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ジャパンフリトレー株式会社(カルビーグループ、本社：茨城県古河市、代表取締役社長：駒田 勝)の、ア

メリカ・シカゴ生まれの老舗ポップコーン・ブランド「ギャレット ポップコーン ショップス®」は、パン

ケーキカフェ「J.S. PANCAKE CAFE」とコラボレーションを実施し、ポップコーンとパンケーキの新しい

マリアージュを提案します。コラボレーション企画として「J.S. PANCAKE CAFE × Garrett Popcorn 

Shops® コラボレーション缶」を 2016 年 1 月 14 日(木)より期間限定で販売する他、世界初登場の新フレ

ーバー「コーヒー キャラメルクリスプ TM」と「チョコココ キャラメルクリスプ TM」も期間限定で順次販売

します。また「J.S. PANCAKE CAFE」ではポップコーンとパンケーキを融合したスペシャルメニューを期

間限定で提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新フレーバーについて 

2016 年 1 月 14 日(木)より発売予定の世界初登場の新フレーバー「コーヒー キャラメルクリスプ TM」は、

キャラメルクリスプ TM の深いコクにコーヒーの香りがベストマッチした贅沢な逸品です。また「チョコココ 

キャラメルクリスプ TM」は 2016 年 2 月 1 日(月)より発売予定で、ほろ苦いココアキャラメルクリスプ TM

をベースにチョコレートのコクと風味を加えたリッチな味わいがバレンタインの新しい贈り物としておすす

めです。 

 

■「J.S. PANCAKE CAFE」限定メニューについて 

「J.S. PANCAKE CAFE」実店舗でも限定フレーバーの「コーヒー キャラメルクリスプ TM」と「チョココ

コ キャラメルクリスプ TM」を使用したパンケーキメニューを発売します。ポップコーンを使用した新しい

パンケーキをご堪能ください。 

シカゴ生まれのちょっと贅沢でグルメなポップコーン･ブランド 

「ギャレット ポップコーン ショップス®」 

パンケーキカフェ「J.S. PANCAKE CAFE」との 

新たな提案 ポップコーン×パンケーキ 
コラボデザイン缶＆世界初登場の新フレーバー2 種類 

「コーヒー キャラメルクリスプ TM」「チョコココ キャラメルクリスプ TM」 

明日 1 月 14 日(木)より順次 期間限定で発売開始！！ 

ジャパンフリトレー株式会社(カルビーグループ) 



 

■「J.S. PANCAKE CAFE × Garrett Popcorn Shops®」コラボレーションキャンペーンについて 

「J.S. PANCAKE CAFE × Garrett Popcorn Shops® コラボレーション缶」(クォート缶もしくは 1 ガロ

ン缶どちらでも)をご購入のお客様には「J.S. PANCAKE CAFE」で使用できるドリンクチケットをプレゼン

トします。ぜひこの機会に、見た目も可愛いコラボレーション缶に期間限定の新フレーバーを入れて食べ比

べてみてはいかがでしょうか。 

 

■「 J.S. PANCAKE CAFE × Garrett Popcorn Shops® コラボレーション缶」概要 

発売期間 ：2016年1月14日(木)~2016年2月中旬 ※なくなり次第、終了  

展開サイズ/価格 ：クォート缶(1,130円～)、1ガロン缶(2,800円～) 

展開店舗 ：ギャレット ポップコーン ショップス® 全店舗 

取り扱い可能なフレーバー： 

シカゴ ミックス®、キャラメルクリスプ 
T M

、チーズコーン、マイルド ソルト、

プレーン、アーモンド キャラメルクリスプ 
T M

(※1)、カシュー キャラメルクリス

プ 
T M

(※2)、コーヒーキャラメルクリスプ 
T M

、チョコココ キャラメルクリスプ 
T M

(※3) 

(※1) 2016年2月1日 (月 )～3月14日 (月 )の期間休売   

(※2) 2016年1月14日 (木 )～31日 (日 )の期間休売  

(※3) 2016年2月1日 (月 )から販売開始  

 

■期間限定フレーバー「コーヒー キャラメルクリスプTM」概要 

発売期間 ：2016年1月14日(木)~2016年1月31日(日) 

展開サイズ/価格 ：S(500円)、M(790円)、L(1,190円)、J(2,300円)、 

    クォート缶(1,500円)、1ガロン缶(3,600円)、 

  2ガロン缶(6,600円) 

展開店舗 ：ギャレット ポップコーン ショップス® 全店舗 

 

■期間限定フレーバー「チョコココ キャラメルクリスプTM」概要 

発売期間 ：2016年2月1日(月)~2016年3月14日(月) 

展開サイズ/価格 ：S(500円)、M(790円)、L(1,190円)、J(2,300円)、 

    クォート缶(1,500円)、1ガロン缶(3,600円)、 

  2ガロン缶(6,600円) 

展開店舗 ：ギャレット ポップコーン ショップス® 全店舗 

 

■「J.S. PANCAKE CAFE」コラボレーションパンケーキメニュー 

＜アップル キャラメル マスカルポーネ パンケーキ＞ 

発売期間 ：2016年1月14日(木)~1月31日(日) 

         2016年3月1日(火)~3月14日(月) 

展開店舗 ：J.S. PANCAKE CAFE 全14店舗(※4)  

 

＜ストロベリー チョコレート マスカルポーネ パンケーキ＞ 

発売期間 ：2016年2月1日(月)~2月29日(月) 

展開店舗 ：J.S. PANCAKE CAFE 全14店舗(※4) 

 

(※4) 自由が丘店、テラスモール湘南店、ルミネ立川店、中野セントラルパーク店、ラゾーナ川崎店、天王寺ミオ店、町田モディ店、マークイズみなとみらい店、

名古屋ラシック店、札幌ステラプレイス店、下北沢店、くずはモール店、金沢百番街Rinto店、ららぽーと富士見店 

 



■ 「ギャレット ポップコーン ショップス®」とは  

「ギャレット ポップコーン ショップス®」は、1949年アメリカのシカゴで創業

し、65年以上3世代にわたり伝承されてきた秘伝のファミリーレシピと手づくり

製法にこだわった、ちょっと贅沢でグルメなポップコーン・ブランドです。全米

では16店舗を展開するほか、シンガポール、香港、UAE、マレーシア、クエート、

タイ、韓国、台湾と合わせて世界10か国(2015年12月時点)に展開しており、世

界中で多くの方に愛されています。ギャレット ポップコーンの粒には、契約農

家により特別に栽培された大粒のトウモロコシのみを使用し、素材から手づくり

しています。  

ホームページ  ：http://jp.garrettpopcorn.com/   

Facebook 公式ページ ：http://www.facebook.com/GarrettPopcornJP  

Twitter   ：＠GarrettBrandsJP 

 

 

■ギャレット ポップコーン ショップス®店舗情報 

｜原宿店｜ 東京都渋谷区神宮前 1 丁目 13 番 18 号 

｜東京駅店｜ 東京都千代田区丸の内 1 丁目 9 番 1 号 東京駅一番街 地下 1 階     

｜酒々井プレミアム・アウトレット店｜ 千葉県印旛郡酒々井町飯積 2 丁目 4 番 1 号  酒々井プレミアム・アウトレット内  

｜名古屋店｜ 愛知県名古屋市中村区名駅 1 丁目 1 番 4 号 ジェイアール名古屋タカシマヤ 1 階 北ブロック デリシャスコート  

｜心斎橋店｜ 大阪府大阪市中央区心斎橋筋 2 丁目 7 番 1 号  

｜ららぽーと EXPOCITY 店｜ 大阪府吹田市千里万博公園 2-1 

 


