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アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー alergi 

アレルゲン・ 
アレルギー誘発物質 

bahan penyebab alergi 

アレルゲンの入っていない bebas bahan penyebab alergi 

アレルギー性の・ 
アレルギー体質を持った 

alergik 

アナフィラキシーショック shock anaphilaktik 

抗ヒスタミン薬 anti-histamin 

食物アレルギー alergi makanan 

食物過敏症 Hipersensitif terhadap 
makanan 

食物不耐性 intoleran terhadap makanan 

ヒスタミン histamin 

…に対してアレルギーがある Saya alergi terhadap… 

耐えられない intoleran 

タンパク質 protein 

  

乳製品乳製品乳製品乳製品 produk-produk dari 
susu 

バター mentega 

バターミルク buttermilk 

カゼイン kasein 

チーズ keju 

牛乳 susu sapi 

クリーム krim 

山羊乳 susu kambing 

ケフィア kefir 

ラクトース laktosa 

ラクトース不耐性 laktosa intoleran 

乳 susu 

乳タンパク質 protein susu 

乳糖 gula susu 

羊乳 susu domba 

ホエー・乳清 whey 

ホエーパウダー bubuk whey 

ホイップクリーム whipped cream 

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 kacang 

木木木木のののの実実実実 tumbuhan kacang-
kacangan 

アーモンド almond 

杏仁 biji aprikot 

ブラジルナッツ kacang Brazil  

カシューナッツ kacang mede 

クリ chestnut 

ココナッツ kelapa 

ハシバミの実・ 
ヘーゼルナッツ 

hazelnut 

ケミリナッツ kemiri 

マカダミアナッツ kacang macadamia 

ナッツ・種実類 kacang-kacangan 

ピーナッツ油 minyak kacang, minyak 
arachid 

ピーナッツソース・サテ saus kacang, saus sate 

ピーナッツバター selai kacang 

ペカンの実 kacang pecan 

マツの実 biji pinus 

ピスタチオ pistachio 

クルミ walnut 

クルミ油 minyak walnut 

  

大豆大豆大豆大豆 kedelai 

レシチン lesitin 

大豆油 minyak kedelai 

大豆タンパク protein kedelai 

醤油 kecap 

テンペ tempe 

豆腐 tahu 

  

マメマメマメマメ科植物科植物科植物科植物 polong-polongan 

豆類 buncis 

レンズマメ miju-miju 

ルピナス lupin 

エンドウマメ kacang polong 

豆類 pulses 

  

グルテングルテングルテングルテン gluten 

アマランス amaranth 

オオムギ barley 

ふすま kulit gandum 

ソバ buckwheat 

ブルグア bulgur 

セリアック症・小児脂肪便症 penyakit kolik 

とうもろこし・メイズ tepung jagung 

小麦粉 tepung 

グリアジン gliadin 

グルテン不耐性 gluten intoleran 

グルテニン glutenin 

カムート kamut 

雑穀（キビ・アワ） millet 

オーツ oats 

米 nasi 

ライムギ rye 

スペルト spelt 
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デンプン pati 

タピオカ tapioka 

ライ小麦 triticale 

小麦 terigu 

  

魚介類魚介類魚介類魚介類 makanan hasil laut 

カタクチイワシ ikan teri 

コイ ikan carp 

タラ ikan cod 

カニ kepiting 

魚 ikan 

ヒラメ・カレイ ikan flatfish 

コダラ ikan haddock 

ニシン ikan haring 

ロブスター udang karang (lobster) 

サバ ikan mackerel 

ムール貝 remis 

タコ cumi-cumi 

カキ tiram 

スズキ perch, bass 

アカガレイ ikan plaice 

サケ salmon 

貝 kerang 

エビ udang 

シタガレイ・シタビラメ ikan sole 

メカジキ ikan todak 

マス ikan trout 

マグロ ikan tuna 

  

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 ayam 

卵卵卵卵 telur 

アルブミン albumin 

コンアルブミン conalbumin 

卵レシチン lesitin telur 

卵白 putih telur 

卵黄 kuning telur 

グロブリン globulin 

リゾチーム lysozyme 

マヨネーズ mayonnaise 

卵アルブミン ovo-albumin 

  

肉肉肉肉 daging 

牛肉 sapi 

ハム ham 

ハンバーガー hamburger 

ラム anak domba 

肉代替物 pengganti daging 

挽肉 daging cincang 

筋肉タンパク質 protein otot 

マトン daging domba 

豚肉 babi 

サラミ salami 

ソーセージ sosis 

子牛肉 daging anak lembu 

  

スパイススパイススパイススパイス rempah-rempah 

ハーブハーブハーブハーブ herbs 

アニス adas 

バジル kemangi 

黒がらし mustard hitam 

キャラウェー jintan 

セロリ seledri 

シナモン kayu manis 

コリアンダー ketumbar 

ウィキョウ・フェンネル adas 

ニンニク bawang putih 

マスタード・からし mustard 

マスタード油 minyak mustard 

ナツメグ pala 

タマネギ bawang 

パセリ peterseli 

コショウ merica 

ペパーミント daun pudina 

セージ sage 

タイム thyme 

黄がらし mustard kuning 

  

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート coklat 

カカオ coklat 

カカオバター cocoa butter 

カカオマス cocoa massa 

カカオパウダー bubuk coklat 

  

添加物添加物添加物添加物 bahan tambahan 

アゾ染料 pewarna-azo 

安息香酸塩 benzoat 

安息香酸 asam benzoat 

着色料 pewarna makanan 

グルタミン酸 glutamat, MSG, vetsin 

保存料 bahan pengawet 

サリチル酸 salicylate 

ソルビン酸塩 sorbat 

ソルビン酸 asam sorbat 
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亜硫酸塩剤 sulfit 

二酸化硫黄・亜硫酸 sulfur dioxida 

タルトラジン tartrazine 

バニラ vanila 

バニリン vanilin 

  

糖糖糖糖 gula 

甘味料甘味料甘味料甘味料 pemanis 

アスパルテーム aspartam 

デキストロース dekstrosa 

フルクトース fruktosa 

果糖 gula buah 

グルコース glukosa 

グルコースシロップ sirup glukosa 

ハチミツ madu 

イヌリン inulin 

転化糖 gula invert 

ラクチトール lactitol 

ラクツロース laktulosa 

マルニトール maltitol 

ソルビトール sorbitol 

スクロース sukrosa 

キシリトール xylitol 

  

果実果実果実果実 buah 

野菜野菜野菜野菜 sajoer 

リンゴ apel 

アボカド adpokat 

バナナ pisang 

ブロッコリー brokoli 

ニンジン wortel 

サクランボ ceri 

柑橘類 jeruk nipis 

キュウリ ketimun 

ナツメヤシ kurma 

イチジク beringin 

ブドウ anggur 

グレープフルーツ grapefruit 

キウイ kiwi 

レモン lemon 

ライム limau 

マンダリン jeruk mandarin 

オレンジ jeruk 

オレンジジュース jus jeruk 

モモ persik 

ナシ per 

プラム prem 

ホウレンソウ bayam 

イチゴ arbei 

トマト tomat 

  

酵母酵母酵母酵母 ragi 

酵母エキス ekstrak ragi 

ゴマゴマゴマゴマ biji wijen 

ゴマ油 minyak wijen 

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 biji bunga matahari 

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 jamur 

ヒラタケヒラタケヒラタケヒラタケ    jamur tiram 

 


