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アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー alergija 

アレルゲン・ 
アレルギー誘発物質 

alergenas 

アレルゲンの入っていない be alergenų 

アレルギー性の・ 
アレルギー体質を持った 

alergiškas 

アナフィラキシーショック anafilaktinis šokas 

抗ヒスタミン薬 anti-histamininis 

食物アレルギー alergija nuo maisto 

食物過敏症 per didelis jautrumas maistui 

食物不耐性 nepakantumas maistui 

ヒスタミン histaminas 

…に対してアレルギーがある aš alergiškas... 

耐えられない nepakantus 

タンパク質 baltymas 

  

乳製品乳製品乳製品乳製品 pieno produktai 

バター sviestas 

バターミルク pasukos 

カゼイン kazeinas 

チーズ sūris 

牛乳 karvės pienas 

クリーム grietinė 

山羊乳 ožkos pienas 

ケフィア kefyras 

ラクトース laktozė 

ラクトース不耐性 nepakantumas laktozei  

乳 pienas 

乳タンパク質 pieno baltymas 

乳糖 pieno cukrus 

羊乳 avies pienas 

ホエー・乳清 išrūgos 

ホエーパウダー išrūgų milteliai 

ホイップクリーム plakta grietinė 

ヨーグルト jogurtas 

  

ピーナッツピーナッツピーナッツピーナッツ žemės riešutas 

木木木木のののの実実実実 riešutai augantys 
medžiuose 

アーモンド migdolas 

杏仁 abrikoso bruonduolys 

ブラジルナッツ braziliškas riešutas 

カシューナッツ kišju riešutas 

クリ kaštainis 

ココナッツ kokoso riešutas 

ハシバミの実・ 
ヘーゼルナッツ 

riešutas 

ケミリナッツ kemiri riešutas 

マカダミアナッツ makadamija riešutas 

ナッツ・種実類 riešutai 

ピーナッツ油 žemės riešutų aliejus 

ピーナッツソース・サテ žemės riešutų padažas 

ピーナッツバター žemės riešutų sviestas 

ペカンの実 pekano riešutas 

マツの実 ananasinis riešutas 

ピスタチオ pistacija 

クルミ graikiškas riešutas 

クルミ油 graikiškų riešutų aliejus 

  

大豆大豆大豆大豆 sojos pupelė 

レシチン leticinas 

大豆油 sojos aliejus 

大豆タンパク sojos baltymas 

醤油 sojos padažas 

テンペ tempe 

豆腐 tofu, pupų varškė 

  

マメマメマメマメ科植物科植物科植物科植物 pupos 

豆類 pupa 

レンズマメ lęšis 

ルピナス lubinas 

エンドウマメ žirnis 

豆類 ankštis 

  

グルテングルテングルテングルテン glitimas 

アマランス burnotis 

オオムギ miežiai 

ふすま sėlenos 

ソバ grikiai 

ブルグア kapoti kviečiai 

セリアック症・小児脂肪便症 celiakija 

とうもろこし・メイズ javai, kukurūzai 

小麦粉 miltai 

グリアジン gliadinas 

グルテン不耐性 nepakantumas glitimui 

グルテニン gliuteninas 

カムート kamuta 

雑穀（キビ・アワ） sora 

オーツ avižos 

米 ryžiai 

ライムギ rugiai 

スペルト kviečiai "spelta" 

デンプン krakmolas 

タピオカ tapijoka 
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ライ小麦 kvietrugiai 

小麦 kviečiai 

  

魚介類魚介類魚介類魚介類 jūros maistas 

カタクチイワシ ančiuvis 

コイ karpis 

タラ menkė 

カニ krabas 

魚 žuvis 

ヒラメ・カレイ plekšnė 

コダラ juodalopė menkė 

ニシン silkė 

ロブスター omaras 

サバ skumbrė 

ムール貝 dvigeldis moliuskas, midija 

タコ aštuonkojis 

カキ austrė 

スズキ ešerys 

アカガレイ plekšnė 

サケ lašiša 

貝 kiautuotasis vėžys 

エビ krevetė 

シタガレイ・シタビラメ jūrų liežuvis 

メカジキ kardžuvė 

マス upėtakis 

マグロ tunas 

  

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 višta 

卵卵卵卵 kiaušinis 

アルブミン albuminas 

コンアルブミン conalbuminas 

卵レシチン kiaušinio leticinas 

卵白 kiaušinio baltymas 

卵黄 kiaušinio trynys 

グロブリン globulinas 

リゾチーム lisozimas 

マヨネーズ majonezas 

卵アルブミン ovo-albuminas 

  

肉肉肉肉 mėsa 

牛肉 jautiena 

ハム kumpis 

ハンバーガー hamburgeris 

ラム ėriena 

肉代替物 mėsos pakaitalas 

挽肉 kapota mėsa 

筋肉タンパク質 raumenų baltymai 

マトン aviena 

豚肉 kiauliena 

サラミ saliamis 

ソーセージ dešra 

子牛肉 veršiena 

  

スパイススパイススパイススパイス prieskoniai 

ハーブハーブハーブハーブ vaistažolė 

アニス anyžius 

バジル bazilija 

黒がらし juodosios garstyčios 

キャラウェー kmynas 

セロリ salieras 

シナモン cinamonas 

コリアンダー kalendra 

ウィキョウ・フェンネル paprastasis pankolis 

ニンニク česnakas 

マスタード・からし garstyčios 

マスタード油 garstyčių aliejus 

ナツメグ muškatas 

タマネギ svogūnas 

パセリ petražolė 

コショウ pipiras 

ペパーミント šaltmėtė 

セージ šalavijas 

タイム čiobrelis 

黄がらし geltonosios garstyčios 

  

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート šokoladas 

カカオ kakava 

カカオバター kakavos sviestas 

カカオマス kakavos masė 

カカオパウダー kakavos milteliai 

  

添加物添加物添加物添加物 paprastasis pankolis 

アゾ染料 azo-spalvos 

安息香酸塩 benzoatas 

安息香酸 benzoninė rūkštis 

着色料 maisto spalvos 

グルタミン酸 gliutamino rūgštis, MSG 

保存料 konservantai 

サリチル酸 salicilo rūgštis 

ソルビン酸塩 sorbatas 

ソルビン酸 šermukščių rūgštis 

亜硫酸塩剤 priedai, papildai 

二酸化硫黄・亜硫酸 sieros dioksidas 
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タルトラジン tartrazinas 

バニラ vanilė 

バニリン vanilinis 

  

糖糖糖糖 cukrus 

甘味料甘味料甘味料甘味料 saldiklis 

アスパルテーム aspartamė 

デキストロース dekstrozė 

フルクトース fruktozė 

果糖 vaisių cukrus 

グルコース gliukozė 

グルコースシロップ gliukozės sirupas 

ハチミツ medus 

イヌリン inulin 

転化糖 perdirbtas cukrus 

ラクチトール laktitozė 

ラクツロース laktulozė 

マルニトール maltitozė 

ソルビトール sorbitozė 

スクロース sacharozė 

キシリトール ksilitozė 

  

果実果実果実果実 vaisiai 

野菜野菜野菜野菜 daržovės 

リンゴ obuolys 

アボカド avokadas 

バナナ bananas 

ブロッコリー brokolis 

ニンジン morka 

サクランボ vyšnia 

柑橘類 citrusiniai vaisiai 

キュウリ agurkas 

ナツメヤシ datulė 

イチジク figa 

ブドウ vynuogė 

グレープフルーツ greifurtas 

キウイ kivis 

レモン citrina 

ライム laimas 

マンダリン mandarinas 

オレンジ apelsinas 

オレンジジュース apelsinų sultys 

モモ persikas 

ナシ kriaušė 

プラム slyva 

ホウレンソウ špinatas 

イチゴ braškė 

トマト pomidoras 

  

酵母酵母酵母酵母 mielės 

酵母エキス mielių ekstraktas 

ゴマゴマゴマゴマ sezamo sėklos 

ゴマ油 sezamų aliejus 

アルコールアルコールアルコールアルコール alkoholis 

ヒマワリヒマワリヒマワリヒマワリ油油油油 saulėgrąžų sėklos 

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 grybas 

ヒラタケヒラタケヒラタケヒラタケ    kreivabūdė 

 


