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アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー alerji 

アレルゲン・ 
アレルギー誘発物質 

alerjen 

アレルゲンの入っていない alerjen içermeyen 

アレルギー性の・ 
アレルギー体質を持った 

alerjik 

アナフィラキシーショック anafilaktik şok 

抗ヒスタミン薬 anti-histaminikler 

食物アレルギー gıda alerjisi 

食物過敏症 gıda duyarlılığı 

食物不耐性 gıdayı tolere edememe/gıda 
intolerans 

ヒスタミン histamin 

…に対してアレルギーがある ….. alerjim var. 

耐えられない tolere edilmeyen 

タンパク質 protein 

  

乳製品乳製品乳製品乳製品 süt ürünleri 

バター tereyağı 

バターミルク yayık ayranı 

カゼイン kazein 

チーズ peynir 

牛乳 inek sütü 

クリーム kaymak 

山羊乳 keçi sütü 

ケフィア kefir 

ラクトース laktoz 

ラクトース不耐性 laktozu tolere edememe/ 
laktoz intolerans 

乳 süt 

乳タンパク質 süt proteini 

乳糖 süt şekeri 

羊乳 koyun sütü 

ホエー・乳清 peyniraltı suyu 

ホエーパウダー peyniraltı suyu tozu 

ホイップクリーム krema 

ヨーグルト yoğurt 

  

ピーナッツピーナッツピーナッツピーナッツ yer fıstığı 

木木木木のののの実実実実 kabuklu yemişler 

アーモンド badem 

杏仁 kayısı çekirdeği 

ブラジルナッツ brezilya kestanesi 

カシューナッツ baladur ağacı cevizi 

クリ kestane 

ココナッツ hindistan cevizi 

ハシバミの実・ 
ヘーゼルナッツ 

fındık 

ケミリナッツ kemiri cevizi 

マカダミアナッツ makademya cevizi 

ナッツ・種実類 kabuklu yemişler 

ピーナッツ油 yer fıstığı yağı 

ピーナッツソース・サテ yer fıstığı sosu 

ピーナッツバター yer fıstığı ezmesi 

ペカンの実 pekan cevizi 

マツの実 çamfıstığı 

ピスタチオ antep fıstığı 

クルミ ceviz 

クルミ油 ceviz yağı 

  

大豆大豆大豆大豆 soya fasulyesi 

レシチン lesitin 

大豆油 soya yağı 

大豆タンパク soya proteini 

醤油 soya sosu 

テンペ tempeh 

豆腐 soya peyniri 

  

マメマメマメマメ科植物科植物科植物科植物 baklagil/bakliyat 

豆類 fasulye 

レンズマメ mercimek 

ルピナス acıbakla 

エンドウマメ bezelye 

豆類 bakliyat 

  

グルテングルテングルテングルテン gluten 

アマランス horozibiği 

オオムギ arpa 

ふすま kepek 

ソバ esmer buğday/sert buğday 

ブルグア bulgur 

セリアック症・小児脂肪便症 çölyak hastalığı 

とうもろこし・メイズ mısır 

小麦粉 un 

グリアジン gliadin 

グルテン不耐性 gluteni tolere 
edememe/gluten intolerans 

グルテニン glutenin 

カムート kamut 

雑穀（キビ・アワ） millet 

オーツ yulaf 

米 pirinç 

ライムギ çavdar 

スペルト kılçıksız buğdayı 

デンプン nişasta 
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タピオカ tapyoka 

ライ小麦 tritikal 

小麦 buğday 

  

魚介類魚介類魚介類魚介類 deniz ürünü 

カタクチイワシ hamsi 

コイ sazanbalığı 

タラ morina balığı 

カニ yengeç 

魚 balık 

ヒラメ・カレイ kalkan 

コダラ mezgit 

ニシン ringa balığı 

ロブスター ıstakoz 

サバ uskumru 

ムール貝 midye 

タコ ahtapot 

カキ istiridye 

スズキ tatlı su levreği/levrek 

アカガレイ pisi balığı 

サケ somon 

貝 kabuklu deniz hayvanı 

エビ karides 

シタガレイ・シタビラメ dil balığı 

メカジキ kılıç balığı 

マス alabalık 

マグロ ton balığı 

  

鶏肉鶏肉鶏肉鶏肉 tavuk 

卵卵卵卵 yumurta 

アルブミン albumin 

コンアルブミン konalbumin 

卵レシチン yumurta lesitini 

卵白 yumurta akı 

卵黄 yumurta sarısı 

グロブリン globulin 

リゾチーム lizozim 

マヨネーズ mayonez 

卵アルブミン ovalbumin 

  

肉肉肉肉 et 

牛肉 sığır eti 

ハム jambon 

ハンバーガー hamburger 

ラム kuzu eti 

肉代替物 et ikamesi 

挽肉 kıyma 

筋肉タンパク質 kas proteini 

マトン koyun eti 

豚肉 domuz eti 

サラミ salam 

ソーセージ sucuk/sosis 

子牛肉 dana eti 

  

スパイススパイススパイススパイス baharatlar 

ハーブハーブハーブハーブ otlar 

アニス anason/anason tohumu 

バジル fesleğen 

黒がらし siyah hardal 

キャラウェー kimyon 

セロリ kereviz 

シナモン tarçın 

コリアンダー kişniş 

ウィキョウ・フェンネル rezene 

ニンニク sarımsak 

マスタード・からし hardal 

マスタード油 hardal tohumu yağı 

ナツメグ küçük hindistan cevizi 

タマネギ soğan 

パセリ maydanoz 

コショウ biber 

ペパーミント nane 

セージ adaçayı 

タイム kekik 

黄がらし sarı hardal 

  

チョコレートチョコレートチョコレートチョコレート çikolata 

カカオ kakao 

カカオバター kakao yağı 

カカオマス kakao kütlesi 

カカオパウダー kakao tozu 

  

添加物添加物添加物添加物 katkı maddeleri 

アゾ染料 azo-boyaları 

安息香酸塩 benzoat 

安息香酸 benzoik asit 

着色料 gıda boyaları 

グルタミン酸 glutamat, MSG 

保存料 koruyucular 

サリチル酸 salisilat 

ソルビン酸塩 sorbat 

ソルビン酸 sorbik asit 

亜硫酸塩剤 sülfit 
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二酸化硫黄・亜硫酸 sülfürdioksit 

タルトラジン tartrazin 

バニラ vanilya 

バニリン vanilin 

  

糖糖糖糖 şeker 

甘味料甘味料甘味料甘味料 tatlandırıcı 

アスパルテーム aspartam 

デキストロース dekstroz 

フルクトース fruktoz 

果糖 meyve şekeri 

グルコース glukoz 

グルコースシロップ glukoz şurubu 

ハチミツ bal 

イヌリン inulin 

転化糖 invert şeker 

ラクチトール laktitol 

ラクツロース laktuloz 

マルニトール maltitol 

ソルビトール sorbitol 

スクロース sakkaroz 

キシリトール ksilitol 

  

果実果実果実果実 meyve 

野菜野菜野菜野菜 sebze 

リンゴ elma 

アボカド avakado 

バナナ muz 

ブロッコリー brokoli 

ニンジン havuç 

サクランボ kiraz 

柑橘類 narenciye 

キュウリ salatalık 

ナツメヤシ hurma 

イチジク incir 

ブドウ üzüm 

グレープフルーツ greyfurt 

キウイ kivi 

レモン limon 

ライム misket limonu 

マンダリン mandalina 

オレンジ portakal 

オレンジジュース portakal suyu 

モモ şeftali 

ナシ armut 

プラム erik 

ホウレンソウ ıspanak 

イチゴ çilek 

トマト domates 

  

酵母酵母酵母酵母 maya 

酵母エキス maya ekstraktı 

ゴマゴマゴマゴマ susam tohumu 

ゴマ油 susam yağı 

アルコールアルコールアルコールアルコール alkol 

ヒマワリヒマワリヒマワリヒマワリ油油油油 ayçiçeği çekirdeği 

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 mantar 

ヒラタケヒラタケヒラタケヒラタケ    istiridye mantar 

 


