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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 

alergen 

アレルゲンの入っていない brez alergenov 

アレルギー性の・ 
アレルギー体質を持った 

alergičen 

アナフィラキシーショック anafilaktični sok 

抗ヒスタミン薬 antihistaminiki 

食物アレルギー alergija na hrano 

食物過敏症 preobčutljivost za hrano 

食物不耐性 intoleranca do hrane 

ヒスタミン histamin 

…に対してアレルギーがある jaz sem alergičen na 

耐えられない intoleranten 

タンパク質 belajkovina 

  

乳製品乳製品乳製品乳製品 mlečni proizvodi 

バター maslo 

バターミルク pinjenec 

カゼイン kazein 

チーズ sir 

牛乳 kravje mleko 

クリーム smetana 

山羊乳 kozje mleko 

ケフィア kefir 

ラクトース laktoza 

ラクトース不耐性 laktozna intoleranca 

乳 mleko 

乳タンパク質 mlečne beljakovine 

乳糖 mlečni sladkor, laktoza 

羊乳 ovčje mleko 

ホエー・乳清 sirotka 

ホエーパウダー sirotka v prahu 

ホイップクリーム stepena smetana 

ヨーグルト jogurt 

  

ピーナッツピーナッツピーナッツピーナッツ arašid 

木木木木のののの実実実実 lupinarji 

アーモンド mandelj 

杏仁 koščica marelice 

ブラジルナッツ brazilski oreh 

カシューナッツ indijski oreh 

クリ kostanj 

ココナッツ kokosov oreh 

ハシバミの実・ 
ヘーゼルナッツ 

lešnik 

ケミリナッツ  - 

マカダミアナッツ makadamija 

ナッツ・種実類 oreščki 

ピーナッツ油 arašidovo olje 

ピーナッツソース・サテ arašidova omaka 

ピーナッツバター arašidovo maslo 

ペカンの実 pekan 

マツの実 pinjola 

ピスタチオ pistacija 

クルミ oreh 

クルミ油 orehovo olje 

  

大豆大豆大豆大豆 soja 

レシチン lecitin 

大豆油 sojino olje 

大豆タンパク sojine beljakovine/sojini 
proteini 

醤油 sojina omaka 

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 stročnice 

豆類 fižol 

レンズマメ leča 

ルピナス volčji zob 

エンドウマメ grah 

豆類 stročnice 

  

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 ječmen 

ふすま otrobi 

ソバ ajda 

ブルグア bulgur 

セリアック症・小児脂肪便症 celiakija 

とうもろこし・メイズ koruza 

小麦粉 moka 

グリアジン gliadin 

グルテン不耐性 preobčutljivost za gluten 

グルテニン glutenin 

カムート kamut 

雑穀（キビ・アワ） proso 

オーツ oves 

米 riž 

ライムギ rž 

スペルト pira 

デンプン škrob 

タピオカ tapioka 



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

© 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, Tanja Tic 

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

 

ライ小麦 tritikal 

小麦 pšenica 

  

魚介類魚介類魚介類魚介類 morska hrana 

カタクチイワシ sardela; inčun, sardon 

コイ krap 

タラ polenovka 

カニ rakovica 

魚 ribe 

ヒラメ・カレイ morski list 

コダラ vahnja 

ニシン slanik 

ロブスター jastog 

サバ skuša 

ムール貝 dagnja 

タコ hobotnica 

カキ ostriga  

スズキ ostriž  

アカガレイ navadna plošča 

サケ losos 

貝 školjke 

エビ morki rakec 

シタガレイ・シタビラメ morski jezik 

メカジキ mečarica 

マス postrv 

マグロ tuna 

  

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 piščanec 

卵卵卵卵 jajce 

アルブミン albumin 

コンアルブミン conalbumin 

卵レシチン jajčni lecitin 

卵白 beljak 

卵黄 rumenjak 

グロブリン globulin 

リゾチーム lizocim 

マヨネーズ majoneza 

卵アルブミン jajčni albumin 

  

肉肉肉肉 meso 

牛肉 govedina 

ハム šunka 

ハンバーガー hamburger 

ラム jagnjetina 

肉代替物 nadomestek mesa 

挽肉 mleto meso 

筋肉タンパク質 mesne belajakovine 

マトン bravina 

豚肉 svinjina 

サラミ salama 

ソーセージ klobasa 

子牛肉 teletina 

  

スパイススパイススパイススパイス začimbe 

ハーブハーブハーブハーブ zelišča 

アニス janež 

バジル bazilika 

黒がらし črno gorčično seme 

キャラウェー kumina 

セロリ zelena 

シナモン cimet 

コリアンダー korijander 

ウィキョウ・フェンネル janež 

ニンニク česen 

マスタード・からし gorčica 

マスタード油 gorčično olje 

ナツメグ muškatov orešek 

タマネギ čebula 

パセリ peteršilj 

コショウ poper 

ペパーミント poprova meta 

セージ žajbel 

タイム timijan 

黄がらし rumeno gorčično seme 

  

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート čokolada 

カカオ kakav 

カカオバター kakavov maslo 

カカオマス kakavova masa 

カカオパウダー kakav v prahu 

  

添加物添加物添加物添加物 aditivi, dodatki 

アゾ染料 azo-barvila 

安息香酸塩 benzoat 

安息香酸 benzojska kislina 

着色料 barvila 

グルタミン酸 glutamat, MNG 

保存料 konzervansi 

サリチル酸 salicilat 

ソルビン酸塩 sorbat 

ソルビン酸 sorbinska kislina 

亜硫酸塩剤 sulfit 

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

バニラ vanilija 

バニリン vanilin 

  

糖糖糖糖 sladkor 

甘味料甘味料甘味料甘味料 sladilo 

アスパルテーム aspartam 

デキストロース dekstroza 

フルクトース fruktoza 

果糖 sadni sladkor 

グルコース glukoza 

グルコースシロップ glukozni sirup 

ハチミツ med 

イヌリン inulin 

転化糖 invertni sladkor 

ラクチトール laktitol 

ラクツロース laktuloza 

マルニトール maltitol 

ソルビトール sorbitol 

スクロース saharoza 

キシリトール ksilitol 

  

果実果実果実果実 sadje 

野菜野菜野菜野菜 povrće 

リンゴ jabolko 

アボカド avokado 

バナナ banana 

ブロッコリー brokoli 

ニンジン korenje 

サクランボ češnja 

柑橘類 citrusi 

キュウリ kumara 

ナツメヤシ datelj 

イチジク figa 

ブドウ grozdna jagoda, grozd 

グレープフルーツ grenivka 

キウイ kivi 

レモン limona 

ライム limeta 

マンダリン mandarina 

オレンジ pomaranča 

オレンジジュース pomarančni sok 

モモ breskev 

ナシ hruška 

プラム sliva 

ホウレンソウ špinača 

イチゴ jagoda 

トマト paradižnik 

  

酵母酵母酵母酵母 kvas 

酵母エキス kvasni ekstrakt 

ゴマゴマゴマゴマ sezamovo seme 

ゴマ油 sezamovo olje 

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 sončnična semena 

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 goba 

ヒラタケヒラタケヒラタケヒラタケ    bukov ostrigar 

 


