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アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー alergie 

アレルゲン・ 
アレルギー誘発物質 

alergen 

アレルゲンの入っていない fără alergeni 

アレルギー性の・ 
アレルギー体質を持った 

alergic 

アナフィラキシーショック şoc anafilactic 

抗ヒスタミン薬 anti-histamine 

食物アレルギー alergie alimentară 

食物過敏症 hipersensibilitate alimentară 

食物不耐性 intoleranţă alimentară 

ヒスタミン histamină 

…に対してアレルギーがある Sunt alergic la… 

耐えられない intolerant 

タンパク質 proteină 

  

乳製品乳製品乳製品乳製品 produse lactate 

バター unt 

バターミルク lapte bătut 

カゼイン caseină 

チーズ brânză 

牛乳 lapte de vacă 

クリーム smântână 

山羊乳 lapte de capră 

ケフィア kefir 

ラクトース lactoză 

ラクトース不耐性 intoleranţă la lactoză 

乳 lapte 

乳タンパク質 proteină din lapte 

乳糖 zahăr din lapte 

羊乳 lapte de oaie 

ホエー・乳清 zer 

ホエーパウダー zer pudră 

ホイップクリーム frişcă 

ヨーグルト iaurt 

  

ピーナッツピーナッツピーナッツピーナッツ arahide 

木木木木のののの実実実実 nuci 

アーモンド migdală 

杏仁 sâmbure de caisă 

ブラジルナッツ nucă de Brazilia 

カシューナッツ nucă cashew 

クリ castană 

ココナッツ nucă de cocos 

ハシバミの実・ 
ヘーゼルナッツ 

alună 

ケミリナッツ nucă kemiri 

マカダミアナッツ nucă macadamia 

ナッツ・種実類 nuci 

ピーナッツ油 ulei de arahide 

ピーナッツソース・サテ sos de arahide, sos saté 

ピーナッツバター unt de arahide 

ペカンの実 nucă pecan 

マツの実 sâmburi de pin 

ピスタチオ pistachio 

クルミ nucă 

クルミ油 ulei de nucă 

  

大豆大豆大豆大豆 boabe de soia 

レシチン lecitină 

大豆油 ulei de soia 

大豆タンパク proteină din soia 

醤油 sos de soia 

テンペ tempé 

豆腐 tofu, brânză din soia 

  

マメマメマメマメ科植物科植物科植物科植物 leguminoase 

豆類 fasole 

レンズマメ linte 

ルピナス lupin 

エンドウマメ mazăre 

豆類 boabe de leguminoase 

  

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 orz 

ふすま tărâţe 

ソバ hrişcă 

ブルグア bulgur 

セリアック症・小児脂肪便症 boala celiac 

とうもろこし・メイズ porumb 

小麦粉 făină 

グリアジン gliadină 

グルテン不耐性 intoleranţă la gluten 

グルテニン glutenină 

カムート Kamut 

雑穀（キビ・アワ） mei 

オーツ ovăz 

米 orez 

ライムギ secară 

スペルト alac 

デンプン amidon 

タピオカ tapioca 
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ライ小麦 triticale 

小麦 grâu 

  

魚介類魚介類魚介類魚介類 fructe de mare 

カタクチイワシ anşoa 

コイ crap 

タラ cod 

カニ crab 

魚 peşte 

ヒラメ・カレイ calcan 

コダラ batog 

ニシン hering 

ロブスター homar 

サバ macrou 

ムール貝 scoici 

タコ caracatiţă 

カキ stridie 

スズキ biban 

アカガレイ cambulă 

サケ somon 

貝 moluscă 

エビ crevete 

シタガレイ・シタビラメ limbă de mare 

メカジキ peşte sabie 

マス păstrăv 

マグロ ton 

  

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 pui 

卵卵卵卵 ou 

アルブミン albumină 

コンアルブミン conalbumină 

卵レシチン lecitină din ou 

卵白 albuş 

卵黄 gălbenuş 

グロブリン globulină 

リゾチーム lizozim 

マヨネーズ maioneză 

卵アルブミン ovo-albumină 

  

肉肉肉肉 carne 

牛肉 carne de vacă 

ハム şuncă 

ハンバーガー hamburger 

ラム carne de miel 

肉代替物 înlocuitor de carne 

挽肉 carne tocată 

筋肉タンパク質 proteină din muşchi 

マトン carne de oaie 

豚肉 carne de porc 

サラミ salam 

ソーセージ cârnat 

子牛肉 carne de viţel 

  

スパイススパイススパイススパイス condimente 

ハーブハーブハーブハーブ ierburi 

アニス anason 

バジル busuioc 

黒がらし muştar negru 

キャラウェー chimion 

セロリ ţelină 

シナモン scorţişoară 

コリアンダー coriandru 

ウィキョウ・フェンネル anason 

ニンニク usturoi 

マスタード・からし muştar 

マスタード油 ulei de muştar 

ナツメグ nucuşoară 

タマネギ ceapă 

パセリ pătrunjel 

コショウ piper 

ペパーミント mentă 

セージ salvie 

タイム cimbru 

黄がらし muştar galben 

  

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート ciocolată 

カカオ cacao 

カカオバター unt de cacao 

カカオマス masă de cacao 

カカオパウダー pudră de cacao 

  

添加物添加物添加物添加物 aditivi 

アゾ染料 azo-coloranţi 

安息香酸塩 benzoat 

安息香酸 acid benzoic 

着色料 coloranţi alimentari 

グルタミン酸 glutamat 

保存料 conservanţi 

サリチル酸 salicilat 

ソルビン酸塩 sorbat 

ソルビン酸 acid sorbic 

亜硫酸塩剤 sulfit 

二酸化硫黄・亜硫酸 dioxid de sulf 



Food-Info Allergy Dictionary 日本語日本語日本語日本語 –    RomânăRomânăRomânăRomână    

© www.food-info.net, 2007 All rights reserved. Do not copy or distribute ! 
 
 
This allergy dictionary is published by www.food-info.net, an initiative of Wageningen 
University and the European Federation of Food Science and Technology.  

Translators :  
 
Reiko Kiwamoto, Ana-Maria Blindu 

Food-Info.net 
Wageningen University 
PO Box 8129 
6700 EV Wageningen 
the Netherlands 

 

タルトラジン tartrazină 

バニラ vanilie 

バニリン vanilină 

  

糖糖糖糖 zahăr 

甘味料甘味料甘味料甘味料 îndulcitor 

アスパルテーム aspartam 

デキストロース dextroză 

フルクトース fructoză 

果糖 zahăr din fructe 

グルコース glucoză 

グルコースシロップ sirop de glucoză 

ハチミツ miere 

イヌリン inulină 

転化糖 zahăr invertit 

ラクチトール lactitol 

ラクツロース lactuloză 

マルニトール maltitol 

ソルビトール sorbitol 

スクロース zaharoză 

キシリトール xilitol 

  

果実果実果実果実 fruct 

野菜野菜野菜野菜 legume 

リンゴ măr 

アボカド avocado 

バナナ banană 

ブロッコリー broccoli 

ニンジン morcov 

サクランボ cireaşă 

柑橘類 citrice 

キュウリ castravete 

ナツメヤシ curmală 

イチジク smochină 

ブドウ strugure 

グレープフルーツ grefă 

キウイ kiwi 

レモン lămâie 

ライム lime 

マンダリン mandarină 

オレンジ portocală 

オレンジジュース suc de portocale 

モモ piersică 

ナシ pară 

プラム prună 

ホウレンソウ spanac 

イチゴ căpşună 

トマト tomată 

  

酵母酵母酵母酵母 drojdie 

酵母エキス extract de drojdie 

ゴマゴマゴマゴマ seminţe de susan 

ゴマ油 ulei de susan 

アルコールアルコールアルコールアルコール alcool 

ヒマワリヒマワリヒマワリヒマワリ油油油油 seminţe de floarea soarelui 

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 ciupercă 

ヒラタケヒラタケヒラタケヒラタケ    ciupercă mânătarcă 

 


