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アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー allergia 

アレルゲン・ 
アレルギー誘発物質 

allergene 

アレルゲンの入っていない senza allergeni 

アレルギー性の・ 
アレルギー体質を持った 

allergico 

アナフィラキシーショック shock anafilattico 

抗ヒスタミン薬 antistaminico 

食物アレルギー allergia alimentare 

食物過敏症 ipersensibilita’ alimentare 

食物不耐性 intolleranza alimentare 

ヒスタミン istamina 

…に対してアレルギーがある sono allergico a…. 

耐えられない intollerante 

タンパク質 proteine 

  

乳製品乳製品乳製品乳製品 prodotti caseari 

バター burro 

バターミルク latticello; siero di latte 

カゼイン caseina 

チーズ formaggio 

牛乳 latte di vacca; latte di mucca 

クリーム crema; panna 

山羊乳 latte di capra 

ケフィア kefir 

ラクトース lattosio 

ラクトース不耐性 intolleranza al lattosio 

乳 latte 

乳タンパク質 proteine del latte 

乳糖 zuccheri del latte 

羊乳 latte di pecora 

ホエー・乳清 siero 

ホエーパウダー siero in polvere 

ホイップクリーム panna montata 

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 arachide 

木木木木のののの実実実実 noce 

アーモンド mandorla 

杏仁 armelline 

ブラジルナッツ noce del brasile 

カシューナッツ noce di anacardo 

クリ castagna 

ココナッツ noci di cocco 

ハシバミの実・ 
ヘーゼルナッツ 

nocciola 

ケミリナッツ noci di kemiri 

マカダミアナッツ noce del Queensland 
(macadamia) 

ナッツ・種実類 noce 

ピーナッツ油 olio di arachidi 

ピーナッツソース・サテ salsa di arachidi; sate’ 

ピーナッツバター burro d'arachidi 

ペカンの実 noce americana 

マツの実 pinolo 

ピスタチオ pistacchio 

クルミ noce 

クルミ油 olio di noce 

  

大豆大豆大豆大豆 semi di soia 

レシチン lecitina 

大豆油 olio di soia 

大豆タンパク proteine della soia 

醤油 salsa di soia 

テンペ tempeh 

豆腐 tofu 

  

マメマメマメマメ科植物科植物科植物科植物 legume 

豆類 fagiolo 

レンズマメ lenticchie 

ルピナス lupino 

エンドウマメ pisello 

豆類 leguminose 

  

グルテングルテングルテングルテン glutine 

アマランス amaranto 

オオムギ orzo 

ふすま crusca/semola 

ソバ grano saraceno 

ブルグア frumento integrale bulgur 

セリアック症・小児脂肪便症 celiachia 

とうもろこし・メイズ granoturco/mais dolce/mais 

小麦粉 farina 

グリアジン gliadine 

グルテン不耐性 intolleranza al glutine 

グルテニン glutenine 

カムート grano kamut 

雑穀（キビ・アワ） miglio 

オーツ avena 

米 riso 

ライムギ segale 

スペルト farro 

デンプン amido 

タピオカ tapioca 
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ライ小麦 triticale 

小麦 grano/frumento 

  

魚介類魚介類魚介類魚介類 frutti di mare 

カタクチイワシ aggiuga/alice 

コイ carpa 

タラ merluzzo 

カニ granchio 

魚 pesce 

ヒラメ・カレイ pesci piatto 

コダラ merluzzo 

ニシン aringa 

ロブスター aragosta 

サバ scombro/maccarello 

ムール貝 cozza 

タコ polpo/piovra 

カキ ostrica 

スズキ spigola/branzino/pesce 
persico 

アカガレイ platessa 

サケ salmone 

貝 crostaceo 

エビ gamberetto 

シタガレイ・シタビラメ sogliala 

メカジキ pesce spada 

マス trota 

マグロ tonno 

  

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 pollo 

卵卵卵卵 uovo 

アルブミン albumina 

コンアルブミン con albumina 

卵レシチン lecitina d’uovo 

卵白 albume, chiaro d’uovo 

卵黄 tuorlo, rosso d’uovo 

グロブリン globuline 

リゾチーム isoenzima 

マヨネーズ maionese 

卵アルブミン ovo-albumina 

  

肉肉肉肉 carne 

牛肉 manzo 

ハム prosciutto 

ハンバーガー hamburger 

ラム agnello 

肉代替物 sostituti della carne 

挽肉 carne macinata 

筋肉タンパク質 proteine della carne 

マトン montone 

豚肉 maiale 

サラミ salame 

ソーセージ salsicce 

子牛肉 vitello 

  

スパイススパイススパイススパイス spezie 

ハーブハーブハーブハーブ erbe 

アニス anice 

バジル basilico 

黒がらし senape nera 

キャラウェー carvi/cumino tedesco 

セロリ sedano 

シナモン cannella 

コリアンダー coriandolo 

ウィキョウ・フェンネル finocchio 

ニンニク aglio 

マスタード・からし senape 

マスタード油 olio di senape 

ナツメグ noce moscata 

タマネギ cipolla 

パセリ prezzemolo 

コショウ pepe 

ペパーミント menta piperita 

セージ salvia 

タイム timo 

黄がらし senape gialla 

  

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート cioccolata 

カカオ cacao 

カカオバター burro di cacao 

カカオマス massa di cacao 

カカオパウダー polvere di cacao 

  

添加物添加物添加物添加物 additivi 

アゾ染料 coloranti azotati 

安息香酸塩 benzoato 

安息香酸 acido benzoico 

着色料 coloranti 

グルタミン酸 glutammato 

保存料 conservanti 

サリチル酸 salicitato 

ソルビン酸塩 sorbato 

ソルビン酸 acido sorbico 

亜硫酸塩剤 solfito 

二酸化硫黄・亜硫酸 diossido di zolfo 
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タルトラジン tartrazina 

バニラ vaniglia 

バニリン vanillina 

  

糖糖糖糖 zucchero 

甘味料甘味料甘味料甘味料 dolcificanti 

アスパルテーム aspartame 

デキストロース destrosio 

フルクトース fruttosio 

果糖 zuccheri della frutta 

グルコース glucosio 

グルコースシロップ sciroppo di glucosio 

ハチミツ miele 

イヌリン inulina 

転化糖 zuccheri invertiti 

ラクチトール lactitolo 

ラクツロース lattulosio 

マルニトール maltitolo 

ソルビトール sorbitolo 

スクロース saccarosio 

キシリトール xilitolo 

  

果実果実果実果実 frutta 

野菜野菜野菜野菜 verdura 

リンゴ mele 

アボカド avocado 

バナナ banana 

ブロッコリー broccoli 

ニンジン carote 

サクランボ cigliege 

柑橘類 agrume 

キュウリ cetriolo 

ナツメヤシ dattero 

イチジク fichi 

ブドウ uva 

グレープフルーツ pompelmo 

キウイ kiwi 

レモン limone 

ライム lime 

マンダリン mandarino 

オレンジ arancio 

オレンジジュース succo di arancio 

モモ pesca 

ナシ pere 

プラム susina/prugna 

ホウレンソウ spinaci 

イチゴ fragola 

トマト pomodoro 

  

酵母酵母酵母酵母 lievito 

酵母エキス estratto di lievito 

ゴマゴマゴマゴマ semi di sesamo 

ゴマ油 olio di sesamo 

アルコールアルコールアルコールアルコール alcol 

ヒマワリヒマワリヒマワリヒマワリ油油油油 semi di girasole 

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 funghi 

ヒラタケヒラタケヒラタケヒラタケ    funghi orecchioni 

 


