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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 

allergen 

アレルゲンの入っていない allergi fritt 

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 anafylaktisk chock 

抗ヒスタミン薬 anti histaminer 

食物アレルギー matallergi 

食物過敏症 matöverkänslighet 

食物不耐性 mat intolerans 

ヒスタミン histamin 

…に対してアレルギーがある Jag är allergisk mot 

耐えられない intolerant 

タンパク質 protein 

  

乳製品乳製品乳製品乳製品 mejeri produkter 

バター smör 

バターミルク kärnmjölk 

カゼイン kasein 

チーズ ost 

牛乳 komjölk 

クリーム grädde 

山羊乳 getmjölk 

ケフィア kefir 

ラクトース laktos 

ラクトース不耐性 laktos intolernat 

乳 mjölk 

乳タンパク質 mjölk protein 

乳糖 mjölksocker 

羊乳 fårmjölk 

ホエー・乳清 vassle 

ホエーパウダー vassle puder 

ホイップクリーム vispgrädde 

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 jordnötter 

木木木木のののの実実実実 träd nötter 

アーモンド mandel 

杏仁 aprikos kärna 

ブラジルナッツ Brasilianska nötter 

カシューナッツ cashew nötter 

クリ kastanj 

ココナッツ kokosnöt 

ハシバミの実・ 
ヘーゼルナッツ 

hasselnöt 

ケミリナッツ kemiri nötter 

マカダミアナッツ makadaminöt 

ナッツ・種実類 nötter 

ピーナッツ油 jordnötsolja 

ピーナッツソース・サテ jordnötssås 

ピーナッツバター jordnötssmör 

ペカンの実 pecan nötter 

マツの実 pinje nötter 

ピスタチオ pistage 

クルミ valnöt 

クルミ油 valnöts olja 

  

大豆大豆大豆大豆 sojabönor 

レシチン lecitin 

大豆油 soja olja 

大豆タンパク soja protein 

醤油 soyasås 

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 baljväxter 

豆類 bönor 

レンズマメ linser 

ルピナス lupin 

エンドウマメ ärtor 

豆類 baljväxter 

  

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 korn 

ふすま kli 

ソバ bovete 

ブルグア bulgur 

セリアック症・小児脂肪便症 celiak sjukdom 

とうもろこし・メイズ majs 

小麦粉 mjöl 

グリアジン gliadin 

グルテン不耐性 glutenintolerans 

グルテニン glutenin 

カムート kamut 

雑穀（キビ・アワ） hirs 

オーツ havre 

米 ris 

ライムギ råg 

スペルト dinkel 

デンプン stärkelse 

タピオカ tapioka 
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ライ小麦 rågvete 

小麦 vete 

  

魚介類魚介類魚介類魚介類 skaldjur 

カタクチイワシ anjovis 

コイ karp 

タラ torsk 

カニ krabba 

魚 fisk 

ヒラメ・カレイ flundra 

コダラ kolja 

ニシン sill 

ロブスター hummer 

サバ makrill 

ムール貝 musslor 

タコ bläckfisk 

カキ ostron 

スズキ havsaborre 

アカガレイ rödspätta 

サケ lax 

貝 skaldjur 

エビ räkor 

シタガレイ・シタビラメ sjötunga 

メカジキ svärdfisk 

マス öring 

マグロ tonfisk 

  

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 kyckling 

卵卵卵卵 ägg 

アルブミン albumin 

コンアルブミン conalbumin 

卵レシチン ägg lecitin 

卵白 äggvita 

卵黄 äggula 

グロブリン globulin 

リゾチーム lysozym 

マヨネーズ majonäs 

卵アルブミン ovalbumin 

  

肉肉肉肉 kött 

牛肉 nöt 

ハム skinka 

ハンバーガー hamburgare 

ラム lam 

肉代替物 köttersättare 

挽肉 köttfärs 

筋肉タンパク質 muskel proteiner 

マトン fårkött 

豚肉 fläsk 

サラミ salami 

ソーセージ korv 

子牛肉 kalv 

  

スパイススパイススパイススパイス kryddor 

ハーブハーブハーブハーブ örter 

アニス anis 

バジル basilika 

黒がらし svart senap 

キャラウェー kummin 

セロリ selleri 

シナモン kanel 

コリアンダー koriande 

ウィキョウ・フェンネル fänkål 

ニンニク vitlök 

マスタード・からし senap 

マスタード油 senaps olja 

ナツメグ muskot 

タマネギ lök 

パセリ persilja 

コショウ peppar 

ペパーミント pepparmint 

セージ salvia 

タイム timjan 

黄がらし gul senap 

  

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート choklad 

カカオ kakao 

カカオバター kakaosmör 

カカオマス kakao massa 

カカオパウダー kakaopulver 

  

添加物添加物添加物添加物 tillsatser 

アゾ染料 azo färgämnen 

安息香酸塩 bensoat 

安息香酸 bensoesyra 

着色料 färgningsmedel till mat 

グルタミン酸 glutamat 

保存料 konserveringsmedel 

サリチル酸 salicylat 

ソルビン酸塩 sorbat 

ソルビン酸 sorbesyra 

亜硫酸塩剤 sulfit 

二酸化硫黄・亜硫酸 svaveldioxid 
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タルトラジン tartrazin 

バニラ vanilj 

バニリン vanillin 

  

糖糖糖糖 socker 

甘味料甘味料甘味料甘味料 sötningsmedel 

アスパルテーム aspartam 

デキストロース dextros 

フルクトース fruktos 

果糖 frukt socker 

グルコース glukos 

グルコースシロップ glukos fruktsaft 

ハチミツ honung 

イヌリン inulin 

転化糖 invert socker 

ラクチトール lactitol 

ラクツロース laktulos 

マルニトール maltitol 

ソルビトール sorbitol 

スクロース sukros 

キシリトール xylitol 

  

果実果実果実果実 frukt 

野菜野菜野菜野菜 grönsaker 

リンゴ äpple 

アボカド avocado 

バナナ banan 

ブロッコリー broccoli 

ニンジン morot 

サクランボ körsbär 

柑橘類 citrusfrukter 

キュウリ gurka 

ナツメヤシ dadel 

イチジク fikon 

ブドウ grape 

グレープフルーツ grapefrukt 

キウイ kiwi 

レモン citron 

ライム lime 

マンダリン mandarin 

オレンジ apelsin 

オレンジジュース apelsinjos 

モモ persika 

ナシ päron 

プラム plommon 

ホウレンソウ spinat 

イチゴ jordgubbar 

トマト tomat 

  

酵母酵母酵母酵母 jäst 

酵母エキス jäst extrakt 

ゴマゴマゴマゴマ sesamfrön 

ゴマ油 sesamolja 

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 solrosfrön 

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 champinjoner 

ヒラタケヒラタケヒラタケヒラタケ    ostron svamp 

 


