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シリーズ

オレンジ味 ストロベリー味 ブルーベリー味 オレンジ味 ストロベリー味 ブルーベリー味

賞味期限 賞味期限 5 年 賞味期限 5 年 賞味期限 5 年 賞味期限 3 年 賞味期限 3 年 賞味期限 3 年

エネルギー 304kcal 307kcal 297kcal 335kcal 331kcal 324kcal

たんぱく質 6.1g 6.1g 6.0g 7.8g 7.3g 7.8g

脂　　質 7.2g 7.4g 7.3g 11.1g 10.9g 10.9g

炭水化物 53.8g 54.0g 51.9g 51.0g 50.9g 48.7g

食塩相当量 0.51g 0.48g 0.46g 0.48g 0.43g 0.43g

シリーズ

ミルククリーム味 チョコクリーム味 メイプル味 抹茶味 バター味

賞味期限 賞味期限 1 年 賞味期限 1 年 賞味期限 1 年 賞味期限 1 年 賞味期限 1 年

エネルギー 365kcal 370kcal 363kcal 353kcal 345kcal

たんぱく質 8.5g 8.8g 8.3g 8.5g 7.9g

脂　　質 16.2g 16.8g 16.3g 14.9g 15.1g

炭水化物 46.3g 45.8g 45.8g 46.3g 44.3g

食塩相当量 0.46g 0.48g 0.48g 0.46g 0.48g

＜パンの缶詰　栄養成分及び原材料表示＞ (株)パン・アキモト

原
　
材
　
料

小麦粉（国内製造）、オ
レンジ味フィリング（糖
類（水あめ、砂糖、ぶど
う糖果糖液糖）、みか
ん、オレンジ）、砂糖、
マーガリン、油脂加工
食品、パン酵母、加熱
乳酸菌、食塩／加工で
ん粉、ソルビット、増粘
剤（増粘多糖類、ＣＭ
Ｃ）、香料、酸味料、ｐＨ
調整剤、乳化剤、リン酸
Ｃａ、粗製海水塩化マグ
ネシウム、着色料（カロ
テノイド、アナトー）、Ｖ．
Ｃ、酸化防止剤（Ｖ．
Ｅ）、（一部に小麦・乳成
分・大豆・オレンジを含
む）

小麦粉（国内製造）、い
ちご味フィリング（糖類
（砂糖、水あめ）、いち
ご）、砂糖、マーガリン、
油脂加工食品、パン酵
母、加熱乳酸菌、食塩
／加工でん粉、ソルビッ
ト、増粘剤（増粘多糖
類、ＣＭＣ）、着色料（紅
麹、クチナシ、アナ
トー、カロテン）、酸味
料、乳化剤、香料、ｐＨ
調整剤、リン酸Ｃａ、粗
製海水塩化マグネシウ
ム、Ｖ．Ｃ、酸化防止剤
（Ｖ．Ｅ）、（一部に小麦・
乳成分・大豆を含む）

小麦粉（国内製造）、ブ
ルーベリー味フィリング
（砂糖、水あめ、ブルー
ベリー、ブルーベリー濃
縮果汁、寒天）、砂糖、
マーガリン、油脂加工
食品、パン酵母、加熱
乳酸菌、食塩／加工で
ん粉、増粘剤（増粘多
糖類、ＣＭＣ）、香料、着
色料（アントシアニン、ク
チナシ、アナトー、カロ
テン）、ｐＨ調整剤、乳化
剤、粗製海水塩化マグ
ネシウム、リン酸Ｃａ、
Ｖ．Ｃ、酸化防止剤（Ｖ．
Ｅ）、（一部に小麦・乳成
分・大豆を含む）

小麦粉（国内製造）、オ
レンジ味フィリング（糖
類（水あめ、砂糖、ぶど
う糖果糖液糖）、みか
ん、オレンジ）、卵、マー
ガリン、砂糖、パン酵
母、脱脂粉乳、食塩、
発酵調味粉末、サワー
ドウパウダー、植物性
たん白／加工でん粉、
ソルビット、増粘多糖
類、香料、糊料（グルコ
マンナン）、乳化剤、酸
味料、ｐＨ調整剤、イー
ストフード、リン酸Ｃａ、
酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、着
色料（カロテノイド、アナ
トー）、Ｖ．Ｃ、（一部に
小麦・乳成分・卵・大
豆・オレンジを含む）

小麦粉（国内製造）、い
ちご味フィリング（糖類
（砂糖、水あめ）、いち
ご）、卵、マーガリン、砂
糖、パン酵母、脱脂粉
乳、食塩、発酵調味粉
末、サワードウパウ
ダー、植物性たん白／
加工でん粉、ソルビッ
ト、増粘多糖類、糊料
（グルコマンナン）、着色
料（紅麹、クチナシ、ア
ナトー）、乳化剤、香
料、酸味料、ｐＨ調整
剤、イーストフード、リン
酸Ｃａ、酸化防止剤（Ｖ．
Ｅ）、Ｖ．Ｃ、（一部に小
麦・乳成分・卵・大豆を
含む）

小麦粉（国内製造）、ブ
ルーベリー味フィリング
（砂糖、水あめ、ブルー
ベリー、ブルーベリー濃
縮果汁、寒天）、卵、
マーガリン、砂糖、パン
酵母、脱脂粉乳、食
塩、発酵調味粉末、サ
ワードウパウダー、植
物性たん白／加工でん
粉、増粘多糖類、糊料
（グルコマンナン）、香
料、乳化剤、着色料（ア
ントシアニン、クチナシ、
アナトー）、ｐＨ調整剤、
イーストフード、リン酸Ｃ
ａ、酸化防止剤（Ｖ．
Ｅ）、Ｖ．Ｃ、（一部に小
麦・乳成分・卵・大豆を
含む）

アキモトのパンのかんづめ　乳酸菌入り PANCAN
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小麦粉（国内製造）、牛
乳味フラワーペースト
（砂糖混合異性化液
糖、牛乳、パーム油、乳
調製品（砂糖、脱脂粉
乳、パーム油）、しょ糖
型液糖、なたね油、砂
糖、乾燥卵白、でん粉、
乳たん白、小麦粉、レモ
ン濃縮果汁、寒天加工
品、乳等を主要原料と
する食品、食塩、乳清ミ
ネラル）、卵、マーガリ
ン、砂糖、パン酵母、脱
脂粉乳、食塩、発酵調
味粉末、サワードウパ
ウダー、植物性たん白
／加工でん粉、糊料（グ
ルコマンナン）、香料、
乳化剤、増粘多糖類、
イーストフード、酸化防
止剤（Ｖ．Ｅ）、着色料
（アナトー）、Ｖ．Ｃ、（一
部に小麦・乳成分・卵・
大豆を含む）

小麦粉（国内製造）、
チョコレートフラワー
ペースト（砂糖混合異性
化液糖、なたね油、
パーム油、ココアパウ
ダー、果糖、デキストリ
ン、でん粉、砂糖、乾燥
卵白、乳たん白、レモン
濃縮果汁、カカオマス、
寒天加工品、小麦粉、
食塩）、卵、マーガリン、
砂糖、パン酵母、脱脂
粉乳、食塩、発酵調味
粉末、サワードウパウ
ダー、植物性たん白／
加工でん粉、糊料（グル
コマンナン）、乳化剤、
香料、増粘多糖類、
イーストフード、酸化防
止剤（Ｖ．Ｅ）、着色料
（アナトー）、Ｖ．Ｃ、（一
部に小麦・乳成分・卵・
大豆を含む）

小麦粉（国内製造）、
メープル味フラワーペー
スト（砂糖混合異性化
液糖、しょ糖型液糖、な
たね油、パーム油、デ
キストリン、砂糖、メー
プルシロップ、乾燥卵
白、乳たん白、でん粉、
レモン濃縮果汁、寒天
加工品、小麦粉、食
塩）、卵、マーガリン、砂
糖、パン酵母、脱脂粉
乳、食塩、発酵調味粉
末、サワードウパウ
ダー、植物性たん白／
加工でん粉、糊料（グル
コマンナン）、着色料（カ
ラメル、アナトー）、乳化
剤、香料、増粘多糖
類、イーストフード、酸
化防止剤（Ｖ．Ｅ）、Ｖ．
Ｃ、（一部に小麦・乳成
分・卵・大豆を含む）

PANCAN

小麦粉（国内製造）、バ
ター味フィリング（砂糖
混合異性化液糖、なた
ね油、バター、パーム
油、でん粉、砂糖、大豆
たん白、乾燥卵白、バ
ターミルクパウダー、乳
清たん白、小麦粉、食
塩）、卵、マーガリン、砂
糖、パン酵母、脱脂粉
乳、食塩、発酵調味粉
末、サワードウパウ
ダー、植物性たん白／
加工でん粉、糊料（グル
コマンナン）、香料、乳
化剤、増粘多糖類、
イーストフード、ｐＨ調整
剤、着色料（カロテン、
紅麹、アナトー）、酸化
防止剤（Ｖ．Ｅ）、Ｖ．Ｃ、
（一部に小麦・乳成分・
卵・大豆を含む）

小麦粉（国内製造）、抹
茶味フラワーペースト
（砂糖混合異性化液
糖、ショートニング、砂
糖、しょ糖型液糖、水あ
め、抹茶、でん粉、乳た
ん白、カカオマス、乾燥
卵白、小麦粉、寒天、
酵母エキス）、卵、マー
ガリン、砂糖、パン酵
母、脱脂粉乳、食塩、
発酵調味粉末、サワー
ドウパウダー、植物性
たん白／加工でん粉、
糊料（グルコマンナン）、
増粘多糖類、香料、乳
化剤、着色料（クチナ
シ、カロテン、アナ
トー）、ｐＨ調整剤、イー
ストフード、酸化防止剤
（Ｖ．Ｃ、Ｖ．Ｅ）、Ｖ．Ｃ
（一部に小麦・乳成分・
卵・大豆を含む）
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