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袋
本品は硫酸塩鉱物の明礬⽯で加⼯したもの。 主な成分は含⽔硫酸アルミニウムカリウム
[KAI(SO4)2·l2H20]。

W020012 和順堂 ⽩花蛇⾆草 500g

袋 本品はユリ科植物サルトリイバラSmilax china L.の乾燥根茎。

W020010 和順堂 ⽩矾 ミョウバン 200g

W020007 和順堂 菝葜 バッカツ 200g

袋 本品はナス科植物ヒヨドリジョウゴSolanum lyratum Thunb.の乾燥全草。

W020032 和順堂 半枝蓮 500g

袋 本品はアカネ科植物⽩花蛇⾆草（フタバムグラ）Hedyotis diffusa Willdの全草。

W020023 和順堂 ⽩英 100g

袋 本品はヒノキ科植物コノテガシワPlatycladus orientalis(L.)Francoの乾燥葉。

W020057 和順堂 炒⽩扁⾖ 500g

袋 本品はシソ科植物ハンシレンScutellaria barbata D．Donの乾燥全草。

W020050 和順堂 側柏炭 100g

袋 本品はヤシ科植物檳榔 Areca catechu L. の乾燥成熟種⼦。

W020060 和順堂 炒⾞前⼦ 500g

袋 本品はマメ科植物扁⾖フジマメDolichos lablab L.の乾燥成熟種⼦。

W020058 和順堂 炒檳榔 100g

袋
本品はウリ科植物キカラスウリTrichosanthes kirilowii Maxim.或いはシマカラスウリ
Trichosanthes rosthornii Harmsの乾燥成熟種⼦の炮制加⼯品。

W020072 和順堂 炒莱菔⼦ 500g

袋
本品はオオバコ科植物オオバコPlantago asiatica L.或いはムジナオオバコPlantago depressa 
Willd.の乾燥成熟種⼦炮制加⼯品。

W020064 和順堂 炒栝楼仁 200g

袋 本品はイネ科植物オオムギHordeum vulgare L.の成熟果実の発芽乾燥品を炮制加⼯したもの。

W020077 和順堂 炒⻘⽪ 200g

袋 本品はアブラナ科植物ダイコンRaphanus sativus L.の乾燥成熟種⼦。

W020073 和順堂 炒⻨芽 500g

袋
本品はバラ科植物オオミサンザシCrataegus pinnatifida Bge.var.major N.E.Br. 或いはオオサン
ザシCrataegus pinnatifida Bge.の乾燥成熟果

W020083 和順堂 炒梔⼦ 200g

袋
本品はミカン科植物タチバナ Citrus reticulata Blanco. 及びその栽培変種の乾燥幼果或いは未成
熟果実の果⽪。

W020078 和順堂 炒⼭楂 500g

袋 本品はシソ科植物シソPerilla frutescens(L.)Britt.の乾燥成熟果実。

W020105 和順堂 磁⽯ 500g

袋 本品はアカネ科植物クチナシGardenia jasminoides Ellisの乾燥成熟果実。

W020084 和順堂 炒紫蘇⼦ 500g

袋
本品はキク科植物ヨモギ Artemisia argyi Lévl.et Vant.の乾燥葉。夏開花前に採集し、⼲したも
の。

W020115 和順堂 醋⻘⽪ 100g

袋 本品は酸化物類鉱物尖晶⽯（スピネル）族の磁鉄鉱，主に四酸化三鉄(Fe3O4)を含む。

W020108 和順堂 醋艾炭 100g

袋 本品はアケビ科植物⼤⾎藤Sargentodoxa cuneata (Oliv.) Rehd.et Wils.の乾燥藤茎。

W020149 和順堂 地楡炭 200g

袋
本品はミカン科植物タチバナ Citrus reticulata Blanco. 及びその栽培変種の乾燥幼果或いは未成
熟果実の果⽪。

W020129 和順堂 ⼤⾎藤 500g

袋
本品はケイ酸塩類鉱物多⽔⾼岭⽯族多⽔⾼岭⽯（含⽔カオリナイト），主にケイ酸アルミニウム四
⽔和物[Al4(Si4O10)(OH)8·4H2O]を含む。

W020160 和順堂 煅磁⽯ 500g

袋
本品はバラ科植物地榆Sanguisorba officinalis L.或いは长葉地榆Sanguisorba officinalis L.var. 
longifolia(Bert.)Yü et Liの乾燥根

W020159 和順堂 煅⾚⽯脂 200g

袋 本品は酸化物類鉱物尖晶⽯（スピネル）族の磁鉄鉱，主に四酸化三鉄(Fe3O4)を含む。

煅（だん）︓

⾼温で熱したもの。

鉱物・⾙殻は脆くなる

炭︓

⿊焼き、炭化したもの

炒︓

炒めたもの

醋製︓

⾷酢を⽤いて炒める等の

修治をしたもの

酒製︓

酒を⽤いて炒める等の

修治をしたもの
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袋 本品はフッ化物類鉱物蛍⽯族蛍⽯，主にフッ化カルシウム (CaF2)を含む。

W020230 和順堂 浮⽯ 200g

W020165 和順堂 煅紫⽯英 200g

袋
本品はホンダワラ科植物海蒿⼦（ホンダワラ）Sargassum pallidum (Turn.)C.Ag.或いは⽺栖菜
Sargassum fusiforme (Harv.) Setch.の乾燥藻体。

W020237 和順堂 寒⽔⽯ 200g

袋 本品は⽕⼭から喷出したマグマが凝固して形成された多孔質の⽯。

W020236 和順堂 海藻 500g

袋
本品はモナスカス科真菌紫紅曲（ベニコウジカビ） Monascus purpureus Wentをイネ科植物コ
メに植菌して発酵させたもの。

W020264 和順堂 琥珀 200g

袋 本品は⽅解⽯（炭酸カルシウムを含む鉱物）。

W020258 和順堂 紅曲（紅麹） 100g

袋 本品はヤマノイモ科植物⻩独（ニガカシュウ）Dioscorea bulbifera L.の乾燥塊茎。

W020305 和順堂 ⾦礞⽯ キンモウセキ 200g

袋 本品は古代マツ科植物マツの樹脂が地下に埋蔵され、化⽯状となったもの。

W020276 和順堂 ⻩薬⼦ 200g

袋 本品はバラ科植物⾦櫻⼦（ナニワイバラ）Rosa laevigata Michx. の乾燥成熟果実。

W020328 和順堂 酒⻩精 500g

袋 本品は変成岩類蛭⽯⽚岩或いは⽔⿊雲⺟⽚岩。

W020311 和順堂 ⾦櫻⼦⾁ 500g

袋
本品は⼭茱萸科植物⼭茱萸サンシュユ／ハルコガネバナCornus officinalis Sieb. et Zucc. の乾燥
成熟果⾁。

W020358 和順堂 蓮⼦⼼ 500g

袋
本品はユリ科植物滇⻩精Polygonatum kingianum Coll.et Hemsl.、⻩精Polygonatum sibiricum 
Red.或いは多花⻩精の乾燥根茎

W020333 和順堂 酒萸⾁ 500g

袋 本品はナス科植物イヌホオズキSolanum nigrium L.の乾燥地上部分。

W020381 和順堂 炉⽢⽯ 200g

袋 本品はスイレン科植物ハスNelumbo nucifera Gaertn.の成熟種⼦中の乾燥幼葉及胚根。

W020372 和順堂 ⿓葵 100g

袋 本品はキク科植物鳢肠タカサブロウEclipta prostrata L.の乾燥地上部分。

W020447 和順堂 硼砂 ホウシャ 200g

袋 本品は炭酸塩類鉱物⽅解⽯族菱亜鉛鉱，主に炭酸亜鉛(ZnCO3)を含む。

W020425 和順堂 旱蓮草 500g

袋
本品はアワビ科動物雑⾊鮑（トコブシ）Haliotis diversicolor Reeve、皺紋盘鮑（エゾアワビ）
Haliotis discus hannai Ino 等の⾙殻

W020594 和順堂 薤⽩ 500g

袋
本品は单斜晶系鉱物硼砂（ホウシャ）Borax，精製クリスタル，主に四ホウ酸ナトリウム
(Na2B4O7.10H2O)を含む。

W020520 和順堂 ⽯決明 500g

袋
本品は⽯⾸⿂科動物⼤⻩⿂（フウセイ）Pseudosciaena crocea (Richardson)或いは⼩⻩⿂（キ
グチ）Pseudosciaena polyactis Bleeker頭⾻中の⽿⽯。

W020646 和順堂 珍珠⺟ 500g

袋
本品はユリ科植物⼩根蒜（ノビル）Allium macrostemon Bge.或いは薤（ラッキョウ）Allium 
chinense G.Donの乾燥鱗茎

W020631 和順堂 ⿂脳⽯ 200g

袋 本品はミカン科植物橘Citrus reticulata Blanco及その栽培変種の乾燥成熟果⽪。

W020664 和順堂 鐘乳⽯ 500g

袋
本品はイシガイ科動物三⾓帆蚌ヒレイケイチョウガイHyriopsis cumingii(Lea)、褶纹冠蚌カラス
ガイCristaria plicata(Leach)或いは珍珠贝科动物马⽒珍珠贝 アコヤガイの⾙殻

W020655 和順堂 制陳⽪ 500g

袋 本品はセンリョウ科植物センリョウSarcandra glabra (Thunb.)Nakaiの乾燥全草。

袋 本品は炭酸塩類鉱物⽅解⽯族⽅解⽯，主に炭酸カルシウム(CaCO3)を含む。

W020665 和順堂 腫節⾵ 100g

煅（だん）︓

⾼温で熱したもの。

鉱物・⾙殻は脆くなる

炭︓

⿊焼き、炭化したもの

炒︓

炒めたもの

醋製︓

⾷酢を⽤いて炒める等の

修治をしたもの

酒製︓

酒を⽤いて炒める等の

修治をしたもの


