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アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー ا������� 

アレルゲン・ 
アレルギー誘発物質 

��ات �	������� 

アレルゲンの入っていない ات ا���������� �� ���� 

アレルギー性の・ 
アレルギー体質を持った 

 ���ب ���������

アナフィラキシーショック ����ِ�َ�َ �ٌ�َ� َصْ

抗ヒスタミン薬 ������ دات ا��"� 

食物アレルギー %$اء	ا������� � 

食物過敏症 %$اء	& ����ط ا��( 

食物不耐性 	)+* ا���م ا�� .� �	%$اء-

ヒスタミン ���ِ���� ا� 

…に対してアレルギーがある /�0� ي ح������� 

耐えられない *+ّ��ّی4 ا��- 

タンパク質 ا�7�و��� 

   

乳製品乳製品乳製品乳製品 �0ت ا�7�9ن�:� 

バター ة� ا�=>ْ�َ

バターミルク < ا�=��دي�	ا�� 

カゼイン ا�@�زی� 

チーズ �7ْ0ُا� 

牛乳 < ا�9.�ر�	ح 

クリーム ة�C.ا� 

山羊乳 =-�+< ا��	ح 

ケフィア ��D@ج�7 ا� 

ラクトース زF�آHا� 

ラクトース不耐性 زF�ْآ�H� <�.ِ	ْ)َِ�+>ِ* ا���ُم ا��َ-َ 

乳 >�	ا�� 

乳タンパク質 >�	و��� ا���� 

乳糖 >�	ا�� �@� 

羊乳 م�:IJ< ا�	ح 

ホエー・乳清 ��َ���ُ 

ホエーパウダー ����+درة ا�F� 

ホイップクリーム ��FD)+ا�@�ی+� ا� 

ヨーグルト �7	ا� 

   

ピーナッツピーナッツピーナッツピーナッツ K��Dا� 

木木木木のののの実実実実 ق� �F+0-� ا�7:

アーモンド F0زةا� 

杏仁 ز آ�+��يFج 

ブラジルナッツ �7	ا�� K��Dا� 

カシューナッツ ِزFْ0َا� Mَُزْی 

クリ ق� ا�7:

ココナッツ ��F:ا�� 

ハシバミの実・ 
ヘーゼルナッツ 

 ا�7:�ق ا�7�ازی	�

ケミリナッツ F	ا�� ا�����Jز اF0ا� 

マカダミアナッツ :�ء�ا�@� 

ナッツ・種実類 زF	ّا� 

ピーナッツ油 K��Dي �� ا�F"- Mزی ،K��Dا� Mزی 

ピーナッツソース・サテ ل ا�FDا� ��	صP���� ��	دان�، صF� 

ピーナッツバター دان�Fل ا��FDة ا�� ز��ة ا��D�K او ز�

ペカンの実 ی�Fا�� 

マツの実 R+C+ا� >� 

ピスタチオ ی@�: ا�7.�ن��Jز اF0ع �� ش0� ا�Fن 

クルミ Fا�@�ج 

クルミ油 � جFزة ا� :

   

大豆大豆大豆大豆 ی�Fب ا��F7ح 

レシチン �� ا�	���

大豆油 ی�Fا�� Mزی 

大豆タンパク ی�Fو��� ا���� 

醤油 ی�Fل ا��F( صFص 

テンペ Kون���: ا�7:%�ی� �WXم ان

豆腐 F(F�ی�، : ا�Fل ا��F( �� م ی���ن��WX
 راY< ا�FDل

   

マメマメマメマメ科植物科植物科植物科植物 ت���F.7ا� 

豆類 لFDا� 

レンズマメ س�Wا� 

ルピナス &���ا� 

エンドウマメ ءJا��7ز 

豆類 ب ا�.]�ن�F7ح 

   

グルテングルテングルテングルテン ��F	0ا� 

アマランス Mُل ا��9رنF	ُ�ْ�َ 

オオムギ ��WCّا� 

ふすま ���):ّا� 

ソバ داءا��:]� ا�F� 

ブルグア �%�F� : �� \�	� �� ]:م ��آ� ی��WX
 ا��:]�

セリアック症・小児脂肪便症 ��%�ِ�7اُء ا�7َْ]ِ:ّ� )� ا��� ا�

とうもろこし・メイズ اء�Dا�$رة ا�� 

小麦粉 ���[ا� 

グリアジン دی���	I:�[:و��� )� ا���� 

グルテン不耐性 ���F	0	� �.	)+* ا���م ا��- 

グルテニン ��:��F	ُI 

カムート ����.اع ا��:]� ا�Fان �� 

雑穀（キビ・アワ） ��� ح�7 ا�

オーツ ن�(FCا� 

米 ا9رز 

ライムギ دارF0ا� 

スペルト �[:ص:^ �� ن���7ت ا�� 

デンプン �C:ا� 

タピオカ آ�F�7�ى: ا�F	ء ��:[ ا���Cن 
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ライ小麦 *@�دار: ��ایF0ن�7ت � �0 �� ا��:]� وا� 

小麦 �[:ا�� 

   

魚介類魚介類魚介類魚介類 ت ا��7�ی�JFا�+�آ 

カタクチイワシ �(FCا9ن 

コイ طF7Cا� 

タラ � ش+�ل ا�+��\ اXJ	���� ا�+�ك : ا�.

カニ ن ا��7�ي�X�ا�� 

魚 ا�9+�ك 

ヒラメ・カレイ a[	D+ا� b+ا�� 

コダラ وق� �� انFاع ا�J+�ك: ا��

ニシン  �@ده:� �� ج:& ا���دی�: ا��ن b+� 

ロブスター ��7ج�اد ا� 

サバ ي�+.�Jك ا��7�ی�: ا�+�Jاع اFان �� 

ムール貝 ��7ا� a	� 

タコ طF7[�9ا 

カキ ا�+��ر 

スズキ ع �� انFك، ا�.�روس)�خ ن�+�Jاع اF 

アカガレイ &یH7ا� :a[	D� b+� 

サケ نF+	ا�� 

貝 ��ّ(� ا�9+�ك ا��

エビ ا��و���ن 

シタガレイ・シタビラメ e�F� b+� 

メカジキ ^ا��� b+� 

マス اوت��ن ا�+��\: ا�F+	ا�� 

マグロ ن�F�ا� b+� 

   

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 ج�ج� ا�

卵卵卵卵 g�7ا� 

アルブミン ���F�7�Jا 

コンアルブミン ���F�7ا�@�ن�� 

卵レシチン g�7ا� ������� 

卵白 g�7ض ا���� 

卵黄 g�7ا� a� 

グロブリン ���F��F	0ا� 

リゾチーム 4زایFی�Hا� 

マヨネーズ =ن�Fا�+�ی 

卵アルブミン g�7ا� ���F�7أ� 

   

肉肉肉肉 مF�	ا� 

牛肉 �.74 ا��� 

ハム �4 ا�(:=ی�� 

ハンバーガー �ا� ��7�ج 

ラム *+4 ا���� 

肉代替物 مF�	ا� *Yا�� 

挽肉 وم�D+4 ا��	ا� 

筋肉タンパク質 �	"Wو��� ا��� 

マトン 4 ا�(�وف�� 

豚肉 �4 ا�(:=ی�� 

サラミ ��Hا�� 

ソーセージ Kاو ا�:.�ن K0ا�� 

子牛肉 *0W4 ا��� 

   

スパイススパイススパイススパイス ا�7 �رات 

ハーブハーブハーブハーブ ب�C-9ا 

アニス نFا���ن� 

バジル ا�ّ�ی��ن 

黒がらし دF�Jا�(�دل ا 

キャラウェー ا�َ@�اوی� 

セロリ &(�@ا� 

シナモン �(�.ا� 

コリアンダー ا�@=��ة 

ウィキョウ・フェンネル �+Cن�7ت ا� 

ニンニク  Fما�

マスタード・からし ا�(�دل 

マスタード油 ا�(�دل Mزی 

ナツメグ >�[ز ا�Fج 

タマネギ *�7ا� 

パセリ &ون� ا�7.

コショウ *D	Dا� 

ペパーミント ع�:W:ا� 

セージ ��ّ���+ا� 

タイム ��Wاو ا�� ��ا�=- 

黄がらし �DصJا�(�دل ا 

   

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート ��JFآFCا� 

カカオ ا�@�آ�و 

カカオバター ة ا�@�آ�و� ز�

カカオマス �0:� ا�@�آ�و- 

カカオパウダー درة ا�@�آ�و�F 

   

添加物添加物添加物添加物 ا�+"�)�ت 

アゾ染料 ان ا9زوFأ� 

安息香酸塩 ا�7:=وات 

安息香酸 bا�7:=وی gُ+َْح 

着色料 ن�ت ا�%$اءF	� 

グルタミン酸 ت��F�F	0ا� 

保存料 �k(اد ا���F+ا� 

サリチル酸 تHا������� 

ソルビン酸塩 ر��تFا�� 

ソルビン酸 ر��تFا�� g+ح 

亜硫酸塩剤 Mی�D	ا�� 

二酸化硫黄・亜硫酸 �D	ا�� � ث�ن� اآ��
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タルトラジン ر��زی�ا��� 

バニラ Hن��Dا� 

バニリン ��	ن��Dا� 

   

糖糖糖糖 �@ا�� 

甘味料甘味料甘味料甘味料 ت��	�� 

アスパルテーム أ��7ر��م 

デキストロース وز��آ�� ا�

フルクトース زF�آ�Dا� 

果糖 � آ�Dا� �@� 

グルコース زFآF	0ا� 

グルコースシロップ زFآF	0ش�اب ا� 

ハチミツ *�Wا� 

イヌリン ���F:یmا 

転化糖 >	.�� �@� 

ラクチトール لF���J 

ラクツロース زF�آHا� 

マルニトール لF������ 

ソルビトール لF�ر��F� 

スクロース ا��@�وز 

キシリトール لF زای	�

   

果実果実果実果実 � آ�Dا� 

野菜野菜野菜野菜 وات�"� 

リンゴ ح�D�ا� 

アボカド آ�دوF(Jا 

バナナ زF+ا� 

ブロッコリー �	ا�7�وآ 

ニンジン ا�0=ر 

サクランボ ا�@�ز 

柑橘類 نF+�	او ا� oا�:�رن ���- 

キュウリ ا�(��ر 

ナツメヤシ �+�ا� 

イチジク ���ا� 

ブドウ >:Wا� 

グレープフルーツ ا�0�ی< )�وت 

キウイ يF�@ا� 

レモン نF+�	ا� 

ライム نF(=ا�=ی 

マンダリン ری�� ا�+:

オレンジ ا�7��.�ل 

オレンジジュース ا�7��.�ل ���- 

モモ خF)ا� 

ナシ ى� ا�@+

プラム قF��7ا� 

ホウレンソウ pا���7ن 

イチゴ او���Dا� 

トマト 4X�+[ا� 

   

酵母酵母酵母酵母 ا�(+��ة 

酵母エキス ا�(+��ة q	)��� 

ゴマゴマゴマゴマ 4�+رة ا��$� 

ゴマ油 4�+ا�� Mزی 

アルコールアルコールアルコールアルコール لF�@ا� 

ヒマワリヒマワリヒマワリヒマワリ油油油油 &+Cور -�7د ا�$� 

マッシュルームマッシュルームマッシュルームマッシュルーム وم�C+ا� �[( 

ヒラタケヒラタケヒラタケヒラタケ    ر��+��� P�7ش �[( 

 


