
ギョリュウモドキ エリカ/スコッツヘザー
ジゴクノカマンフタ

キリンケツ キリンケツヤシ 果実から分泌する

―ン/ホソノヾノキリン)

キンギンカ スイカズラ/ニン
キンシバイ

ヤブカンゾウ

キンセンレン

センカクソウ/リュ

ノ`ンカ/′ ンヾザクロ/ノ ンヾジロウ
/ノ ンヾセキリュウ

アヤクノキ

クロシ/クコヨ

バーベナ/バベンソ

クミスクチン

サーサップ/トゲバンレイシ/オ
ランダドリアン

種子は「医」

クランベリー ツルコケモモ
グリーンランドイソンツジ

クルマン`ソ
レープフルーツ

クロガラシ

ソウジン/ソウヨウ/マグワ
クフガタンウ
イケットウ

Cinnamomun cassia
ケイ/シナニッケイ/ニッケイ
ハゴロモカンラン

発芽防止処理した種子 発芽防止処理した種子 ‐種子油
を除く全草は「医」

ゲッカビジン
ッケイジュ ゲンケイヨウ/ベイリーフ/ロー

1/ソレ



ケンケレノヾ

胚芽 胚芽
コウカガンショウ

茎 樹皮
ナギナタコウジュ
コウコウ/コウコウダン

Saccharomycesに 属する
胞生杉/トルラ酵母/ビール酵
母/Candiぬ  utnis

コオウレン Picrorhiza kurr00a/PicrOrhiza

syophulariaenora

コラシ/コラノキ
ソヨウゴカ/マンシュウウコギ/リ

Golden Tremella

コエンドロ/コリアンダー
コセンダング 」シロノセンダング

コン`イーバ オフィンナリ
ス

Copaif・ra o"cinalis

コン`イーノ` ラングスドル Copaif・ra langsdOrii

古代マツ科Pinus属 植物
樹脂の化合物

コフキサルノコンカケ ジュゼツ/ノ イヾキセイ

実は「医J

ヒレハリンウ
クリ●ウカ/ラムノイデス

ソウカクシ/トウサイカチ
ミシマサイコ

イハイラン

サクラツウ
サンセキリュウ/セキリュウ
/Punica granatum

サッサフラスノキ
サトウダイコン



サボンソウ 栞
サラシア レティキュラー
タ

,タラヒム/コタラヒムブッ 茎・根

サラシア オブロンガ 根
サラシア キネンシス 茎・根
サルナシ コクフ/シラクチヅル 果実
サルビア セージ 葉
サンカクトウ 外果皮 根皮 種仁
サンキライ ケナシサルトリイバラ/SmHax

glabra
葉 塊茎 根茎は1医」、サンキライ以

外のシオデ属の葉 根はりF医 J

サンザシ オオサンザシ 偽実・茎・葉 花
サンシキスミレ 全草
サンシシ クチナシ 果 実 茎・葉

サンシチエンジン デンシチエンジン 根

サンシュユ ハルコガネバナ 果実
サンショウ 果実・果皮 根
サンショウバラ 花
サンソウエン サネブトナツメ 種 子

サンナ バンウコン 根 茎

サンペンズ カフラケツメイ 全草
サンヤク ナガイモ/ヤマイモコン 根茎
シ ア シアー /ヾ ターノキ 種子 油
シイタケ 菌糸体 子実体
シオデ属 サルサ/Smnax属 葉 サンキライ以外の根 サンキライ(Smnax dabra)の塊

茎 ‐根茎は「医」
シクンシ 果 実
シケイジョテイ 葉
シヨウカ ヘンナ 葉

シヨクビエ 種子
シシウド Angelica pubesccns//Angelica

bisserata
根茎 軟化茎 ドクカツ(ウド/Araha cordata)の

根茎は「匡J

ジジン 全 草
シ ソ エゴマ/シソ油 枝先・種子 種子油 葉
シセンサンショウ 土山椒 根

シダレカンバ ハクカヒ/ユウシカ 全草
シタン インドンタン/Pterocarpus

indicus
根 樹皮・材

ジチョウ 全 草
シナタラノキ ソウボク/Aralia chinensis 根 根皮 材
シナノキ 全草
シノヾ ムギ グラミニス 根

シ フ インボツキ/トンブリ/ホウキギ 果実 種子 葉
シマタコノキ アダン 全 草
シマトウガラシ 果 実

シャウペデコウロ 全 草
シャエンシ 種子
ジャクゼッソゥ ノミノフスマ 葉
シャクヤク 花 根は「医
シャジンく沙参 > ツリガネニンジン 良 シャシンく砂仁 >は 1医

|

ジャスミン [
ジャトバ オオイナゴマメ 樹 皮
ジャビャクシ ニオイイガクサ 全 草

ジャフナガコショウ ヒハ ツ 果 実
ジュウヤク ドクダミ 地上部
ジュルベーバ 全草
し́ ュ ロ 葉
ショウキョウ カンキョウ/ショウガ 根 茎

ショウズク カルダモン 呆 栗
ショウノウ カンフソレ クスノキから得られた精油
ショウラン タイセイ/ホソノヾタイセイ 全 草

食用ダイオウ マツレノ`ダイオウ 葉柄



ホオズキの根は
シラカンパ

ヨイ/ヾラ
シロキクラ
シロコヤマモモ

ヒカゲノカズラ
シントククスノキ
スイートオレンジ

スカルキャッ
ツクシ/モンケイ

スピルリナ
スペアミント オランダハッカ/ミドリンヽッカ

パフィア/ブラジルニンジン

アマランサス ハイブ |

ルカマラ
セイセンリュ
セイタカカナビキン
セイタカミロノヾラン

オオベニミカン

セイヨウイラク
セイヨウエビラ/ヽギ
セイヨウオオバコ オニオオバコ

セイヨウオトギリンウ セントジョンズワート/ヒペリクム

セイヨウキイチゴ セイヨウヤブイチゴ
セイヨウキンミズヒキ アグリモニー/アグリモニア
セイヨウサクラソウ

craaetts
oxyacantha/Crataegus
laevigata/Cratae8us

■onogyna

セイヨウシロヤナギ ホワイトウイロー

セイヨウトチノキ
セイヨウトネリコ オウシュウトネリコ
セイヨウナツユキン
セイヨウニフトコ

セイヨウエン, イタリアニンジンボク
セイヨウネズ セイヨウビャクシン
セイヨウノコギリンウ
セイヨウハッカ

ウヒイラギ
セイヨウヒメスノキ
セイヨウマツタケ シャンピニオン/ツクリタケ
セイヨウミザクラ

ヒトツ/｀/Pylro● a

hngua/町 rroSa
grandおimus/Pylo● a
pelislosus/Pyrrosia hastata

ムアマランス

セイヨウサ)

セイヨウシナノキ




