に伴い、予告なく変更する場合があります。
※コーンの選定には十分注意しておりますが、商品に不発コーンが稀に混ざる場合があり、不発コーンは大変硬く歯や歯茎を傷める可能性がありますのでご注意ください。
※当商品は、小麦・乳製品・大豆・豚肉・鶏肉・落花生・カシューナッツ・りんご・ゼラチン・バナナ・オレンジを使用した製品と同一の施設で製造しております。アレルギーをお持ちの方はご注意ください。
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ブルーチーズ Bleu Cheese
 コーン（遺伝子組み換えでない）、ホワイト チェダーチーズペースト、ブルーチーズパウダー、ドライパ

セリ、ガーリックパウダー、調味料（アミノ酸等）、香料、レシチン、微粒酸化ケイ素、カロチノイド色

素、（原材料の一部に小麦・乳・大豆を含む）

ペパーミントココア
Peppermint Cocoa with

marshmallow

ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、マシュマロ（コーンシロップ、砂

糖、ブドウ糖、コーンスターチ、ゼラチン （豚））、乳等を主原料とする食品、食用植物油脂、ココア

パウダー、食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、着色料（カロチン）、ピロリン酸四ナトリウム

、（原料の一部に乳・大豆・ゼラチン（豚由来）を含む）

ホット ＆ スモーク Hot & Smoke

＜スパイシーチェダー＞コーン（遺伝子組換えでない）、食用植物油脂、チェダーチーズ、 クリーム、ペパーソース、食

塩、チリパウダー、ハバネロパウダー、 唐辛子、カイエンペッパー、乳化剤、着色料（黄4・黄5）、リン酸Na、 乳酸、

香料 、（原料の一部に乳・大豆を含む）

＜メープルベーコン＞ブラウンシュガー、コーンシロップ、コーン（遺伝子組み換え でない）、乳等を主原料とする食

品、ベーコンビッツ（豚ばら肉、食塩、 砂糖）、食用植物油脂、食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E、エリソルビ

ン酸Na）、着色料（カロチン）、くん液、リン酸塩（Na）、発色剤（亜硝酸Na）、（原料の一部に乳・大豆・豚

肉を含む）

ホワイトチェダー White Cheddar
コーン（遺伝子組み換えでない）、大豆油、チェダーチーズ、食塩、デキストリン、ブルー チーズ、乳

化剤、酸味料、香料 、（原料の一部に乳・大豆を含む）

マカダミア キャラメル Macadamia  Caramel
ブラウンシュガー、コーンシロップ、コーン（遺伝子組み換えでない）、マカダミアナッツ、乳等を主原料

とする食品、食用植物油脂、食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、着色料（カロチン）、

（原料の一部に乳、大豆を含む）

マダガスカル・バニラ Madagascar Vanilla
ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、バター、食用植物油脂、バニラ

ペースト、乳化剤、香料 、（原料の一部に乳、大豆を含む）

抹茶 Matcha with White Chocolate
ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、ホワイトコーティング（砂糖・植

物油脂・脱脂粉乳）、食用植物油脂、抹茶パウダー（緑茶・クロレラ）、抹茶ソース、香料、乳化

剤、着色料（紅花黄・クチナシ）、（原材料の一部に乳・大豆を含む）

ミントチョコチップ Mint Chocolate Chip
ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、 チョコレート（カカオペースト、砂糖、カカオバ

ター）、コーンシロップ、 チョコレートチップ（砂糖、カカオマス、植物油脂、全粉乳、乳糖、カカオバ

ター）、食用植物油脂、香料、乳化剤、着色料（黄4・青1）、（原料の一部に乳・大豆を含む）

メープルベーコン Maple Bacon

ブラウンシュガー、コーンシロップ、コーン（遺伝子組み換えでない）、乳等を主原料とする食品、ベー

コンビッツ（豚ばら肉、食塩、 砂糖）、食用植物油脂、食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E、エ

リソルビン酸Na）、着色料（カロチン）、くん液、リン酸塩（Na）、発色剤（亜硝酸Na）、（原料

の一部に乳・大豆・豚肉を含む）

リッチマンゴー Rich Mango
ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、 マンゴーソース、ドライマン

ゴー、食用植物油脂、香料、乳化剤、 着色料（カロチン、パプリカ色素）、酸味料 、（原料の一部

に大豆を含む）

ロッキーロード Rocky Road

ブラウンシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、チョコレート（カカオペースト、

砂糖、カカオバター）、乳等を主原料とする食品、 ホワイトコーティング（砂糖、植物油脂、脱脂粉

乳）、アーモンド、カシューナッツ、 マシュマロ（コーンシロップ、砂糖、ブドウ糖、コーンスターチ、ゼラチ

ン（豚））、 ピーカンナッツ、食用植物油脂、食塩、香料、乳化剤、酸化防止剤（V.E）、着色料

（カロチン）、ピロリン酸四ナトリウム 、（原料の一部に乳・大豆・カシューナッツ・ゼラチン（豚由

来）を含む）

わ行 ワイルド ハックルベリー Wild Huckleberry
ホワイトシュガー、コーン（遺伝子組み換えでない）、コーンシロップ、ドライブルーベリー、食用植物

油脂、香料、乳化剤、酸味料、着色料（赤 3、青1）、（原料の一部に大豆を含む）

ま行

ら行

は行

※商品の改良、規格変更に伴い、予告なく変更する場合があります。
※コーンの選定には十分注意しておりますが、商品に不発コーンが稀に混ざる場合があり、不発コーンは大変硬く歯や歯茎を傷める可能性がありますのでご注意ください。
※当商品は、小麦・乳製品・大豆・豚肉・鶏肉・落花生・カシューナッツ・りんご・ゼラチン・バナナ・オレンジを使用した製品と同一の施設で製造しております。アレルギーをお持ちの方はご注意ください。


