仮訳

1979 年食品法に基づき制定する

保健省告示
(第 426 号) 2021 年
件名 「植物由来の茶」
ハーブ製品に関する法令に基づいた健康製品との重複を避け、効率的な消費者保護を行うために
ハーブティーに関する保健省告示を改正することが適切であるため、
1979 年食品法の第５条第１段落及び第６条（3）（4）（5）（6）（7）及び（10）の規定に基づ
いた権限により、保健大臣が以下のとおり告示する。
第 1 項 2004 年 6 月４日付 2004 年保健省告示（第 280 号）「ハーブティー」を廃止する。
第 2 項 「植物由来の茶」を品質規格管理食品とする。
第 3 項 「植物由来の茶」とは、水を使い煮出したり、侵出させたりして消費することを目的と
した、荒く粉砕したり、サイズを縮小したりする場合もある、乾燥工程を経た植物の各部位から得
られた製品を指す。
第 4 項 第３項の植物は、本告示末尾の植物由来の茶の原料として使用する植物及び植物の部位
のリスト並びに大臣が定める追加リストに従うこと。
第５項 植物由来の茶は以下の品質又は規格を備えていること。
（1）水分は重量の 10％を超えてはならない。
（2）病原性微生物は、病原性微生物に関する食品の品質規格、原則条件及び分析方法の規定に関
する保健省告示に従うこと。
（3）汚染物質検出量は、汚染物質を含有する食品規格に関する保健省告示に規定する最大量を超
えてはならない。
（4）残留有害物質は、残留有害物質を含有する食品に関する保健省告示に従うこと。
（5）場合に応じて、各々関係する法律に基づいた現代医薬品、向精神薬物質又は不正麻薬を含有
していないこと。
（6）食品添加物の使用は、食品添加物に関する保健省告示に従うこと。

（注１）

この日本語訳は、タイ政府による公式日本語訳ではなく、情報提供を目的に、JETRO Bangkok が作
成した非公式なものです。正確性を保証するものではありませんので、本情報の採否はお客様の
ご判断でお願い申し上げます。万一、不利益を被る事態が生じましても、JETRO は責任を負うこ
とができませんのでご了承ください。

（注２） （注２） 本告示の原典については下記をご覧ください。
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/102/T_0008.PDF

（7）本告示末尾の植物由来の茶の原料として使用する植物又は植物の部位のリストに指定する植
物又は Camellia 属のチャノキの葉、新芽及び若茎以外のその他の物質による香味付けをしていない
こと。
第 6 項 販売用の植物由来の茶の製造者又は輸入者は、食品の製造方法、製造におけるツール・
用具及び保管に関する保健省告示に従うこと。
第７項 植物由来の茶の包装容器の使用は、包装容器に関する保健省告示に従うこと。
第８項 植物由来の茶のラベル表示は、包装食品のラベル表示に関する保健省告示に従うこと。
また、本告示末尾の植物由来の茶の原料として使用する植物又は植物の部位のリストに指定する警
告文も表示しなければならない。
第９項 以下の植物由来の茶の販売用の製造者、輸入者又は販売者は、本告示の施行日から２年
以内に本告示を遵守しなければならない。
（1）本告示の施行日前に、2004 年 6 月 4 日付 2004 年保健省告示（第 280 号）「ハーブティ
ー」に従い許可を取得した本告示末尾の植物由来の茶の原料として使用する植物又は植物の部位の
リストに基づいた植物由来の茶
（2）本告示の施行日前に、密閉容器入り飲料に関する保健省告示に従い許可を取得した本告示
末尾の植物由来の茶の原料として使用する植物又は植物の部位のリストに基づいた（1）以外の植物
由来の茶
第 10 項 本告示は官報掲載日の翌日（訳注：2021 年 5 月 14 日）から施行する。
2021 年 3 月 29 日告示
アヌティン チャーンウィーラクーン
保健大臣

-22021 年３月 29 日付 1979 年食品法に基づき制定する保健省告示（第 426 号）2021 年 件名「植物由来の茶」末尾
植物由来の茶の原料として使用する植物及び植物の部位のリスト
No.

学名

一般名
和名（タイ語名）

英名

植物の部位

警告文

若い果実(young fruit)

-

Abelmoschus esculentus (L.)

オクラ （กระเจี๊ยบเขียว,

Moench

กระเจี๊ยบมอญ）

2

Aegle marmelos (L.) Corrêa

ベルノキ（มะตูม）

Bael fruit

果実 (fruit)

-

3

Alcea rosea L.

タチアオイ（ฮอลลี่ฮอค）

Hollyhock, Rose mallow

花(flower)

「花粉アレルギーの方はお召し上がり

1

Lady’s finger, Okra

にならないでください。」
4

Allium ampeloprasum L.

リーキ（กระเทียม

Wild leek, Levant garlic

ต้น,ลีก）
5

Allium ascalonicum L.

シャロット、エシャロッ

茎(stem),

-

花(flower)

「花粉アレルギーの方はお召し上がり
にならないでください。」

Shallot

ト（หอม, หอมแดง, หอม

鱗茎 (bulb without

-

peel), 茎(stem)

หัว）
6

Allium cepa L.

タマネギ（หอมใหญ่,

Onion

鱗茎 (bulb without

-

peel), 茎(stem),

หอมหัวใหญ่,หอมฝรั่ง）

花(flower)

「花粉アレルギーの方はお召し上がり
にならないでください。」

7

Allium fistulosum L.

ネギ（หอมจีน,หอมต้น）

Welsh onion, Japanese

茎(stem)

-

鱗茎 (bulb without

「抗凝固薬を処方されている方はお召

peel), 茎(stem)

し上がりにならないでください。」

根茎(rhizome without

-

bunching onion
8

9

Allium sativum L.

Alpinia galanga (L.) Willd.

ニンニク（กระเทียม）
ナンキョウ（ข่า）

Garlic

Galangal

peel), 茎又は
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No.

学名

一般名
和名（タイ語名）

英名

植物の部位

警告文

若茎 (young stem)
花(flower)

「花粉アレルギーの方は
お召し上がりにならない
でください。」

10

Alpinia nigra (Gaertn.) Burtt

チクリンカ（กะลา,ข่าน้ า,เร่ วน้อย） Kala, Kha nam, Reo noi

茎又は若茎 (young

-

stem)
11

Alpinia officinarum Hance

コウリョウキョウ（ข่าเล็ก）

Lesser galangal

根茎 (rhizome), 茎又は

-

若茎
(young stem)
花(flower)

「花粉アレルギーの方は
お召し上がりにならない
でください。」

12

13

14

Amaranthus spinosus L.

Amaranthus tricolor L.

Amaranthus viridis L.

ハリビユ（ผักโขมหนาม）

Spiny amaranth, Spiny

種子 (seed), 新芽

葉を使用する場合「尿路

pigweed

(sprout), 葉 (leaf)

結石が生じるリスクが高
まります。」

ハゲイトウ（ผักโขมจีน,ผักโขมสวน Chinese amaranth, Joseph’s

,ผักโขมสี ）

coat

ホナガイヌビユ（ผักโขม）

Green amaranth, Slender
amaranth

15

Amaranthus caudatus L.

ヒモゲイトウ（ผักโขมใบแดง）

Love-lies-bleeding, Inca
wheat, Garden amaranth

16

Anacardium occidentale L.

カシューナットノキ（มะม่วงหิ ม

Cashew nut

果実内の果肉(kernel)

-

果実内の果肉

-

พานต์）
17

Ananas comosus (L.) Merr.

パイナップル（สับปะรด）

Pineapple

-4No.

学名

一般名
和名（タイ語名）

英名

植物の部位

警告文

(fleshy part of fruit)
18

Anethum graveolens L.

イノンド、ディル（ผักชีลาว）

Dill

19

Annona reticulata L.

ギュウシンリ（น้อยโหน่ง）

Custard apple

地上部 (aerial part)
果実内の果肉 (fleshy part

-

of fruit)
20

Annona squamosa L.

バンレイシ、シャカトウ

Sugar apple

（น้อยหน่า）
21

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

果実内の果肉(fleshy part

-

of fruit)

チャービル、ウィキョウゼリ

Chervil

葉 (leaf)

-

根茎

-

（เชอร์วิล）
22

23

Apium graveolens

セルリアック、カブラミツバ

subsp. rapaceum (Mill.) P.D.Sell

（เซเลอริ แอค）

Apium graveolens var. dulce (Mill.)

セロリ（เซเลอรี ,

Celeriac, Rooted celery

(root without peel)

คึ่นฉ่าย）

Celery

地上部 (aerial part)

-

果実 (fruit)

-

果実内の果肉 (fleshy part

-

DC.
24

25

Aronia melanocarpa (Michx.)

ブラックチョークベリー（อะ

Black chokeberry, Aronia

Elliott

โรเนียเบอร์รี）

berry

Artocarpus heterophyllus Lam.

パラミツ（ขนุน）

Jackfruit

of fruit)
26

Aspalathus Linearis (Burm.f.)

ルイボス（รอยบอส）

Rooibos

ナーンレーオ（นางแลว）

Nang laeo

葉 (leaf)

-

R.Dahlgren
27

Aspidistra sutepensis K.Larsen

若葉 (young leaf),
花(flower)

「花粉アレルギーの方はお
召し上がりにならないでく
ださい。」

28

Avena abyssinica Hochst.

エチオピアオート、アビシニ

Ethiopia oat, Abyssinian

アオート（ข้าวโอ๊ตเอธิโอเปี ย）

oat

種子
(seed without husk)

-
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No.
29

学名

Avena fatua L.

一般名
和名（タイ語名）
カラスムギ（ข้าวโอ๊ตป่ า）

英名
Wild oat

植物の部位

警告文

種子

-

(seed without husk)
30

Avena sativa L.

オートムギ（ข้าวโอ๊ต）

Oat

種子

-

(seed without husk)
31

Baccaurea ramiflora Lour.

インドメテング（มะไฟ）

Burmese grape

果実内の果肉 (fleshy

-

part of fruit)
32

Backhousia citriodora F. Muell.

レモンマートル（เลมอน

Lemon scented myrtle

葉 (leaf)

-

根

-

เมอร์เทิล）
33

Beta vulgaris L. subsp. vulgaris

ビートルート、カエンサイ Beetroot
（บีทรู ต）

34

Borassus flabellifer L.

オウギヤシ（ตาล,

(root without peel)
Palmyra palm, Doub palm

ตาลโตนด）
35

Bouea macrophylla Griff.

アカタネノキ（มะปราง）

果実内の果肉 (fleshy part

-

of fruit), 胚芽(kernel)
Marian plum, Ganderia

果肉

-

(fruit without seed)
36

Carica papaya L.

パパイヤ（มะละกอ）

Papaya

果実内の果肉 (fleshy

-

part of fruit)
37

Carissa carandas L.

カリッサ（มะม่วงหาวมะนาว

Karanda, Caranda, Bengal currants

โห่, หนามแดง, มะม่วงไม่รู้โห่）

果肉

-

(fruit without seed)

38

Carthamus tinctorius L.

ベニバナ（คาฝอย）

Safflower

39

Centella asiatica (L.) Urb.

ツボクサ（บัวบก）

Asiatic pennywort

40

Chamaemelum nobile (L.) All.

ローマカミツレ（โรมันคาโม Roman chamomile

花(flower)
葉 (leaf) , 茎(stem)
花(flower)

มายล์）

「花粉アレルギーの方はお
召し上がりにならないでく
ださい。」

41

Chrysanthemum indicum L.

シマカンギク（เก็กฮวย）

Chrysanthemum

花(flower)

-

-6-

No.
42

学名

Cichorium intybus L.

一般名
和名（タイ語名）

英名

キクニガナ、チコリー（ชิโครี ） Chicory

植物の部位

警告文

根

-

(root without peel), 葉
(leaf)
43

Cinnamomum cassia (L.) J. Presl

シナニッケイ（อบเชยจีน）

Cassia bark tree,

樹皮 (bark)

る方及び低血糖症の方はお

Chinese cinnamon
44

45

Cinnamomum bejolghota (Buch.-

Cinnamon

Ham.) Sweet

シナモン（อบเชยไทย）

Cinnamomum camphora (L.) J.

クスノキ（อบเชยญวน）

Presl

「抗凝固薬を処方されてい

樹皮 (bark)

召し上がりにならないでく
ださい」

Camphor laurel, Camphor

樹皮 (bark)

tree

46

Cinnamomum iners Reinw. ex Blume

イヌニッケイ（อบเชยต้น）

47

Cinnamomum verum J. Presl

セイロンニッケイ（อบเชยเทศ） Ceylon cinnamon

48

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & スイカ（แตงโมอ่อน,แตงโม）

Wild cinnamon

Watermelon

樹皮 (bark)
樹皮 (bark)
幼果(young fruit),

-

皮を含まない果実内の果

Nakai

肉の白い部分(fleshy
part of fruit),種子内の実
(kernel)
49

Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle ライム、メキシカンライム

Lime, Mexican lime

（มะนาว,ไลม์）
50

Citrus aurantium L.

ダイダイ（ส้ มเกลี ้ยง,ส้ มเช้ ง）

果肉

-

(fruit without seed)
Bitter orange

果肉

-

(fruit without seed)
51

Citrus hystrix DC.

コブミカン（มะกรู ด）

Kaffir lime

果肉(fruit without seed),
葉 (leaf)

-

-7-

一般名
No.

学名
和名（タイ語名）

52

Citrus japonica Thunb.

キンカン（ส้มจี๊ด）

植物の部位

警告文

果肉

-

英名
Round kumquat

(fruit without seed)
53

Citrus limon (L.) Osbeck

レモン(มะนาวเทศ, เลมอน)

Lemon

果肉

-

(fruit without seed)
54

Citrus maxima (Burm.) Merr.

ザボン(ส้มโอ)

Pomelo, Pummelo

果肉

-

(fruit without seed)
55

Citrus reticulata Blanco

マンダリン（ส้มเขียวหวาน,ส้มจุก,

Mandarin orange

ส้มแก้วเกลี้ยง, ส้มแก้วโบราณ,ส้มจันทบูร,ส้ม

果肉

-

(fruit without seed)

แป้ นขี้มา้ ,ส้มแสงทอง,ส้มเหม็น）
56

57

Citrus sinensis (L.) Osbeck

Clausena lansium (Lour.) Skeels

キンクネンボ、スイートオ

Sweet orange, Blood

レンジ（ส้ ม）

orange

seed)

ワンピ（มะไฟจีน,ส้มมะไฟ）

Wampi,

果肉 (fruit without

Chinese clausena
58

Clitoria ternatea L.

チョウマメ（อัญชัน）

Blue pea, Butterfly pea

59

Cocos nucifera L.

ココヤシ（มะพร้าว）

Coconut

果肉 (fruit without

-

-

seed)
花(flower)

-

種子内の実（kernel),

-

胚芽 (Coconut apple)
60

Coix lacryma-jobi L.

ジュズダマ（ลูกเดือย）

Job’s tears

61

Coffea arabica L.

コーヒーノキ（กาแฟอาราบิกา้ ）

62

Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

ロブスタコーヒーノキ

種子 (seed)

-

Arabica coffee

葉 (leaf)

-

Robusta coffee

葉 (leaf)

-

（กาแฟโรบัสต้า）
63

Coriandrum sativum L.

コエンドロ、コリアンダー
（ผักชี）

Coriander, Chinese parsley

植物全体(whole plant)

-

-8一般名
No.

学名
和名（タイ語名）

64

Cucumis melo L.

メロン（แตงไทย,แคนตาลูป）

植物の部位

警告文

果実内の果肉 (fleshy part

-

英名
Melon, Cantaloupe,
Muskmelon

of fruit)
果実 (fruit)

-

果肉

-

65

Cucumis sativus L.

キュウリ（แตงกวา,แตงร้าน）

Cucumber

66

Cucurbita moschata Duchesne

ニホンカボチャ（ฟักทองยักษ์）

Giant pumpkin

(fruit without seed)
67

Cucurbita maxima Duchesne

セイヨウカボチャ（ฟักทอง）

Pumpkin, Squash

果肉

-

(fruit without seed), 新芽
(young leaf)
68

Cucurbita pepo L.

ペポカボチャ（ฟักทองน้ าเต้า）

Marrow, Pumpkin, Squash

果肉

-

(fruit without seed)
69

Cuminum cyminum L.

クミン （ยี่หร่ า,เทียนขาว）

Cumin

70

Curcuma longa L.

ウコン（ขมิ้นชัน）

71

Curcuma mangga Valeton & Zijp

72

Cyclopia genistoides (L.) Vent.

種子 (seed)

-

Turmeric, Common turmeric

根茎 (rhizome)

-

シロウコン（ขมิ้นขาว）

White Turmeric

根茎 (rhizome)

-

ハニーブッシュ（ฮันนี่บชั ）

Honeybush

葉 (leaf) , 茎(stem),

-

花(flower)

「花粉アレルギーの方はお召
し上がりにならないでくださ
い。」

73

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf

レモングラス（ตะไคร้）

74

Cynara scolymus L.

アーティチョーク、チョウセン Artichoke, Globe artichoke

若い花序 (young

アザミ（อาร์ติโชค）

inflorescences), 葉 (leaf)

75

Cyperus esculentus L.

ショクヨウガヤツリ

（แห้วไทย）

Lemon grass

Tiger nut

地上部 (aerial part)

地下茎
(corm without peel)

-

-
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No.

一般名

学名

和名（タイ語名）

英名

植物の部位

警告文

根 (root without peel)

-

幹(Stem)

-

76

Daucus carota L.

ニンジン（แครอต）

Carrot

77

Derris scandens Benth. 2

シダレトバ（เถาวัลย์เปรี ยง）

Jewel Vine

78

Dimocarpus longan Lour.

リュウガン（ลาไย）

Longan

果実内の果肉(fleshy aril)

-

79

Diospyros areolata King & Gamble

マプラップ（มะพลับ）

Bo Tree

果肉 (fruit without seed)

-

80

Diospyros kaki L.f.

カキ（พลับ）

Persimmon

果肉 (fruit without seed)

-

81

Diospyros virginiana L.

アメリカガキ（พลับอเมริ กน
ั ）

American persimmons,

果肉 (fruit without seed)

-

果実内の果肉

-

Common persimmons

82

Durio zibethinus L.

ドリアン（ทุเรี ยน）

Durian

(fleshy aril)

83

Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex

イヌクログワイ（แห้วจีน）

Chinese water chestnut

地下茎

Hensch.
84

Epilobium angustifolium L.

ヤナギラン（วิลโลเฮิร์บ）

Rosebay willow herb, Fireweed

85

Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.

トーチジンジャー（กาหลา,ดา

Torch ginger

葉 (leaf)

-

花(flower)

「花粉アレルギーの方はお召し上
がりにならないでください。」

หลา）
86

Euterpe oleracea Mart.

-

(corm without peel)

ニボンモドキ、アサイー（เอ

Acai, Assai palm

果肉

-

(fruit without seed)

ไซ,แอสไซปาล์ม）
87

Ficus carica L.

イチジク（ฟิ ก,มะเดื่อฝรั่ง）

Fig, Common fig

果実 (fruit)

-

88

Fragaria x ananassa (Duchesne ex

ストロベリー（สตรอว์เบอร์รี）

Strawberry

果実 (fruit)

-

エビヘゾイチゴ（สตรอว์เบอร์รี

Wild strawberry,

果実 (fruit)

-

Weston) Duchesne ex Rozier

89

Fragaria vesca L.

ไวลด์）
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No.

学名

一般名
和名（タイ語名）

英名

植物の部位

警告文

果実内の果肉

-

Woodland strawberry

90

Garcinia mangostana L.

マンゴスチン （มังคุด）

Mangosteen

(fleshy aril)

91

Garnoderma lucidum (Fr.) Karst.

マンネンタケ（เห็ดหลินจือ）

Reishi, Ling Zhi

92

Glycyrrhiza glabra L./ Glycyrrhiza

カンゾウ、スペインカンゾウ

Licorice, Sweet Root,

glabra Linn.

（ชะเอมเทศ）

Glycyrrhiza

Gnetum gnemon L.

グネモンノキ、ユミヅルノキ

Melinjo, Buko, Gnemon tree,

（ผักเหลียง,ผักเหมียง,ผักกะเหรี ยง,

Spanish joint-fir

93

子実体 (fruiting body)

-

根 (root)

-

葉 (leaf)

-

เขลียง）
94

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.)

アマチャヅル（เจี่ยวกูห
้ ลาน）

Jiaogulan

ヒマワリ（ทานตะวัน）

Sunflower, Common sunflower

葉 (leaf) , 茎(stem)

-

Mak.
95

Helianthus annuus L.

花弁(petal)

「花粉アレルギーの方はお
召し上がりにならないでく
ださい。」

96

Helianthus tuberosus L.

キクイモ（แก่นตะวัน）

Jerusalem artichoke

地下茎

-

(tuber without peel)

97

Hibiscus sabdariffa L.

ローゼルソウ（กระเจี๊ยบแดง）

Roselle, Sorrel, Redsorrel

萼(sepal),

-

副萼(epicalyx)

98

Hippophae rhamnoides L.

サジー（ซีบคั ทอร์น）

Sea buckthorn

果肉

-

(fruit without seed)

99

Hordeum vulgare L.

オオムギ （ข้าวบาร์เลย์）

Barley, Common barley

種子 (seed without husk), 若

-

葉
(young leaf)

100

Humulus lupulus L.

ホップ、セイヨウカラハナソ

Hop, Common hop

花(flower)

ウ（ฮอป）

「花粉アレルギーの方はお
召し上がりにならないでく
ださい。」

101

Hydrangea macrophylla subsp.

ヤマアジサイ（ไฮเดรนเยีย）

Hydrangea, Tea of

葉 (leaf)

-
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No.

学名

一般名
和名（タイ語名）

serrata (Thunb.) Makino
102

103

104

英名

植物の部位

警告文

果実内の果肉(fleshy part

-

heaven

Hylocereus undatus (Haw.) Britton &

ドラゴンフルーツ、ピタヤ

Rose

（แก้วมังกร）

Hylocereus megalanthus (K.

イエローピタヤ（แก้วมังกรสี

Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer

เหลือง）

Ipomoea aquatica Forssk.

ヨウサイ、クウシンサイ
（ผักบุง้ ไทย,ผักบุง้ จีน）

Dragon fruit, Pitaya

of fruit), 種子 (seed)
Yellow pitaya

果実内の果肉(fleshy part

-

of fruit), 種子 (seed)
Swamp morning glory,

葉 (leaf) , 若茎(young

Water spinach, Chinese

stem)

-

water-spinach
105

Jasminum sambac Ait.; Jasminum

ソケイ、マツリカ（มะลิ）

Jasmine

花(flower)

-

果実 (fruit)

-

果実内の果肉

-

officinale L.
106

Juniperus communis L.

セイヨウネズ（จูนิเปอร์ เบอร์ รี่）

Juniper, Common juniper

107

Lansium parasiticum (Osbeck) K.C.

ランサ （ลางสาด）

Langsat

Sahni & Bennet

(fleshy aril)

108

Laurus nobilis L.

ゲッケイジュ（กระวาน）

Bay, Sweet bay, Laurel

109

Lavandula angustifolia Mill.

ラベンダー（ลาเวนเดอร์）

English lavender, Lavender

葉 (leaf) , 果実 (fruit)

-

花(flower)

「花粉アレルギーの方はお
召し上がりにならないでく
ださい。」

110

111

Limonia acidissima L.

Litchi chinensis Sonn.

ウッドアップル、ゾウノリン

Elephant-apple, Wood

ゴ（มะขวืด）

apple, Indian wood apple

レイシ、ライチ（ลิ้นจี่）

Litchi, Lychee

果実内の果肉(fleshy part

-

of fruit), 種子 (seed)
果実内の果肉
(fleshy aril)

-

-12一般名
No.

学名
和名（タイ語名）

112

Lycium barbarum L.

ナガバクコ（เก๋ ากี้,โกจิเบอร์ รี่）

植物の部位

警告文

果実 (fruit)

-

英名
Goji berry, Matrimony vine,
Common matrimony vine,
Chinese wolf berry,
Chinese boxthorn

113

Lycium ruthenicum Murray

ブラックゴジベリー（โกจิเบอร์รี่ดา）

Black goji berry

果実 (fruit)

-

114

Solanum lycopersicum L.

トマト（มะเขือเทศ, มะเขือเทศสี ดา）

Tomato, Garden tomato

果実 (fruit)

-

115

Malpighia glabra L.

バルバドスサクラ、アセロラ

Barbados cherry

果実 (fruit)

-

果肉

-

（บาร์เบโดสเชอร์ รี）

116

Malus pumila Mill.

リンゴ、セイヨウリンゴ

Paradise apple

（แอปเปิ้ ล）

117

Malus sylvestris Mill.

クラブアップル（แอปเปิ้ ลป่ า）

(fruit without seed)
Crab apple, European crab
apple

118

Mangifera indica L.

マンゴー（มะม่วง）

Mango, Common mango,
Indian mango

119

Matricaria chamomilla L.

カミツレ、ジャーマンカモミール

German chamomile,

（เยอรมันคาโมมายล์）

Chamomile, Common

果肉
(fruit without seed)
果実内の果肉 (fleshy

Melissa officinalis L.

コウスイハッカ、レモンバーム

Lemonbalm, Balm, Common

（เลมอนบาล์ม）

balm

-

part of fruit)
花(flower)

「花粉アレルギーの方はお
召し上がりにならないでく

chamomile

120

-

ださい。」
葉 (leaf)

-

121

Mentha x villosa Huds.

ハッカ （สะระแหน่）

Mint

葉 (leaf)

-

122

Mentha x piperita L.

コショウハッカ、セイヨウハ

Peppermint, Curly mint,

葉 (leaf)

-

ッカ、ペパーミント

Hairy peppermint

（เปปเปอร์ มินต์）

-13一般名
No.

学名

植物の部位

警告文

Spearmint, Bush mint

葉 (leaf)

-

Apple mint, Roundleaved

葉 (leaf)

-

果実内の果肉(fleshy part

-

和名（タイ語名）
123

Mentha spicata L.

ミドリハッカ、スペアミント

英名

（สเปี ยร์มินต์）
124

Mentha suaveolens Ehrh.

マルバハッカ（แอปเปิ้ ลมิ้นท์）

mint
125

Momordica cochinchinensis (Lour.)

ナンバンカラスウリ（ฟักข้าว） Gac, Spiny bittercucumber,

Spreng.

Sweet gourd

of fruit), 仮種皮
(fleshy aril), 新芽
(young leaf)

126

Siraitia grosvenorii (Swingle)

ラカンカ（หล่อฮังก้วย）

Luo han guo, Monkfruit

マグワ（หม่อน）

Mulberry, White mulberry,

果実 (fruit)

-

熟した果実 (mature fruit),

-

C.Jeffrey ex A.M.Lu & Zhi
Y.Zhang
127

Morus alba L.

Silkworm mulberry
128

Morus nigra L.

クロミグワ（หม่อนดา）

Black mulberry

葉 (leaf)
熟した果実 (mature fruit),

-

葉 (leaf)
129

Morus rubra L.

アカミグワ（หม่อนแดง）

Red mulberry

熟した果実 (mature fruit),

-

葉 (leaf)
130

Murraya koenigii (L.) Spreng.

オオバゲッキツ（หอมแขก）

Curry leaf

131

Musa spp.

バナナ（กล้ วย）

Banana

葉 (leaf )

-

果実内の果肉 (fleshy part

-

of fruit)
132

Nasturtium officinale R.Br.

オランダカラシ、クレソン

Watercress

地上部 (aerial part)

-

花弁(petal), 根 (root), 皮

-

（วอเตอร์ เครซ）
133

Nelumbo nucifera Gaertn.

ハス（บัวหลวง,บัว）

Sacred Lotus, Lotus

と胚を除く種子
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一般名
No.

学名

植物の部位
和名（タイ語名）

警告文

英名
(fruit without peel and
embryo)

134

Nephelium lappaceum L.

ランブータン（เงาะ）

Rambutan

果実内の果肉

-

(fleshy aril)
135

Nymphaea pubescens willd.

スイレン（บัวสาย）

Red water-lily, Hairy water-

茎(stem)

-

葉 (leaf) , 新芽

-

lily
136

Ocimum americanum L.

ヒメボウキ（แมงลัก）

Hoary basil

(young leaf)
137

Ocimum basilicum L.

メボウキ（โหระพา）

Sweet Basil

葉 (leaf) ,

-

若葉(young leaf)
138

Ocimum minimum L.

ブッシュバジル（กะเพราฝรั่ง）

Bush basil, Greek basil

葉 (leaf) , 若

-

葉(young leaf)
139

140

Ocimum gratissimum L.

Ocimum tenuiflorum L.

インドメボウキ（กะเพราญวน,

African basil, Clove basil,

葉 (leaf) ,

ยี่หร่ า,โหระพาช้าง）

Shrubby basil, Tree basil

若葉(young leaf)

カミメボウキ（กะเพรา）

Holy basil, Sacred basil

-

葉 (leaf) , 若葉

-

(young leaf)
141

Olea europaea L.

オリーブ（มะกอก）

Table olives, Olive

果肉

-

(fruit without seed)
142

Oryza sativa L.

イネ（うるち米、玄米、発芽

Rice

米）（ข้าวเจ้า ข้าวกล้อง ข้าวเพาะ

Osmanthus fragrans Lour.

モクセイ（หอมหมื่นลี้）

-

若葉
(young leaf)

งอก）
143

種子(seed without husk),

sweet osmanthus

花(flower)

-

-15一般名
No.

学名
和名（タイ語名）

144

Panax ginseng C.A. Mey.

植物の部位

警告文

根 (root)

「抗凝固薬を処方されてい

英名

チョウセンニンジン（โสม

Korean ginseng, Asiatic

เกาหลี）

ginseng

る患者の方はお召し上がり
にならないでください」

145

Pandanus amaryllifolius Roxb.

ニオイアダン（เตย）

Pandan

146

Passiflora edulis Sims Passiflora

キミノクダモノトケイソウ、

Passion fruit

edulis f. flavicarpa O.Deg.

パッションフルーツ（เสาวรส） Yellow passionfruit

葉 (leaf)

-

果実内の果肉

-

(fleshy part of fruit), 種子
(seed)

147

Phoenix dactylifera L.

ナツメヤシ（อินทผลัม）

Date, Date palm

果肉

-

(fruit without seed)
148

Phyllanthus emblica L.

マラッカノキ（มะขามป้ อม）

Indian Gooseberry

果肉

-

(fruit without seed)
149

Phyllanthus acidus (L.) Skeels

アメダマノキ（มะยม）

Otaheite gooseberry, Star
gooseberry

150

151

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.

Prunus armeniaca L.

キンキジュ、マニラタマリン

Madras thorn, Manila

ド（มะขามเทศ）

tamarind

アンズ（แอพริ คอต）

Apricot

果肉

-

(fruit without seed)
果実内の果肉

-

(fleshy part of fruit)
果肉

-

(fruit without seed)
152

Prunus avium (L.) L.

セイヨウミザクラ（เชอร์รี

Sweet cherry

หวาน）
153

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

スミミザクラ（เชอร์รี่เปรี้ ยว,เชอร์ Sour Cherry, Tart Cherry

セイヨウスモモ、プラム
（พลัม,พรุ น）

-

(fruit without seed)
果肉

-

(fruit without seed)

รี่ ทาร์ต）
154

果肉

Plum, Prune

果肉
(fruit without seed)

-
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No.
155

学名

Prunus mume (Siebold) Siebold &

一般名
和名（タイ語名）
ウメ（บ๊วย）

英名
Japanese apricot

Zucc
156

Prunus persica (L.) Batsch

植物の部位
果肉

警告文
-

(fruit without seed)
モモ（พีช）

Peach

果肉

-

(fruit without seed)
157

Prunus persica var. nucipersica

ネクタリン（เนกทารี น）

Nectarine

(Suckow) C.K.Schneid.
158

Prunus spinosa L.

果肉

-

(fruit without seed)
スピノサスモモ（สโล）

Sloe, Blackthorn

果肉

-

(fruit without seed)
159

Psidium guajava L.

バンジロウ、グァバ（ฝรั่ง）

Guava

果肉

-

(fruit without seed)
160

Punica granatum L.

ザクロ（ทับทิม）

Pomegranate

種子 (seed), 種衣

-

(fleshy aril)
161

Pyrus communis L.

セイヨウナシ（แพร์ ,สาลี่）

Common pear

果肉

-

(fruit without seed)
162

Pyrus ussuriensis Maxim.

チュウゴクナシ、シベリアナシ Chinese pear,
（สาลี่จีน）

Manchurian pear, Ussurian

果肉

-

(fruit without seed)

pear
163

Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai

ヤマナシ、ニホンヤマナシ

Chinese sand pear, Japanese

（สาลี่หิมะ）

pear

果肉

-

(fruit without seed)

164

Ribes nigrum L.

クロスグリ （แบล็กเคอร์ แรนต์）

Black currant

果実 (fruit)

-

165

Ribes rubrum L.

フサスグリ、アカスグリ（เรด

Red currant

果実 (fruit)

-

เคอร์ แรนต์）
166

Rosa canina L.

カニナバラ、イヌバラ

Rose hip, Common briar,

（โรสฮิปส์）

Dog rose

果実 (fruit)

-

-17一般名
No.

学名
和名（タイ語名）

植物の部位

警告文

花弁(petal)

-

英名

167

Rosa spp. and hybrid

バラ（กุหลาบ）

Rose

168

Rosmarinus officinalis L.

マンネンロウ、ローズマリー

Rosemary

葉 (leaf)

-

（โรสแมรี ）
169

Rubus L.

ブラックベリー（แบล็กเบอร์ รี่）

Blackberry

果実 (fruit)

-

170

Rubus loganobaccus L.H. Bailey

ローガンベリー（โลแกนเบอร์ รี่）

Loganberry

果実 (fruit)

-

171

Rubus idaeus L.

ヨーロッパキイチゴ（ราสเบอร์รี่สี

Red raspberry

果実 (fruit)

-

果実 (fruit)

-

果実内の果肉 (fleshy part of

-

แดง）
172

Rubus occidentalis L.

クロミキイチゴ（ราสเบอร์รี่สีดา）

Black raspberry

173

Salacca wallichiana Mart.

トゲサラカヤシ（ระกา）

Salacca

fruit)

174

Salacca zalacca (Gaertn.) Voss

サラカヤシ（สละ）

Salak, Snake fruit

果実内の果肉 (fleshy part of

-

fruit)

175

Salacca glabrescenns Griff.

ナガミサラカヤシ（สละไทย）

Sala

果実内の果肉 (fleshy part of

-

fruit)

176

Salvia sclarea L.

オニサルビア、クラリセージ

Clary sage, sage

葉 (leaf)

-

果実 (fruit)

-

種子

-

（แคลรี เซจ,เซจ）
177

Sambucus nigra L.

セイヨウニワトコ（เอลเดอร์เบอร์ รี่）

Elderberry

178

Setaria italica (L.) P.Beauv.

アワ（ข้าวฟ่ าง,ฟ่ างหางหมา）

Foxtail millet, Italian millet,
Dwarf setaria

179

Stevia rebaudiana Bertoni

ステビア（หญ้าหวาน）

Stevia, Candyleaf

180

Syzygium aromaticum (L.) Merr. &

チョウジノキ、チョウジ（กานพลู）

Clove

L.M.Perry

(seed without husk)
葉 (leaf)

-

花蕾(flower bud),

-

花(flower),

「花粉アレルギーの方はお
召し上がりにならないでく
ださい。」

-18一般名
No.

学名
和名（タイ語名）

植物の部位

警告文

果肉 (fruit without seed)

-

果肉

-

英名

181

Syzygium cumini (L.) Skeels

ムラサキフトモモ（หว้ า,ลูกหว้ า）

Jambolan, Java plum

182

Syzygium jambos (L.) Alston

フトモモ（ชมพู่น้ าดอกไม้）

Rose apple

(fruit without seed)
183

Syzygium malaccense (L.) Merr. &

マレーフトモモ

Malay apple, Mountain-

L.M. Perry

マレーアップル （ชมพู่มะเหมี่ยว,ชมพู่

apple, Pomerac

果肉

-

(fruit without seed)

สาแหรก รวมทังโพมาร์
้
โรซามาเลย์）
184

Syzygium nervosum A.Cunn. ex DC. ,

ジャンボンアデク、マキアン（มะ Ma-kiang

Cleistocalyx nervosum

เกี่ยง）

果実 (fruit)

-

果肉

-

var. paniala
185

186

Syzygium samarangense (Blume)

オオフトモモ、ジャワフトモモ

Java apple, Wax jambu,

Merr. & L.M. Perry

（ชมพู่）

Semarang rose-apple

Tagetes erecta L.

センジュギク（ดาวเรื อง,ดาวเรื องฝรั่ง）

Marigold

(fruit without seed)
花(flower)

「花粉アレルギーの方はお
召し上がりにならないでく
ださい。」

187

Tamarindus indica L.

タマリンド（มะขาม）

Tamarind

炒った種子 (roasted

-

seed), 果実内の果肉
(fleshy part of fruit), 若
葉 (young leaf)
188

Thymus vulgaris L.

タチジャコウソウ、タイ

Thyme, Common thyme

葉 (leaf)

-

ヨウシュイブキジャコウソウ、ク

Breckland thyme,

葉 (leaf)

-

リーピングタイム

Wild thyme, Creeping

（ไทม์ป่า）

thyme
葉 (leaf)

-

（ไทม์）
189

190

Thymus serpyllum L.

Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb. レモンタイム（เลมอนไทม์）

Lemon thyme
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No.
191

学名

Trapa natans L.

一般名
和名（タイ語名）
オニビシ（กระจับ）

英名
Water caltrop, Water
chestnut

192

Triticum aestivum L.

コムギ（ข้าวสาลี）

Wheat

植物の部位

警告文

果実内の果肉(fleshy
part of fruit)
種子 (seed without

-

husk) , 若葉 (seed and
young leaf)
193

Vaccinium corymbosum L.

ブルーベリー（บลูเบอร์รี่）

Blueberry

果実 (fruit)

-

194

Vaccinium angustifolium Aiton

ワイルドブルーベリー、ロー

Wild blueberry, Low bush

果実 (fruit)

-

果実 (fruit)

-

果実 (fruit)

-

成熟したさや

-

ブッシュブルーベリー（บลูเบอร์ blueberry

รี่ ป่า,บลูเบอร์ รี่พุ่มเตี้ย）
195

Vaccinium macrocarpon Aiton

オオミツルコケモモ、クラン

Cranberry

ベリー（แครนเบอร์รี่）
196

Vaccinium myrtillus L.

ビルベリー（บิลเบอร์รี,บลูเบอร์ รี） Bilberry

197

Vanilla planifolia Jack. ex Andrews

バニラ（วานิลลา）

Vanilla beans, Vanilla pods

(mature fruit)
198

Vitis vinifera L.

ヨーロッパブドウ、ブドウ

Grape

（องุ่น）

果肉

-

(fruit without seed)

199

Zea mays L.

トウモロコシ（ข้าวโพด）

Corn, Maize

200

Zingiber officinale Roscoe

ショウガ（ขิง）

Ginger

種子 (seed)

-

根茎 (rhizome)

「抗凝固薬を処方されてい
る患者の方はお召し上がり
にならないでください」

201

Ziziphus jujuba Mill.

ナツメ（พุทรา,พุทราจีน）

Jujube, Chinese jujube

果肉

-

(fruit without seed)

備考 :

果実 (fruit) とは、皮及び種子を含む果肉を指す。果肉(fruit without seed)とは、種子を含まない果肉及び皮を指す。果実内の果肉(fleshy part of fruit 又
は fleshy aril 又は pulp)とは皮及び種子を含まない果肉のみを指す。種子内の実(kernel) とは、種子の内部の実を指す。鱗茎・根茎又は地下茎(bulb 又は

-20tuber 又は rhizome 又は root 又は corm without peel)とは、皮を含まない地下部分の鱗茎・根茎又は茎を指す。種子 (seed)とは、種子の部分を指す。
種子内の新芽(embryo) とは、種子内部にある新芽を指す。 新芽(sprout)とは、種子から発芽した新芽を指す。茎(stem) とは、茎の部分を指す。地上部
(aerial part) とは、根を含まない地上部分を指す。植物全体 (whole plant)とは、すべての部分を指す。

