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アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー Mzio 

アレルゲン・ 
アレルギー誘発物質 

kichocheo mzio 

アレルゲンの入っていない kutokuwa na mzio 

アレルギー性の・ 
アレルギー体質を持った 

kuwa na mzio wa… 

アナフィラキシーショック  

抗ヒスタミン薬 kinyume cha histamini 

食物アレルギー mzio wa chakula 

食物過敏症  

食物不耐性 utovu wa ustahimilivu wa 
chakula 

ヒスタミン histamini 

…に対してアレルギーがある Nina mzio wa….. 

耐えられない siokuwa na ustahamilivu 

タンパク質 protini/hamirojo 

  

乳製品乳製品乳製品乳製品 mazao ya maziwa 

バター siagi 

バターミルク maziwa yenye siagi 

カゼイン kaseini 

チーズ jibini 

牛乳 maziwa ya ng'ombe 

クリーム malai 

山羊乳 maziwa ya mbuzi 

ケフィア  

ラクトース laktosi 

ラクトース不耐性 siokuwa na ustahamilivu wa 
laktosi 

乳 maziwa 

乳タンパク質 protini ya maziwa 

乳糖 sukari ya maziwa 

羊乳 maziwa ya kondoo 

ホエー・乳清 wei 

ホエーパウダー unga wa wei 

ホイップクリーム malai iliyopigwa 

ヨーグルト mtindi 

  

ピーナッツピーナッツピーナッツピーナッツ karanga 

木木木木のののの実実実実  

アーモンド kungu 

杏仁 kokwa za msindano 

ブラジルナッツ  

カシューナッツ korosho 

クリ  

ココナッツ nazi 

ハシバミの実・ 
ヘーゼルナッツ 

 

ケミリナッツ  

マカダミアナッツ  

ナッツ・種実類 kokwa 

ピーナッツ油 mafuta ya karanga 

ピーナッツソース・サテ sosi ya karanga,karanga ya 
kupaka, 

ピーナッツバター siagi ya karanga 

ペカンの実  

マツの実 tende 

ピスタチオ pistachio 

クルミ jozi 

クルミ油 mafuta jozi  

  

大豆大豆大豆大豆 maharage ya soya 

レシチン lecithin 

大豆油 mafuta ya soya 

大豆タンパク protini ya soya 

醤油 sosi ya soya 

テンペ tempeh 

豆腐  

  

マメマメマメマメ科植物科植物科植物科植物 mikundekunde 

豆類 harage 

レンズマメ dengu 

ルピナス  

エンドウマメ njegere 

豆類 jamii ya kunde 

  

グルテングルテングルテングルテン gluteni 

アマランス mchicha 

オオムギ shayiri 

ふすま makapi 

ソバ  

ブルグア bulga 

セリアック症・小児脂肪便症  

とうもろこし・メイズ mahindi 

小麦粉 unga  

グリアジン  

グルテン不耐性  

グルテニン glutenini 

カムート  

雑穀（キビ・アワ） mtama 

オーツ shayiri 

米 mchele 

ライムギ mrai 

スペルト  

デンプン wanga 
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タピオカ tapioka 

ライ小麦  

小麦 ngano 

  

魚介類魚介類魚介類魚介類 chakula cha samaki 

カタクチイワシ dagaa 

コイ kambare 

タラ chewa 

カニ kaa 

魚 samaki 

ヒラメ・カレイ samaki (jamii ya wayo) 

コダラ chewa mdogo 

ニシン dagaa 

ロブスター kamba 

サバ  

ムール貝  

タコ pweza 

カキ chaza 

スズキ sangara 

アカガレイ  

サケ samoni 

貝 samaki wa magamba 

エビ uduvi/kambamdogo 

シタガレイ・シタビラメ gayogayo 

メカジキ papa upanga 

マス trauti 

マグロ jodari 

  

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 kuku 

卵卵卵卵 yai 

アルブミン albumini 

コンアルブミン  

卵レシチン lecithini ya yai 

卵白 ute wa yai 

卵黄 kiini cha yai 

グロブリン globulini 

リゾチーム laisosome 

マヨネーズ mayonaizi 

卵アルブミン  

  

肉肉肉肉 nyama 

牛肉 nyama ya ng'ombe 

ハム kiweo 

ハンバーガー mkate wa nyama 

ラム kondoo 

肉代替物 mbadala ya nyama 

挽肉 nyama ya kusaga 

筋肉タンパク質 protini ya misuli 

マトン nyama ya kondoo 

豚肉 nyama ya nguruwe 

サラミ salami 

ソーセージ soseji 

子牛肉 nyama ya mnyama mchanga 

  

スパイススパイススパイススパイス viungo vya harufu vya 
chakula 

ハーブハーブハーブハーブ majani pori 

アニス  

バジル basili 

黒がらし haradali nyeusi 

キャラウェー  

セロリ celeri 

シナモン iliki 

コリアンダー giligilani 

ウィキョウ・フェンネル  

ニンニク vitunguu swaumu 

マスタード・からし haradali 

マスタード油 mafuta ya haradali 

ナツメグ kungumanga 

タマネギ kitunguu 

パセリ kotimiri 

コショウ pilipili 

ペパーミント pilipili ya minti 

セージ  

タイム thaimu 

黄がらし haradali ya manjano 

  

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート chokoleti 

カカオ kakao 

カカオバター siagi ya kakao 

カカオマス  

カカオパウダー unga wa kakao 

  

添加物添加物添加物添加物  

アゾ染料 rangi za azo 

安息香酸塩 benzoate 

安息香酸 asidi ya bonzoate 

着色料 rangi za chakula 

グルタミン酸 glutamate, MSG 

保存料 vihifadhi  

サリチル酸 salisilate 

ソルビン酸塩 sorbate 

ソルビン酸 asidi ya sobiki 

亜硫酸塩剤 salfaiti 
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二酸化硫黄・亜硫酸 salfa daiokside 

タルトラジン tartazine 

バニラ vanila 

バニリン vanilini 

  

糖糖糖糖 sukari 

甘味料甘味料甘味料甘味料 viongeza utamu 

アスパルテーム aspartame 

デキストロース dektrosi 

フルクトース fruktosi 

果糖 sukari ya matunda 

グルコース glukosi 

グルコースシロップ sirapu ya glukosi 

ハチミツ asali 

イヌリン inulini 

転化糖  

ラクチトール lactitol 

ラクツロース laktulosi 

マルニトール maltitol 

ソルビトール sorbitol 

スクロース sukrosi 

キシリトール xylitol 

  

果実果実果実果実 tunda 

野菜野菜野菜野菜  - 

リンゴ tofaa 

アボカド parachichi 

バナナ ndizi 

ブロッコリー brokoli 

ニンジン karoti 

サクランボ sheri 

柑橘類 matunda jamii ya chungwa 

キュウリ tango 

ナツメヤシ tende 

イチジク tini 

ブドウ zabibu 

グレープフルーツ balungi 

キウイ kiwi 

レモン limao 

ライム ndimu 

マンダリン chenza 

オレンジ chungwa 

オレンジジュース juisi ya machungwa 

モモ pichi 

ナシ peasi 

プラム matunda damu 

ホウレンソウ mchicha 

イチゴ stroberi 

トマト nyanya 

  

酵母酵母酵母酵母 hamira 

酵母エキス ekstrakti ya hamira 

ゴマゴマゴマゴマ ufuta 

ゴマ油 mafuta ya ufuta 

アルコールアルコールアルコールアルコール pombe 

ヒマワリヒマワリヒマワリヒマワリ油油油油 mbegu za alizeti 

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 uyoga 

ヒラタケヒラタケヒラタケヒラタケ    uyoga chaza 

 


