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アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー allergi 

アレルゲン・ 
アレルギー誘発物質 

allergifremkaldende stof 

アレルゲンの入っていない allergi-fri 

アレルギー性の・ 
アレルギー体質を持った 

allergisk 

アナフィラキシーショック allergisk chok - anafylaktisk 
chok 

抗ヒスタミン薬 antihistamin 

食物アレルギー fødevareallergi 

食物過敏症 Fødevareoverfølsomhed 

食物不耐性 ikke-allergisk 
fødevareoverfølsomhed 

ヒスタミン histamin 

…に対してアレルギーがある Jeg er allergisk over for 

耐えられない overfølsom, intolerant 

タンパク質 protein 

  

乳製品乳製品乳製品乳製品 mejeriprodukter 

バター smør 

バターミルク kærnemælk 

カゼイン kasein 

チーズ ost 

牛乳 komælk 

クリーム fløde 

山羊乳 gedemælk 

ケフィア kefir 

ラクトース laktose 

ラクトース不耐性 laktosemalabsorption 

乳 mælk 

乳タンパク質 mælke-protein 

乳糖 mælkesukker 

羊乳 fåre-mælk 

ホエー・乳清 valle 

ホエーパウダー vallepulver 

ホイップクリーム piskefløde 

ヨーグルト yoghurt 

  

ピーナッツピーナッツピーナッツピーナッツ jordnød 

木木木木のののの実実実実 trænødder 

アーモンド mandel 

杏仁 abrikoskerne 

ブラジルナッツ paranød 

カシューナッツ cashewnød 

クリ kastanie 

ココナッツ kokosnød 

ハシバミの実・ 
ヘーゼルナッツ 

hasselnød 

ケミリナッツ kemirinød 

マカダミアナッツ macadamia 

ナッツ・種実類 nød 

ピーナッツ油 jordnøddeolie 

ピーナッツソース・サテ  

ピーナッツバター peanutbutter/jordnøddesmør 

ペカンの実 pekannød 

マツの実 pinjekerne 

ピスタチオ pistacienød 

クルミ valnød 

クルミ油 valnøddeolie 

  

大豆大豆大豆大豆 sojabønne 

レシチン lecitin  

大豆油 soja-olie 

大豆タンパク soja-protein 

醤油 soja-sovs 

テンペ tempe 

豆腐 tofu 

  

マメマメマメマメ科植物科植物科植物科植物 bælgplante, bælgfrugt 

豆類 bønne 

レンズマメ linser 

ルピナス lupin 

エンドウマメ ært 

豆類  

  

グルテングルテングルテングルテン gluten 

アマランス amarant 

オオムギ byg 

ふすま klid 

ソバ boghvede 

ブルグア bulgur 

セリアック症・小児脂肪便症 cøliaki 

とうもろこし・メイズ majs 

小麦粉 mel 

グリアジン gliadin 

グルテン不耐性 cøliaki 

グルテニン glutenin 

カムート kamut 

雑穀（キビ・アワ） hirse 

オーツ havre 

米 ris 

ライムギ rug 

スペルト spelt 

デンプン stivelse 
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タピオカ tapioka 

ライ小麦 triticale 

小麦 hvede 

  

魚介類魚介類魚介類魚介類 fisk, skaldyr 

カタクチイワシ ansjos 

コイ karpe 

タラ torsk 

カニ krabbe 

魚 fisk 

ヒラメ・カレイ fladfisk 

コダラ kuller 

ニシン sild 

ロブスター hummer 

サバ makrel 

ムール貝 blåmusling 

タコ blæksprutte 

カキ østers 

スズキ aborre 

アカガレイ rødspætte 

サケ laks 

貝 skaldyr 

エビ reje 

シタガレイ・シタビラメ tunge, fladfisk 

メカジキ sværdfisk 

マス forel, bækørred 

マグロ tunfisk 

  

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 kylling 

卵卵卵卵 æg 

アルブミン albumin 

コンアルブミン conalbumin 

卵レシチン æg-lechitin 

卵白 æggehvide 

卵黄 æggeblomme 

グロブリン globulin 

リゾチーム lysozym 

マヨネーズ mayonnaise 

卵アルブミン ovo-albumin 

  

肉肉肉肉 kød 

牛肉 oksekød 

ハム skinke 

ハンバーガー hamburger 

ラム lam 

肉代替物 kød erstatning 

挽肉 hakket kød 

筋肉タンパク質  

マトン fårekød 

豚肉 svinekød, flæsk 

サラミ salami 

ソーセージ pølser 

子牛肉 kalvekød 

  

スパイススパイススパイススパイス krydderi 

ハーブハーブハーブハーブ urter 

アニス anis 

バジル basilikum 

黒がらし sort sennep 

キャラウェー kommen 

セロリ selleri 

シナモン kanel 

コリアンダー koriander 

ウィキョウ・フェンネル fennikel 

ニンニク hvidløg 

マスタード・からし sennep 

マスタード油 sennep-olie 

ナツメグ muskat 

タマネギ løg 

パセリ persille 

コショウ peber 

ペパーミント pebermynte 

セージ salve 

タイム timian 

黄がらし gul sennep 

  

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート chokolade 

カカオ kakao 

カカオバター kakaosmør 

カカオマス kakaomasse 

カカオパウダー kakaopulver 

  

添加物添加物添加物添加物 tilsætningsstoffer 

アゾ染料 axo-farvestoffer 

安息香酸塩 benzoate 

安息香酸 benzoesyre 

着色料 farvestoffer 

グルタミン酸 glutamat 

保存料 konserverings-middel 

サリチル酸 salicylat 

ソルビン酸塩 sorbat 

ソルビン酸 sorbinsyre 

亜硫酸塩剤 sulfit 
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二酸化硫黄・亜硫酸 svovldioxid 

タルトラジン tartrazin 

バニラ vanille 

バニリン vanillin 

  

糖糖糖糖 sukker 

甘味料甘味料甘味料甘味料 sødemiddel 

アスパルテーム aspartam 

デキストロース dextrose, druesukker 

フルクトース fruktose 

果糖 frugtsukker 

グルコース glykose 

グルコースシロップ glucosesirup 

ハチミツ honning 

イヌリン insulin 

転化糖 invertsukker 

ラクチトール lactitol 

ラクツロース lactulose 

マルニトール maltitol 

ソルビトール sorbitol 

スクロース sakkarose 

キシリトール xylitol 

  

果実果実果実果実 frugt 

野菜野菜野菜野菜 grøntsager 

リンゴ æbler 

アボカド avocado 

バナナ banan 

ブロッコリー broccoli 

ニンジン gulerod 

サクランボ kirsebær 

柑橘類 citrusfrugt 

キュウリ agurk 

ナツメヤシ daddel 

イチジク figen 

ブドウ drue 

グレープフルーツ grapefrugt 

キウイ kiwifrugt 

レモン citron 

ライム lime 

マンダリン mandarin 

オレンジ appelsin 

オレンジジュース appelsinjuice 

モモ fersken 

ナシ pærer 

プラム blomme 

ホウレンソウ spinat 

イチゴ jordbær 

トマト tomater 

  

酵母酵母酵母酵母 gær 

酵母エキス gærekstrakt 

ゴマゴマゴマゴマ sesamfrø 

ゴマ油 sesam-olie 

アルコールアルコールアルコールアルコール alkohol 

ヒマワリヒマワリヒマワリヒマワリ油油油油 solsikke-frø 

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 svamp 

ヒラタケヒラタケヒラタケヒラタケ    østers-hat 

 


