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'0033/000 Ⅰ ' 石綿 石綿 asbestos 石棉
'0033/001 Ⅰ '1332-21-4 アスベスト 石綿 Asbestos 石棉
'0033/002 Ⅰ '12001-28-4 クロシドライト 石綿 Crocidolite 石棉(青石棉)
'0033/003 Ⅰ '12001-29-5 クリソタイル 石綿 Chrysotile 石棉(纤蛇纹石); 温石棉
'0033/004 Ⅰ '12172-73-5 アモサイト 石綿 Amosite 石棉(铁石棉)
'0033/005 Ⅰ '77536-66-4 アクチノライト 石綿 Actinolite 石棉(阳起石)
'0033/006 Ⅰ '77536-67-5 アンソフィライト 石綿 Anthophyllite 石棉(青闪石)
'0033/007 Ⅰ '77536-68-6 トレモライト 石綿 Tremolite 石棉(透闪石)

'0103 Ⅰ '75-68-3 １－クロロ－１，１－ジフルオロエタン
クロロジフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１４２)、１－クロロ－１，
１－ジフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１４２ｂ）

1-Chloro-1,1-difluoroethane 1-氯-1,1-二氟乙烷; 二氟一氯乙烷

'0104 Ⅰ '75-45-6 クロロ（ジフルオロ）メタン クロロジフルオロメタン(別名ＨＣＦＣ－２２) Chloro(difluoro)methane 氯二氟甲烷; 氟利昂22

'0105 Ⅰ '2837-89-0 ２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロエタン
クロロテトラフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２４)、２－クロロ
－１，１，１，２－テトラフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１２４）

2-Chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane 2-氯-1,1,1,2-四氟乙烷

'0106/000 Ⅰ ' クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１３３） クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１３３） chlorotrifluoroethane HCFC-133 氯三氟乙烷 （別名：HCＦC-133）
'0106/001 Ⅰ '75-88-7 ２－クロロ－１，１，１－トリフルオロエタン クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１３３） 2-Chloro-1,1,1-trifluoroethane 2-氯-1,1,1-三氟乙烷; 三氟一氯乙烷
'0106/002 Ⅰ '421-04-5 １－クロロ－１，１，２－トリフルオロエタン クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１３３） 1-Chloro-1,1,2-trifluoroethane 1-氯-1,1,2-三氟乙烷
'0106/003 Ⅰ '431-07-2 １－クロロ－１，２，２－トリフルオロエタン クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１３３） 1-Chloro-1,2,2-trifluoroethane 1-氯-1,2,2-三氟乙烷
'0106/004 Ⅰ '1330-45-6 クロロ（トリフルオロ）エタン クロロトリフルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１３３） Chloro(trifluoro)ethane 2-氯-1,1,2-三氟乙烷
'0107 Ⅰ '75-72-9 クロロ（トリフルオロ）メタン クロロトリフルオロメタン(別名ＣＦＣ－１３) Chloro(trifluoro)methane 氯三氟甲烷; 氟里昂13
'0126 Ⅰ '76-15-3 １－クロロ－１，１，２，２，２－ペンタフルオロエタン クロロペンタフルオロエタン(別名ＣＦＣ－１１５) 1-Chloro-1,1,2,2,2-pentafluoroethane 氯五氟乙烷; 氟利昂115
'0149 Ⅰ '56-23-5 テトラクロロメタン 四塩化炭素 Tetrachloromethane 四氯化碳; 四氯甲烷
'0157 Ⅰ '107-06-2 １，２－ジクロロエタン １，２－ジクロロエタン 1,2-Dichloroethane 1,2-二氯乙烷; 乙撑二氯; 亚乙基二氯
'0158 Ⅰ '75-35-4 １，１－ジクロロエチレン １，１－ジクロロエチレン（別名塩化ビニリデン） Ethene, 1,1-dichloro- 1,1-二氯乙烯; 过氯乙烯; 偏二氯乙烯; 乙烯叉二氯
'0159 Ⅰ '156-59-2 ｃｉｓ－１，２－ジクロロエチレン シス－１，２－ジクロロエチレン、 １，２－ジクロロエチレン Cis-dichloroethylene 顺-1,2-二氯乙烯
'0161 Ⅰ '75-71-8 ジクロロ（ジフルオロ）メタン ジクロロジフルオロメタン(別名ＣＦＣ－１２) Dichloro(difluoro)methane 二氯二氟甲烷; 氟里昂12
'0163/000 Ⅰ ' ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１４） ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１４） dichlorotetrafluoroethane CFC-114 二氯四氟乙烷 （別名：CＦC-114）
'0163/001 Ⅰ '76-14-2 １，２－ジクロロ－１，１，２，２－テトラフルオロエタン ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１４） 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane 1,2-二氯-1,1,2,2-四氟乙烷
'0163/002 Ⅰ '374-07-2 １，１－ジクロロ－１，２，２，２－テトラフルオロエタン ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１４） 1,1-Dichloro-1,2,2,2-tetrafluoroethane 1,1-二氯-1,2,2,2-四氟乙烷
'0163/003 Ⅰ '1320-37-2 ジクロロ（テトラフルオロ）エタン ジクロロテトラフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１４） Dichloro(tetrafluoro)ethane 二氯四氟乙烷
'0164 Ⅰ '306-83-2 ２，２－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロエタン ジクロロトリフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２３) 2,2-Dichloro-1,1,1-trifluoroethane 2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷

'0176 Ⅰ '1717-00-6 １，１－ジクロロ－１－フルオロエタン
ジクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１４１)、１，１－ジクロロ
－１－フルオロエタン（別名ＨＣＦＣ－１４１ｂ）

1,1-Dichloro-1-fluoroethane 1,1-二氯-1-氟乙烷; 二氯氟乙烷

'0177 Ⅰ '75-43-4 ジクロロ（フルオロ）メタン ジクロロフルオロメタン(別名ＨＣＦＣ－２１) Dichloro(fluoro)methane 二氯氟甲烷; 氟利昂21
'0179/000 Ⅰ ' １，３－ジクロロプロペン １，３－ジクロロプロペン（別名Ｄ－Ｄ） 1,3-dichloropropene D-D 1,3-二氯丙烯
'0179/001 Ⅰ '542-75-6 １，３－ジクロロプロパ－１－エン １，３－ジクロロプロペン（別名Ｄ－Ｄ） 1,3-Dichloroprop-1-ene 1,3-二氯-1-丙烯
'0179/002 Ⅰ '10061-01-5 （Ｚ）－１，３－ジクロロプロパ－１－エン １，３－ジクロロプロペン（別名Ｄ－Ｄ） (Z)-1,3-Dichloroprop-1-ene 顺式-1,3-二氯丙烯
'0179/003 Ⅰ '10061-02-6 （Ｅ）－１，３－ジクロロプロパ－１－エン １，３－ジクロロプロペン（別名Ｄ－Ｄ） (E)-1,3-Dichloroprop-1-ene 反式-1,3-二氯丙烯
'0185/000 Ⅰ ' ジクロロペンタフルオロプロパン（別名ＨＣＦＣ－２２５） ジクロロペンタフルオロプロパン（別名ＨＣＦＣ－２２５） dichloropentafluoropropane HCFC-225 二氯五氟丙烷 （別名：HCＦC-225）
'0185/001 Ⅰ '422-44-6 １，２－ジクロロ－１，１，２，３，３－ペンタフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) 1,2-Dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HCFC 225bb) 1,2-二氯-1,1,2,3,3-五氟丙烷
'0185/002 Ⅰ '422-48-0 ２，３－ジクロロ－１，１，１，２，３－ペンタフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) 2,3-Dichloro-1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HCFC 225ba) 2,3-二氯-1,1,1,2,3-五氟丙烷
'0185/003 Ⅰ '422-56-0 ３，３－ジクロロ－１，１，１，２，２－ペンタフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) 3,3-Dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC 225ca) 1,1-二氯-2,2,3,3,3-五氟丙烷
'0185/004 Ⅰ '431-86-7 １，２－ジクロロ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) 1,2-Dichloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane (HCFC 225da) 1,2-二氯-1,1,3,3,3-五氟丙烷
'0185/005 Ⅰ '507-55-1 １，３－ジクロロ－１，１，２，２，３－ペンタフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) 1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC 225cb) 1,3-二氯-1,1,2,2,3-五氟丙烷
'0185/006 Ⅰ '13474-88-9 １，１－ジクロロ－１，２，２，３，３－ペンタフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) 1,1-Dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane(HCFC 225cc) 1,1-二氯-1,2,2,3,3-五氟丙烷
'0185/007 Ⅰ '111512-56-2 １，１－ジクロロ－１，２，３，３，３－ペンタフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) 1,1-Dichloro-1,2,3,3,3-pentafluoropropane(HCFC 225eb) 1,1-二氯-1,2,3,3,3-五氟丙烷
'0185/008 Ⅰ '127564-92-5 ジクロロ（ペンタフルオロ）プロパン ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) Dichloropentafluoropropane, (Ethyne, fluoro-)  (HCFC 225) 二氯五氟丙烷
'0185/009 Ⅰ '128903-21-9 ２，２－ジクロロ－１，１，１，３，３－ペンタフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) 2,2-Dichloro-1,1,1,3,3-pentafluoropropane(HCFC 225aa) 2,2-二氯-1,1,1,3,3-五氟丙烷
'0185/010 Ⅰ '136013-79-1 １，３－ジクロロ－１，１，２，３，３－ペンタフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) 1,3-Dichloro-1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HCFC 225ea) 1,3-二氯-1,1,2,3,3-五氟丙烷
'0186 Ⅰ '75-09-2 ジクロロメタン ジクロロメタン（別名塩化メチレン） Dichloromethane 二氯甲烷; 二叉二氯
'0211/000 Ⅰ ' ジブロモテトラフルオロエタン（別名ハロン－２４０２） ジブロモテトラフルオロエタン（別名ハロン－２４０２） dibromotetrafluoroethane halone-2402 二溴四氟乙烷 （別名：哈龙-2402）

'0211/001 Ⅰ '124-73-2 １，２－ジブロモ－１，１，２，２－テトラフルオロエタン ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン－２４０２)
Dibromotetrafluoroethane (Halon 2402)  1,2-
Dibromotetrafluoroethane

1,1,2,2-四氟-1,2-二溴乙烷; 1,2-二溴四氟乙烷

'0211/002 Ⅰ '25497-30-7 ジブロモ（テトラフルオロ）エタン ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン－２４０２) Dibromotetrafluoroethane 二溴四氟乙烷
'0211/003 Ⅰ '27336-23-8 １，１－ジブロモ－１，２，２，２－テトラフルオロエタン ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン－２４０２) 1,1-Dibromo-1,2,2,2-tetrafluoroethane 1,1-二溴-1,2,2,2-四氟乙烷

'0239/005 Ⅰ '56-35-9 ビス（トリブチルスズ）オキシド
ビス（トリブチルスズ）＝オキシド、ビス（トリブチルスズ）オキ
シド、有機スズ化合物

1,1,1,3,3,3-Hexabutyldistannoxane 二(三-n-丁基锡)氧化物; 三丁基氧化锡

'0239/055 Ⅰ 3644-38-0 トリブチル（ペンタクロロフェノキシ）スズ
有機スズ化合物、ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくは
エステル

Tributyltin pentachlorophenolate Tributyltin pentachlorophenolate

'0262 Ⅰ '127-18-4 ペルクロロエテン テトラクロロエチレン Perchloroethene 四氯乙烯
'0263/000 Ⅰ ' テトラクロロジフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１２） テトラクロロジフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１２） tetrachlorodifluoroethane CFC-112 四氯二氟乙烷 （別名：CＦC-112）
'0263/001 Ⅰ '76-11-9 １，１，１，２－テトラクロロ－２，２－ジフルオロエタン テトラクロロジフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１２） 1,1,1,2-Tetrachlor-2,2-difluoroethane 1,1,1,2-四氯-2,2-二氟乙烷; 氟里昂-112A

'0263/002 Ⅰ '76-12-0 １，１，２，２－テトラクロロ－１，２－ジフルオロエタン テトラクロロジフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１２）
Tetrachlorodifluoroethane (CFC 112)  1,2-
Difluorotetrachloroethane

1,1,2,2-四氯-1,2-二氟乙烷

'0263/003 Ⅰ '28605-74-5 テトラクロロ（ジフルオロ）エタン テトラクロロジフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１２） Tetrachloro(difluoro)ethane 四氯（二氟）乙烷
'0279 Ⅰ '71-55-6 １，１，１－トリクロロエタン １，１，１－トリクロロエタン 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1-三氯乙烷; 甲基氯仿
'0280 Ⅰ '79-00-5 １，１，２－トリクロロエタン １，１，２－トリクロロエタン 1,1,2-Trichloroethane 1,1,2-三氯乙烷
'0281 Ⅰ '79-01-6 １，１，２－トリクロロエテン トリクロロエチレン 1,1,2-Trichloroethene 三氯乙烯; 乙炔化三氯
'0284/000 Ⅰ ' トリクロロトリフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１３） トリクロロトリフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１３） trichlorotrifluoroethane CFC-113 三氯三氟乙烷 （別名：CＦC-113）
'0284/001 Ⅰ '76-13-1 １，１，２－トリクロロ－１，２，２－トリフルオロエタン トリクロロトリフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１３） 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷
'0284/002 Ⅰ '354-58-5 １，１，１－トリクロロ－２，２，２－トリフルオロエタン トリクロロトリフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１３） 1,1,1-Trichloro-2,2,2-trifluoroethane 1,1,1-三氟-2,2,2-三氯乙烷
'0284/003 Ⅰ '26523-64-8 トリクロロ（トリフルオロ）エタン トリクロロトリフルオロエタン（別名ＣＦＣ－１１３） Trichloro(trifluoro)ethane 1,1,1-三氯-2,2,2-三氟乙烷
'0288 Ⅰ '75-69-4 トリクロロ（フルオロ）メタン トリクロロフルオロメタン(別名ＣＦＣ－１１) Trichloro(fluoro)methane 三氯氟甲烷; 氟里昂11
'0380 Ⅰ '353-59-3 ブロモ（クロロ）（ジフルオロ）メタン ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン－１２１１) Bromo(chloro)(difluoro)methane 溴氯二氟甲烷
'0382 Ⅰ '75-63-8 ブロモ（トリフルオロ）メタン ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン－１３０１) Bromo(trifluoro)methane 溴三氟甲烷
'0386 Ⅰ '74-83-9 ブロモメタン 臭化メチル、ブロモメタン（別名臭化メチル） Bromomethane 甲基溴; 溴甲烷

'0396 Ⅰ '1763-23-1 ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩

Perfluoro(octane-1-sulfonic acid) 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟代-1-辛磺酸

'0404 Ⅰ 87-86-5 ２，３，４，５，６－ペンタクロロフェノール
ペンタクロロフェノール、ぺンタクロロフェノール又はその塩若
しくはエステル

2,3,4,5,6-Pentachlorophenol 2,3,4,5,6-Pentachlorophenol

'0406/000 Ⅰ ' ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣＢ）
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

polychlorinated biphenyls PCBs 多氯联苯 （別名：ＰCB）

'0406/001 Ⅰ '1336-36-3 ポリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Polychlorobiphenyl  Polychlorinated biphenyls 多氯化联苯; 多氯化联二苯

'0406/002 Ⅰ '2050-67-1 ３，３’－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,3'-dichlorobiphenyl 3,3'-二氯联苯

'0406/003 Ⅰ '2050-68-2 ４，４’－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

4,4'-dichlorobiphenyl 4,4'-二氯联苯

'0406/004 Ⅰ '2051-24-3 ２，２’，３，３’，４，４’，５，５’，６，６’－デカクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯

'0406/005 Ⅰ '2051-60-7 ２－クロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2-chlorobiphenyl 2 -氯联苯

'0406/006 Ⅰ '2051-61-8 ３－クロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3-chlorobiphenyl 3 -氯联苯

'0406/007 Ⅰ '2051-62-9 ４－クロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

4-chlorobiphenyl 4 -氯联苯

'0406/008 Ⅰ '2136-99-4 ２，２’，３，３’，５，５’，６，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',5,5',6,6'-octachlorobiphenyl 2,2',3,3',5,5',6,6'-八氯联苯

'0406/009 Ⅰ '2437-79-8 ２，２’，４，４’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,4'-tetrachlorobiphenyl 2，2'，4，4'－四氯联苯

'0406/010 Ⅰ '2974-90-5 ３，４’－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,4'-dichlorobiphenyl 3,4'-二氯联苯

'0406/011 Ⅰ '2974-92-7 ３，４－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,4-dichlorobiphenyl 3,4-二氯联苯

'0406/012 Ⅰ '7012-37-5 ２，４，４’－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4,4'-trichlorobiphenyl 2,4,4'-三氯联苯

'0406/013 Ⅰ '11097-69-1 ＰＣＢ　１２５４
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

PCB 1254  AROCLOR 1254 多氯联苯; 亚老哥尔1254

'0406/014 Ⅰ '13029-08-8 ２，２’－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2'-dichlorobiphenyl 2,2'-二氯联苯

'0406/015 Ⅰ '15862-07-4 ２，４，５－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4,5-trichlorobiphenyl 2,4,5-三氯联苯

'0406/016 Ⅰ '15968-05-5 ２，２’，６，６’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',6,6'-tetrachlorobiphenyl 2,2',6,6'-四氯联苯

'0406/017 Ⅰ '16605-91-7 ２，３－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3-dichlorobiphenyl 2,3-二氯联苯

'0406/018 Ⅰ '16606-02-3 ２，４’，５－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4',5-trichlorobiphenyl  1,1'-Biphenyl, 2,4',5-trichloro- 2，4'，5－三氯联苯

'0406/019 Ⅰ '18259-05-7 ２，３，４，５，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4,5,6-pentachlorobiphenyl 2,3,4,5,6-五氯联苯

'0406/020 Ⅰ '25323-68-6 トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Trichlorobiphenyl 三氯联苯

'0406/021 Ⅰ '25429-29-2 ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Pentachlorobiphenyl  pentachloro[1,1'-biphenyl] 五氯联苯

'0406/022 Ⅰ '25512-42-9 ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Dichlorobiphenyl 二氯联苯

'0406/023 Ⅰ '25569-80-6 ２，３’－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3'-dichlorobiphenyl 2,3'-二氯联苯

'0406/024 Ⅰ '26601-64-9 ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Hexachlorobiphenyl 六氯联苯

'0406/025 Ⅰ '26914-33-0 テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Tetrachlorobiphenyl 四氯联苯

※：CAS番号はあくまでも参考として掲載しています。異性体が存在する場合等、対象物質か否かの判断は物質名及び別名で
　　行って下さい。また、該当するCAS番号が複数存在する場合は、記載していない場合もあります。
　　CAS numbers are to be solely as references. They may be insufficient or lacking, in case there are multiple chemical substances.

グリーン調達・調査対象化学物質リスト　附属表　Ver.7.4
Green Procurement Inspection Target Chemical Substance, Appendix Table　Ver.7.4
绿色采购·调查对象化学物质清单, 附属表　Ver.7.4
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当社管理番号
Classification No.
管理号码

管理レベル
Classification
levels
管理等級

CAS番号
CAS No.
CAS号码

物質名称
Substance name
物质名称

物質名（別名）
Substance name(Synonyms)
物质名(别名)

英語名
Substance name
英语名

中国語名
Substance name
中文名

'0406/026 Ⅰ '27323-18-8 クロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Chlorobiphenyl 多氯联苯

'0406/027 Ⅰ '28655-71-2 ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Heptachlorobiphenyl  Heptachloro-1,1'-biphenyl 七氯联苯

'0406/028 Ⅰ '30605-61-9 ａｒ，ａｒ，ａｒ－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Ar,ar,ar-trichlorobiphenyl Ar,ar,ar-三氯联苯

'0406/029 Ⅰ '31472-83-0 オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Octachlorobiphenyl  Tetrachloro(tetrachlorophenyl)benzene 八氯联苯

'0406/030 Ⅰ '31508-00-6 ２，３’，４，４’，５－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl 2,3',4,4',5-五氯联苯

'0406/031 Ⅰ '32598-10-0 ２，３’，４，４’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl 2,3',4,4'-四氯联苯

'0406/032 Ⅰ '32598-11-1 ２，３’，４’，５－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4',5-tetrachlorobiphenyl 2,3',4',5-四氯联苯

'0406/033 Ⅰ '32598-12-2 ２，４，４’，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4,4',6-tetrachlorobiphenyl 2,4,4',6-四氯联苯

'0406/034 Ⅰ '32598-13-3 ３，３’，４，４’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,3',4,4'-tetrachlorobiphenyl 3，3'，4，4'－四氯联苯

'0406/035 Ⅰ '32598-14-4 ２，３，３’，４，４’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl 2,3,3',4,4'-五氯联苯

'0406/036 Ⅰ '32690-93-0 ２，４，４’，５－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4,4',5-tetrachlorobiphenyl 2,4,4',5-四氯联苯

'0406/037 Ⅰ '32774-16-6 ３，３’，４，４’，５，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl 3，3'，4，4'，5，5'－六氯联苯

'0406/038 Ⅰ '33025-41-1 ２，３，４，４’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4,4'-tetrachlorobiphenyl 2,3,4,4'-四氯联苯

'0406/039 Ⅰ '33039-81-5 ａｒ，ａｒ’－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Ar,ar'-dichlorobiphenyl Ar,ar'-二氯联苯

'0406/040 Ⅰ '33091-17-7 ２，２’，３，３’，４，４’，６，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,4',6,6'-octachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4',6,6'-八氯联苯

'0406/041 Ⅰ '33146-45-1 ２，６－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,6-dichlorobiphenyl 2,6-二氯联苯

'0406/042 Ⅰ '33284-50-3 ２，４－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4-dichlorobiphenyl 2,4-二氯联苯

'0406/043 Ⅰ '33284-52-5 ３，３’，５，５’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,3',5,5'-tetrachlorobiphenyl 3,3',5,5'-四氯联苯

'0406/044 Ⅰ '33284-53-6 ２，３，４，５－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4,5-tetrachlorobiphenyl 2,3,4,5-四氯联苯

'0406/045 Ⅰ '33284-54-7 ２，３，５，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,5,6-tetrachlorobiphenyl 2,3,5,6-四氯联苯

'0406/046 Ⅰ '33979-03-2 ２，２’，４，４’，６，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,4',6,6'-hexachlorobiphenyl 2,2',4,4',6,6'-六氯联苯

'0406/047 Ⅰ '34883-39-1 ２，５－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,5-dichlorobiphenyl 2,5-二氯联苯

'0406/048 Ⅰ '34883-41-5 ３，５－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,5-dichlorobiphenyl 3,5-二氯联苯

'0406/049 Ⅰ '34883-43-7 ２，４’－ジクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4'-dichlorobiphenyl 2,4'-二氯联苯

'0406/050 Ⅰ '35065-27-1 ２，２’，４，４’，５，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl 2，2'，4，4'，5，5'－六氯联苯

'0406/051 Ⅰ '35065-28-2 ２，２’，３，４，４’，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯

'0406/052 Ⅰ '35065-29-3 ２，２’，３，４，４’，５，５’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯

'0406/053 Ⅰ '35065-30-6 ２，２’，３，３’，４，４’，５－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,4',5-heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯

'0406/054 Ⅰ '35693-92-6 ２，４，６－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4,6-trichlorobiphenyl 2,4,6-三氯联苯

'0406/055 Ⅰ '35693-99-3 ２，２’，５，５’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl 2,2',5,5'-四氯联苯

'0406/056 Ⅰ '35694-04-3 ２，２’，３，３’，５，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',5,5'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,3',5,5'-六氯联苯

'0406/057 Ⅰ '35694-06-5 ２，２’，３，４，４’，５－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',5-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5-六氯联苯

'0406/058 Ⅰ '35694-08-7 ２，２’，３，３’，４，４’，５，５’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,4',5,5'-octachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4',5,5'-八氯联苯

'0406/059 Ⅰ '36559-22-5 ２，２’，３，４’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4'-tetrachlorobiphenyl 2,2',3,4'-四氯联苯

'0406/060 Ⅰ '37680-65-2 ２，２’，５－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',5-trichlorobiphenyl 2,2',5-三氯联苯

'0406/061 Ⅰ '37680-66-3 ２，２’，４－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4-trichlorobiphenyl 2,2',4-三氯联苯

'0406/062 Ⅰ '37680-68-5 ２，３’，５’－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',5'-trichlorobiphenyl 2,3',5'-三氯联苯

'0406/063 Ⅰ '37680-69-6 ３，３’，４－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,3',4-trichlorobiphenyl 3,3',4-三氯联苯

'0406/064 Ⅰ '37680-73-2 ２，２’，４，５，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl 2,2',4,5,5'-五氯联苯

'0406/065 Ⅰ '38379-99-6 ２，２’，３，５’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,5',6-pentachlorobiphenyl 2,2',3,5',6-五氯联苯

'0406/066 Ⅰ '38380-01-7 ２，２’，４，４’，５－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,4',5-pentachlorobiphenyl 2,2',4,4',5-五氯联苯

'0406/067 Ⅰ '38380-02-8 ２，２’，３，４，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,5'-pentachlorobiphenyl 2,2',3,4,5'-五氯联苯

'0406/068 Ⅰ '38380-03-9 ２，３，３’，４’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4',6-pentachlorobiphenyl 2,3,3',4',6-五氯联苯

'0406/069 Ⅰ '38380-04-0 ２，２’，３，４’，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4',5',6-六氯联苯

'0406/070 Ⅰ '38380-05-1 ２，２’，３，３’，４，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,6'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,6'-六氯联苯

'0406/071 Ⅰ '38380-07-3 ２，２’，３，３’，４，４’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,4'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4'-六氯联苯

'0406/072 Ⅰ '38380-08-4 ２，３，３’，４，４’，５－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,4',5-hexachlorobiphenyl 2,3,3',4,4',5-六氯联苯

'0406/073 Ⅰ '38411-22-2 ２，２’，３，３’，６，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',6,6'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,3',6,6'-六氯联苯

'0406/074 Ⅰ '38411-25-5 ２，２’，３，３’，４，５，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5,6'-heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5,6'-六氯联苯

'0406/075 Ⅰ '38444-73-4 ２，２’，６－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',6-trichlorobiphenyl 2,2',6-三氯联苯

'0406/076 Ⅰ '38444-76-7 ２，３’，６－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',6-trichlorobiphenyl 2,3',6-三氯联苯

'0406/077 Ⅰ '38444-77-8 ２，４’，６－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4',6-trichlorobiphenyl 2,4',6-三氯联苯

'0406/078 Ⅰ '38444-78-9 ２，２’，３－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3-trichlorobiphenyl 2,2',3-三氯联苯

'0406/079 Ⅰ '38444-81-4 ２，３’，５－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',5-trichlorobiphenyl 2,3',5-三氯联苯

'0406/080 Ⅰ '38444-84-7 ２，３，３’－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3'-trichlorobiphenyl 2,3,3'-三氯联苯

'0406/081 Ⅰ '38444-85-8 ２，３，４’－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4'-trichlorobiphenyl 2,3,4'-三氯联苯

'0406/082 Ⅰ '38444-86-9 ２’，３，４－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2',3,4-trichlorobiphenyl 2',3,4-三氯联苯

'0406/083 Ⅰ '38444-87-0 ３，３’，５－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,3',5-trichlorobiphenyl 3,3',5-三氯联苯

'0406/084 Ⅰ '38444-88-1 ３，４’，５－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,4',5-trichlorobiphenyl 3,4',5-三氯联苯

'0406/085 Ⅰ '38444-90-5 ３，４，４’－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,4,4'-trichlorobiphenyl 3,4,4'-三氯联苯

'0406/086 Ⅰ '38444-93-8 ２，２’，３，３’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3'-tetrachlorobiphenyl 2,2',3,3'-四氯联苯

'0406/087 Ⅰ '39485-83-1 ２，２’，４，４’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,4',6-pentachlorobiphenyl 2,2',4,4',6-五氯联苯

'0406/088 Ⅰ '39635-31-9 ２，３，３’，４，４’，５，５’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯

'0406/089 Ⅰ '39635-32-0 ２，３，３’，５，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',5,5'-pentachlorobiphenyl 2,3,3',5,5'-五氯联苯

'0406/090 Ⅰ '39635-33-1 ３，３’，４，５，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,3',4,5,5'-pentachlorobiphenyl 3,3',4,5,5'-五氯联苯

'0406/091 Ⅰ '39635-34-2 ２，３，３’，４’，５，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4',5,5'-hexachlorobiphenyl 2,3,3',4',5,5'-六氯联苯

'0406/092 Ⅰ '39635-35-3 ２，３，３’，４，５，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,5,5'-hexachlorobiphenyl 2,3,3',4,5,5'-六氯联苯

'0406/093 Ⅰ '40186-70-7 ２，２’，３，３’，４，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5',6-heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5',6-七氯联苯

'0406/094 Ⅰ '40186-71-8 ２，２’，３，３’，４，５’，６，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5',6,6'-octachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5',6,6'-八氯联苯

'0406/095 Ⅰ '40186-72-9 ２，２’，３，３’，４，４’，５，５’，６－ノナクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯

'0406/096 Ⅰ '41411-61-4 ２，２’，３，４，５，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,5,6-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,5,6-六氯联苯

（2／35）
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'0406/097 Ⅰ '41411-62-5 ２，３，３’，４，５，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,5,6-hexachlorobiphenyl 2,3,3',4,5,6-六氯联苯

'0406/098 Ⅰ '41411-63-6 ２，３，４，４’，５，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4,4',5,6-hexachlorobiphenyl 2,3,4,4',5,6-六氯联苯

'0406/099 Ⅰ '41411-64-7 ２，３，３’，４，４’，５，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,4',5,6-heptachlorobiphenyl 2,3,3',4,4',5,6-七氯联苯

'0406/100 Ⅰ '41464-39-5 ２，２’，３，５’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,5'-tetrachlorobiphenyl 2,2',3,5'-四氯联苯

'0406/101 Ⅰ '41464-40-8 ２，２’，４，５’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,5'-tetrachlorobiphenyl 2,2',4,5'-四氯联苯

'0406/102 Ⅰ '41464-41-9 ２，２’，５，６’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',5,6'-tetrachlorobiphenyl 2,2',5,6'-四氯联苯

'0406/103 Ⅰ '41464-42-0 ２，３’，５，５’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',5,5'-tetrachlorobiphenyl 2,3',5,5'-四氯联苯

'0406/104 Ⅰ '41464-43-1 ２，３，３’，４’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4'-tetrachlorobiphenyl 2,3,3',4'-四氯联苯

'0406/105 Ⅰ '41464-46-4 ２，３’，４’，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4',6-tetrachlorobiphenyl 2,3',4',6-四氯联苯

'0406/106 Ⅰ '41464-47-5 ２，２’，３，６’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,6'-tetrachlorobiphenyl 2,2',3,6'-四氯联苯

'0406/107 Ⅰ '41464-48-6 ３，３’，４，５’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,3',4,5'-tetrachlorobiphenyl 3,3',4,5'-四氯联苯

'0406/108 Ⅰ '41464-49-7 ２，３，３’，５’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',5'-tetrachlorobiphenyl 2,3,3',5'-四氯联苯

'0406/109 Ⅰ '41464-51-1 ２，２’，３，４’，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',5'-pentachlorobiphenyl 2,2',3,4',5'-五氯联苯

'0406/110 Ⅰ '42740-50-1 ２，２’，３，３’，４，４’，５，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,4',5,6'-octachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4',5,6'-八氯联苯

'0406/111 Ⅰ '51908-16-8 ２，２’，３，４’，５，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',5,5'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4',5,5'-五氯联苯

'0406/112 Ⅰ '52663-58-8 ２，３，４’，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4',6-tetrachlorobiphenyl 2,3,4',6-四氯联苯

'0406/113 Ⅰ '52663-59-9 ２，２’，３，４－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4-tetrachlorobiphenyl 2,2',3,4-四氯联苯

'0406/114 Ⅰ '52663-60-2 ２，２’，３，３’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',6-pentachlorobiphenyl 2,2',3,3',6-五氯联苯

'0406/115 Ⅰ '52663-61-3 ２，２’，３，５，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,5,5'-pentachlorobiphenyl 2,2',3,5,5'-五氯联苯

'0406/116 Ⅰ '52663-62-4 ２，２’，３，３’，４－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4-pentachlorobiphenyl 2,2',3,3',4-五氯联苯

'0406/117 Ⅰ '52663-63-5 ２，２’，３，５，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,5,5',6-hexachlorobiphenyl 2,2',3,5,5',6-六氯联苯

'0406/118 Ⅰ '52663-64-6 ２，２’，３，３’，５，６，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',5,6,6'-heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',5,6,6'-七氯联苯

'0406/119 Ⅰ '52663-65-7 ２，２’，３，３’，４，６，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,6,6'-heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,6,6'-七氯联苯

'0406/120 Ⅰ '52663-66-8 ２，２’，３，３’，４，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5'-六氯联苯

'0406/121 Ⅰ '52663-67-9 ２，２’，３，３’，５，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',5,5',6-heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',5,5',6-七氯联苯

'0406/122 Ⅰ '52663-68-0 ２，２’，３，４’，５，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',5,5',6-heptachlorobiphenyl 2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯

'0406/123 Ⅰ '52663-69-1 ２，２’，３，４，４’，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',5',6-heptachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5',6-七氯联苯

'0406/124 Ⅰ '52663-70-4 ２，２’，３，３’，４，５’，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5',6'-heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5',6'-七氯联苯

'0406/125 Ⅰ '52663-71-5 ２，２’，３，３’，４，４’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,4',6-heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4',6-七氯联苯

'0406/126 Ⅰ '52663-72-6 ２，３’，４，４’，５，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl 2，3'，4，4'，5，5'－六氯联苯

'0406/127 Ⅰ '52663-73-7 ２，２’，３，３’，４，５，６，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5,6,6'-octachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5,6,6'-八氯联苯

'0406/128 Ⅰ '52663-74-8 ２，２’，３，３’，４，５，５’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5,5'-heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5,5'-七氯联苯

'0406/129 Ⅰ '52663-75-9 ２，２’，３，３’，４，５，５’，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5,5',6'-octachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5,5',6'-八氯联苯

'0406/130 Ⅰ '52663-76-0 ２，２’，３，４，４’，５，５’，６－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',5,5',6-octachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5,5',6-八氯联苯

'0406/131 Ⅰ '52663-77-1 ２，２’，３，３’，４，５，５’，６，６’－ノナクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5,5',6,6'-nonachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-九氯联苯

'0406/132 Ⅰ '52663-78-2 ２，２’，３，３’，４，４’，５，６－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,4',5,6-octachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4',5,6-八氯联苯

'0406/133 Ⅰ '52663-79-3 ２，２’，３，３’，４，４’，５，６，６’－ノナクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,4',5,6,6'-nonachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,4',5,6,6'-九氯联苯

'0406/134 Ⅰ '52704-70-8 ２，２’，３，３’，５，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',5,6-hexachlorobiphenyl 2,2',3,3',5,6-六氯联苯

'0406/135 Ⅰ '52712-04-6 ２，２’，３，４，５，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,5,5'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,5,5'-六氯联苯

'0406/136 Ⅰ '52712-05-7 ２，２’，３，４，５，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,5,5',6-heptachlorobiphenyl 2,2',3,4,5,5',6-七氯联苯

'0406/137 Ⅰ '52744-13-5 ２，２’，３，３’，５，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',5,6'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,3',5,6'-六氯联苯

'0406/139 Ⅰ '53555-66-1 ３，４，５－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,4,5-trichlorobiphenyl 3,4,5-三氯联苯

'0406/140 Ⅰ '53742-07-7 ノナクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Nonachlorobiphenyl  Nonachloro-1,1'-biphenyl 九氯联苯

'0406/141 Ⅰ '54230-22-7 ２，３，４，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4,6-tetrachlorobiphenyl 2,3,4,6-四氯联苯

'0406/142 Ⅰ '55215-17-3 （±）－２，２’，３，４，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+/-)-2,2',3,4,6-pentachlorobiphenyl (+/-)-2,2',3,4,6-五氯化苯

'0406/143 Ⅰ '55215-18-4 ２，２’，３，３’，４，５－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5-hexachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5-六氯化苯

'0406/144 Ⅰ '55312-69-1 ２，２’，３，４，５－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,5-pentachlorobiphenyl 2,2',3,4,5-五氯化苯

'0406/145 Ⅰ '55702-45-9 ２，３，６－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,6-trichlorobiphenyl 2,3,6-三氯联苯

'0406/146 Ⅰ '55702-46-0 ２，３，４－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4-trichlorobiphenyl 2,3,4-三氯联苯

'0406/147 Ⅰ '55712-37-3 ２，３’，４－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4-trichlorobiphenyl 2,3',4-三氯联苯

'0406/148 Ⅰ '55720-44-0 ２，３，５－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,5-trichlorobiphenyl 2,3,5-三氯联苯

'0406/149 Ⅰ '55722-26-4 オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Octachlorobiphenyl 八氯联苯

'0406/150 Ⅰ '56030-56-9 （±）－２，２’，３，４，４’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+/-)-2,2',3,4,4',6-hexachlorobiphenyl (+/-)-2,2',3,4,4',6-六氯联苯

'0406/151 Ⅰ '56558-16-8 ２，２’，４，６，６’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,6,6'-pentachlorobiphenyl 2,2',4,6,6'-五氯联苯

'0406/152 Ⅰ '56558-17-9 ２，３’，４，４’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,4',6-pentachlorobiphenyl 2,3',4,4',6-五氯联苯

'0406/153 Ⅰ '56558-18-0 ２，３’，４，５’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,5',6-pentachlorobiphenyl 2,3',4,5',6-五氯联苯

'0406/154 Ⅰ '57465-28-8 ３，３’，４，４’，５－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,3',4,4',5-pentachlorobiphenyl 3,3',4,4',5-五氯联苯

'0406/155 Ⅰ '59291-64-4 ２，２’，３，４，４’，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',6'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',6'-六氯联苯

'0406/156 Ⅰ '59291-65-5 ２，３’，４，４’，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,4',5',6-hexachlorobiphenyl 2,3',4,4',5',6-六氯联苯

'0406/157 Ⅰ '60145-20-2 ２，２’，３，３’，５－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',5-pentachlorobiphenyl 2,2',3,3',5-五氯联苯

'0406/158 Ⅰ '60145-21-3 ２，２’，４，５’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,5',6-pentachlorobiphenyl 2,2',4,5',6-五氯联苯

'0406/159 Ⅰ '60145-22-4 ２，２’，４，４’，５，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,4',5,6'-hexachlorobiphenyl 2,2',4,4',5,6'-六氯联苯

'0406/160 Ⅰ '60145-23-5 ２，２’，３，４，４’，５，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',5,6'-heptachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5,6'-六氯联苯

'0406/161 Ⅰ '60233-24-1 ２，３’，４，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,6-tetrachlorobiphenyl 2,3',4,6-四氯联苯

'0406/162 Ⅰ '60233-25-2 ２，２’，３，４’，６’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',6'-pentachlorobiphenyl 2,2',3,4',6'-五氯联苯

'0406/163 Ⅰ '61798-70-7 ２，２’，３，３’，４，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,6-hexachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,6-六氯联苯

'0406/164 Ⅰ '62461-62-5 ２，４，４’（又は３，４，４’）－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4,4'(or3,4,4')-trichlorobiphenyl 2,4,4'(或3,4,4')-三氯联苯

'0406/165 Ⅰ '62796-65-0 ２，２’，４，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,6-tetrachlorobiphenyl 2,2',4,6-四氯联苯

'0406/166 Ⅰ '65510-44-3 ２，３’，４，４’，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,4',5'-pentachlorobiphenyl 2,3',4,4',5'-五氯联苯

'0406/167 Ⅰ '65510-45-4 ２，２’，３，４，４’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4'-pentachlorobiphenyl 2,2',3,4,4'-五氯联苯

'0406/168 Ⅰ '68194-04-7 ２，２’，４，６’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,6'-tetrachlorobiphenyl 2,2',4,6'-四氯联苯

（3／35）
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'0406/169 Ⅰ '68194-05-8 ２，２’，３，４’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',6-pentachlorobiphenyl 2,2',3,4',6-五氯联苯

'0406/170 Ⅰ '68194-06-9 ２，２’，４，５，６’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,5,6'-pentachlorobiphenyl 2,2',4,5,6'-五氯联苯

'0406/171 Ⅰ '68194-07-0 ２，２’，３，４’，５－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',5-pentachlorobiphenyl 2,2',3,4',5-五氯联苯

'0406/172 Ⅰ '68194-08-1 ２，２’，３，４’，６，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',6,6'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4',6,6'-六氯联苯

'0406/173 Ⅰ '68194-09-2 ２，２’，３，５，６，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,5,6,6'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,5,6,6'-六氯联苯

'0406/174 Ⅰ '68194-10-5 ２，３，３’，５’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',5',6-pentachlorobiphenyl 2,3,3',5',6-五氯联苯

'0406/175 Ⅰ '68194-11-6 ２，３，４’，５，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4',5,6-pentachlorobiphenyl 2,3,4',5,6-五氯联苯

'0406/176 Ⅰ '68194-12-7 ２，３’，４，５，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,5,5'-pentachlorobiphenyl 2,3',4,5,5'-五氯联苯

'0406/177 Ⅰ '68194-13-8 ２，２’，３，４’，５，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',5,6-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4',5,6-六氯联苯

'0406/178 Ⅰ '68194-14-9 ２，２’，３，４，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,5',6-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,5',6-六氯联苯

'0406/179 Ⅰ '68194-15-0 ２，２’，３，４，５，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,5,6'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,5,6'-六氯联苯

'0406/180 Ⅰ '68194-16-1 ２，２’，３，３’，４，５，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5,6-heptachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5,6-六氯联苯

'0406/181 Ⅰ '68194-17-2 ２，２’，３，３’，４，５，５’，６－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,3',4,5,5',6-octachlorobiphenyl 2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯

'0406/182 Ⅰ '69782-90-7 ２，３，３’，４，４’，５’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,4',5'-hexachlorobiphenyl 2,3,3',4,4',5'-六氯联苯

'0406/183 Ⅰ '69782-91-8 ２，３，３’，４’，５，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4',5,5',6-heptachlorobiphenyl 2,3,3',4',5,5',6-六氯联苯

'0406/184 Ⅰ '70362-41-3 ２，３，３’，４，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,5'-pentachlorobiphenyl 2,3,3',4,5'-五氯联苯

'0406/185 Ⅰ '70362-45-7 ２，２’，３，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,6-tetrachlorobiphenyl 2,2',3,6-四氯联苯

'0406/186 Ⅰ '70362-46-8 ２，２’，３，５－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,5-tetrachlorobiphenyl 2,2',3,5-四氯联苯

'0406/187 Ⅰ '70362-47-9 ２，２’，４，５－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',4,5-tetrachlorobiphenyl 2,2',4,5-四氯联苯

'0406/188 Ⅰ '70362-48-0 ２，３’，４’，５’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4',5'-tetrachlorobiphenyl 2,3',4',5'-四氯联苯

'0406/189 Ⅰ '70362-49-1 ３，３’，４，５－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,3',4,5-tetrachlorobiphenyl 3,3',4,5-四氯联苯

'0406/190 Ⅰ '70362-50-4 ３，４，４’，５－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

3,4,4',5-tetrachlorobiphenyl 3,4,4',5-四氯联苯

'0406/191 Ⅰ '70424-67-8 ２，３，３’，５－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',5-tetrachlorobiphenyl 2,3,3',5-四氯联苯

'0406/192 Ⅰ '70424-68-9 ２，３，３’，４’，５－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4',5-pentachlorobiphenyl 2,3,3',4',5-五氯联苯

'0406/193 Ⅰ '70424-69-0 ２，３，３’，４，５－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,5-pentachlorobiphenyl 2,3,3',4,5-五氯联苯

'0406/194 Ⅰ '70424-70-3 ２，３’，４’，５，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4',5,5'-pentachlorobiphenyl 2,3',4',5,5'-五氯联苯

'0406/195 Ⅰ '73575-52-7 ２，３’，４，５’－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,5'-tetrachlorobiphenyl 2,3',4,5'-四氯联苯

'0406/196 Ⅰ '73575-53-8 ２，３’，４，５－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4,5-tetrachlorobiphenyl 2,3',4,5-四氯联苯

'0406/197 Ⅰ '73575-54-9 ２，２’，３，６，６’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,6,6'-pentachlorobiphenyl 2,2',3,6,6'-五氯联苯

'0406/198 Ⅰ '73575-55-0 ２，２’，３，５，６’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,5,6'-pentachlorobiphenyl 2,2',3,5,6'-五氯联苯

'0406/199 Ⅰ '73575-56-1 ２，２’，３，５，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,5,6-pentachlorobiphenyl 2,2',3,5,6-五氯联苯

'0406/200 Ⅰ '73575-57-2 ２，２’，３，４，６’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,6'-pentachlorobiphenyl 2,2',3,4,6'-五氯联苯

'0406/201 Ⅰ '74338-23-1 ２，３’，５’，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',5',6-tetrachlorobiphenyl 2,3',5',6-四氯联苯

'0406/202 Ⅰ '74338-24-2 ２，３，３’，４－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4-tetrachlorobiphenyl 2,3,3',4-四氯联苯

'0406/203 Ⅰ '74472-33-6 ２，３，３’，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',6-tetrachlorobiphenyl 2,3,3',6-四氯联苯

'0406/204 Ⅰ '74472-34-7 ２，３，４’，５－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4',5-tetrachlorobiphenyl 2,3,4',5-四氯联苯

'0406/205 Ⅰ '74472-35-8 ２，３，３’，４，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,6-pentachlorobiphenyl 2,3,3',4,6-五氯联苯

'0406/206 Ⅰ '74472-36-9 ２，３，３’，５，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',5,6-pentachlorobiphenyl 2,3,3',5,6-五氯联苯

'0406/207 Ⅰ '74472-37-0 ２，３，４，４’，５－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4,4',5-pentachlorobiphenyl 2,3,4,4',5-五氯联苯

'0406/208 Ⅰ '74472-38-1 ２，３，４，４’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,4,4',6-pentachlorobiphenyl 2,3,4,4',6-五氯联苯

'0406/209 Ⅰ '74472-39-2 ２，３’，４’，５’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3',4',5',6-pentachlorobiphenyl 2,3,4,5',6-五氯联苯

'0406/210 Ⅰ '74472-40-5 ２，２’，３，４，６，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,6,6'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,6,6'-六氯联苯

'0406/211 Ⅰ '74472-41-6 ２，２’，３，４’，５，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',5,6'-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4',5,6'-六氯联苯

'0406/212 Ⅰ '74472-42-7 ２，３，３’，４，４’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,4',6-hexachlorobiphenyl 2,3,3',4,4',6-六氯联苯

'0406/213 Ⅰ '74472-43-8 ２，３，３’，４，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,5',6-hexachlorobiphenyl 2,3,3',4,5',6-六氯联苯

'0406/214 Ⅰ '74472-44-9 ２，３，３’，４’，５，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4',5,6-hexachlorobiphenyl 2,3,3',4',5,6-六氯联苯

'0406/215 Ⅰ '74472-45-0 ２，３，３’，４’，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4',5',6-hexachlorobiphenyl 2,3,3',4',5',6-六氯联苯

'0406/216 Ⅰ '74472-46-1 ２，３，３’，５，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',5,5',6-hexachlorobiphenyl 2,3,3',5,5',6-六氯联苯

'0406/217 Ⅰ '74472-47-2 ２，２’，３，４，４’，５，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',5,6-heptachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5,6-七氯联苯

'0406/218 Ⅰ '74472-48-3 ２，２’，３，４，４’，６，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',6,6'-heptachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',6,6'-七氯联苯

'0406/219 Ⅰ '74472-49-4 ２，２’，３，４，５，６，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,5,6,6'-heptachlorobiphenyl 2,2',3,4,5,6,6'-七氯联苯

'0406/220 Ⅰ '74472-50-7 ２，３，３’，４，４’，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,4',5',6-heptachlorobiphenyl 2,3,3',4,4',5',6-七氯联苯

'0406/221 Ⅰ '74472-51-8 ２，３，３’，４，５，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,5,5',6-heptachlorobiphenyl 2,3,3',4,5,5',6-七氯联苯

'0406/222 Ⅰ '74472-52-9 ２，２’，３，４，４’，５，６，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',5,6,6'-octachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5,6,6'-八氯联苯

'0406/223 Ⅰ '74472-53-0 ２，３，３’，４，４’，５，５’，６－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,4',5,5',6-octachlorobiphenyl 2,3,3',4,4',5,5',6-八氯联苯

'0406/224 Ⅰ '74487-85-7 ２，２’，３，４’，５，６，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4',5,6,6'-heptachlorobiphenyl 2,2',3,4',5,6,6'-七氯联苯

'0406/225 Ⅰ '76842-07-4 ２，３，３’，４’，５’－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4',5'-pentachlorobiphenyl 2,3,3',4',5'-五氯联苯

'0406/226 Ⅰ '94487-00-0 ２，４’，？－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4',?-trichlorobiphenyl 2,4',？-三氯联苯

'0406/227 Ⅰ '97122-18-4 ２，３，？’（又は３，４，？’）－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,?'(or3,4,?')-trichlorobiphenyl 2,3,？'（或3,4,？'）-三氯联苯

'0406/228 Ⅰ '97122-20-8 ２，４，？’（２，６，？’又は３，５，？’）－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4,?'(2,6,?'or3,5,?')-trichlorobiphenyl 2,4,？'（2,6, ?'或3,5,？'）-三氯联苯

'0406/229 Ⅰ '99554-10-6 （＋）－２，２’，３，４，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,4,6-pentachlorobiphenyl (+)-2,2',3,4,6-戊氯联苯

'0406/230 Ⅰ '99554-11-7 （－）－２，２’，３，４，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(-)-2,2',3,4,6-pentachlorobiphenyl (-)-2,2',3,4,6-戊氯联苯

'0406/231 Ⅰ '99554-12-8 （＋）－２，２’，３，４，４’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,4,4',6-hexachlorobiphenyl (+)-2,2',3,4,4',6-六氯联苯

'0406/232 Ⅰ '99554-13-9 （－）－２，２’，３，４，４’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(-)-2,2',3,4,4',6-hexachlorobiphenyl (-)-2,2',3,4,4',6-六氯联苯

'0406/233 Ⅰ '108145-39-7
２，２’，３，４，４’，５（又は２，２’，３，４，４’，５’）－ヘキサク
ロロビフェニル

塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,4,4',5(or2,2',3,4,4',5')-hexachlorobiphenyl 2,2',3,4,4',5(或2,2',3,4,4',5')-六氯联苯

'0406/234 Ⅰ '109328-45-2 （Ｒ）－２，２’，３，３’，４，４’，６，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',4,4',6,6'-octachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',4,4',6,6'-9-八氯联苯

'0406/235 Ⅰ '109328-46-3 （Ｓ）－２，２’，３，３’，４，４’，６，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',4,4',6,6'-octachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',4,4',6,6'-9-八氯联苯

'0406/236 Ⅰ '111276-74-5 ２，２’，３，６，６’，？－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',3,6,6',?-hexachlorobiphenyl 2,2',3,6,6',？-六氯联苯

'0406/237 Ⅰ '111276-75-6 ２，４，４’，？，？－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,4,4',?,?-pentachlorobiphenyl 2,4,4',？,？-五氯联苯

'0406/238 Ⅰ '111276-76-7 ２，２’，６’，？，？－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',6',?,?-pentachlorobiphenyl 2,2',6',？,？-五氯联苯

'0406/239 Ⅰ '111276-77-8 ２，２’，５，６’，？，？－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',5,6',?,?-hexachlorobiphenyl 2,2',5,6',？,？-六氯联苯

（4／35）
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'0406/240 Ⅰ '111276-78-9 ２，？，？－トリクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,?,?-trichlorobiphenyl 2,？,？-三氯联苯

'0406/241 Ⅰ '111276-79-0 ４，４’，？，？，？，？－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

4,4',?,?,?,?-hexachlorobiphenyl 4,4',？,？,？,？-六氯联苯

'0406/242 Ⅰ '111276-80-3 ２，２’，５，６’，？，？，？－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',5,6',?,?,?-heptachlorobiphenyl 2,2',5,6',？,？,？-七氯联苯

'0406/243 Ⅰ '111276-81-4 ４，４’，？，？，？－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

4,4',?,?,?-pentachlorobiphenyl 4,4',？,？,？-五氯联苯

'0406/244 Ⅰ '111276-82-5 ２，３，３’，４，４’，５，５’，？－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,3,3',4,4',5,5',?-octachlorobiphenyl 2,3,3',4,4',5,5',？-八氯联苯

'0406/245 Ⅰ '111276-83-6 ２，２’，５，６’，？，？，？，？－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

2,2',5,6',?,?,?,?-octachlorobiphenyl 2,2',5,6',?, ?, ?,？-八氯联苯

'0406/246 Ⅰ '151262-31-6 （＋）－２，２’，３，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,6-tetrachlorobiphenyl (+)-2,2',3,6-四氯联苯

'0406/247 Ⅰ '151262-32-7 （－）－２，２’，３，６－テトラクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(-)-2,2',3,6-tetrachlorobiphenyl (-)-2,2',3,6-四氯联苯

'0406/248 Ⅰ '151262-34-9 （＋）－２，２’，３，５’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,5',6-pentachlorobiphenyl (+)-2,2',3,5',6-五氯联苯

'0406/249 Ⅰ '151262-35-0 （－）－２，２’，３，５’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(-)-2,2',3,5',6-pentachlorobiphenyl (-)-2,2',3,5',6-五氯联苯

'0406/250 Ⅰ '153153-43-6 （Ｓ）－２，２’，３，３’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',6-pentachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',6-五氯联苯

'0406/251 Ⅰ '153153-44-7 （Ｒ）－２，２’，３，３’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',6-pentachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',6-五氯联苯

'0406/252 Ⅰ '153153-45-8 （Ｓ）－２，２’，３，４’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,4',6-pentachlorobiphenyl (S)-2,2',3,4',6-五氯联苯

'0406/253 Ⅰ '153153-46-9 （Ｒ）－２，２’，３，４’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,4',6-pentachlorobiphenyl (R)-2,2',3,4',6-五氯联苯

'0406/254 Ⅰ '153153-47-0 （Ｓ）－２，２’，３，３’，４，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',4,6'-hexachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',4,6'-六氯联苯

'0406/255 Ⅰ '153153-48-1 （Ｒ）－２，２’，３，３’，４，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',4,6'-hexachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',4,6'-六氯联苯

'0406/256 Ⅰ '153153-49-2 （Ｓ）－２，２’，３，３’，６，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',6,6'-hexachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',6,6'-六氯联苯

'0406/257 Ⅰ '153153-50-5 （Ｒ）－２，２’，３，３’，６，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',6,6'-hexachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',6,6'-六氯联苯

'0406/258 Ⅰ '159000-96-1 （Ｒ）－２，２’，３，４’，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl (R)-2,2',3,4',5',6-六氯联苯

'0406/259 Ⅰ '159000-97-2 （Ｓ）－２，２’，３，４’，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl (S)-2,2',3,4',5',6-六氯联苯

'0406/260 Ⅰ '176914-46-8 （Ｒ）－２，２’，３，３’，４，４’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',4,4',6-heptachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',4,4',6-七氯联苯

'0406/261 Ⅰ '176914-47-9 （Ｒ）－２，２’，３，４，４’，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,4,4',5',6-heptachlorobiphenyl (R)-2,2',3,4,4',5',6-七氯联苯

'0406/262 Ⅰ '176914-48-0 （Ｓ）－２，２’，３，３’，４，４’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',4,4',6-heptachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',4,4',6-七氯联苯

'0406/263 Ⅰ '176914-49-1 （Ｓ）－２，２’，３，４，４’，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,4,4',5',6-heptachlorobiphenyl (S)-2,2',3,4,4',5',6-七氯联苯

'0406/264 Ⅰ '177020-15-4 （Ｒ）－２，２’，３，３’，４，４’，５，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',4,4',5,6'-octachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',4,4',5,6'-八氯联苯

'0406/265 Ⅰ '177020-16-5 （Ｓ）－２，２’，３，３’，４，４’，５，６’－オクタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',4,4',5,6'-octachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',4,4',5,6'-八氯联苯

'0406/266 Ⅰ '179678-26-3 （Ｒ）－２，２’，３，３’，４，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',4,6-hexachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',4,6-六氯联苯

'0406/267 Ⅰ '179678-27-4 （Ｓ）－２，２’，３，３’，４，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',4,6-hexachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',4,6-六氯联苯

'0406/268 Ⅰ '179678-28-5 （Ｒ）－２，２’，３，３’，４，５，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',4,5,6'-heptachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',4,5,6'-七氯联苯

'0406/269 Ⅰ '179678-29-6 （Ｓ）－２，２’，３，３’，４，５，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',4,5,6'-heptachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',4,5,6'-七氯联苯

'0406/270 Ⅰ '179678-30-9 （Ｒ）－２，２’，３，３’，４，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',4,5',6-heptachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',4,5',6-七氯联苯

'0406/271 Ⅰ '179678-31-0 （Ｓ）－２，２’，３，３’，４，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',4,5',6-heptachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',4,5',6-七氯联苯

'0406/272 Ⅰ '179678-32-1 （Ｒ）－２，２’，３，３’，４，６，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',4,6,6'-heptachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',4,6,6'-七氯联苯

'0406/273 Ⅰ '179678-33-2 （Ｓ）－２，２’，３，３’，４，６，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',4,6,6'-heptachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',4,6,6'-七氯联苯

'0406/274 Ⅰ '205991-67-9 （Ｒ）－２，２’，３，３’，５，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,3',5,6'-hexachlorobiphenyl (R)-2,2',3,3',5,6'-六氯联苯

'0406/275 Ⅰ '205991-68-0 （Ｓ）－２，２’，３，３’，５，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,3',5,6'-hexachlorobiphenyl (S)-2,2',3,3',5,6'-六氯联苯

'0406/276 Ⅰ '205991-69-1 （Ｒ）－２，２’，３，４，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(R)-2,2',3,4,5',6-hexachlorobiphenyl (R)-2,2',3,4,5',6-六氯联苯

'0406/277 Ⅰ '205991-70-4 （Ｓ）－２，２’，３，４，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(S)-2,2',3,4,5',6-hexachlorobiphenyl (S)-2,2',3,4,5',6-六氯联苯

'0406/278 Ⅰ '207004-27-1 （＋）－２，２’，３，３’，６－ペンタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,3',6-pentachlorobiphenyl (+)-2,2',3,3',6-五氯联苯

'0406/279 Ⅰ '207004-28-2 （＋）－２，２’，３，３’，４，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,3',4,6'-hexachlorobiphenyl (+)-2,2',3,3',4,6'-六氯联苯

'0406/280 Ⅰ '207004-29-3 （－）－２，２’，３，３’，５，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(-)-2,2',3,3',5,6'-hexachlorobiphenyl (-)-2,2',3,3',5,6'-六氯联苯

'0406/281 Ⅰ '207004-30-6 （＋）－２，２’，３，３’，６，６’－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,3',6,6'-hexachlorobiphenyl (+)-2,2',3,3',6,6'-六氯联苯

'0406/282 Ⅰ '207004-31-7 （－）－２，２’，３，３’，４，５，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(-)-2,2',3,3',4,5,6'-heptachlorobiphenyl (-)-2,2',3,3',4,5,6'-七氯联苯

'0406/283 Ⅰ '207004-32-8 （＋）－２，２’，３，３’，４，６，６’－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,3',4,6,6'-heptachlorobiphenyl (+)-2,2',3,3',4,6,6'-七氯联苯

'0406/284 Ⅰ '207004-33-9 （＋）－２，２’，３，３’，４，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,3',4,6-hexachlorobiphenyl (+)-2,2',3,3',4,6-六氯联苯

'0406/285 Ⅰ '207004-34-0 （＋）－２，２’，３，３’，４，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,3',4,5',6-heptachlorobiphenyl (+)-2,2',3,3',4,5',6-七氯联苯

'0406/286 Ⅰ '207004-35-1
（＋）－２，２’，３，３’，４，４’，５，６’－オクタクロロビフェニ
ル

塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,3',4,4',5,6'-octachlorobiphenyl (+)-2,2',3,3',4,4',5,6'-八氯联苯

'0406/287 Ⅰ '207004-36-2 （＋）－２，２’，３，４’，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,4',5',6-hexachlorobiphenyl (+)-2,2',3,4',5',6-六氯联苯

'0406/288 Ⅰ '228420-06-2 （＋）－２，２’，３，４，５’，６－ヘキサクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,4,5',6-hexachlorobiphenyl (+)-2,2',3,4,5',6-五氯联苯

'0406/289 Ⅰ '228420-07-3 （＋）－２，２’，３，４，４’，５’，６－ヘプタクロロビフェニル
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

(+)-2,2',3,4,4',5',6-heptachlorobiphenyl (+)-2,2',3,4,4',5',6-五氯联苯

'0406/290 Ⅰ '99554-08-2 （±）－２，２’，３，４，６－ペンタクロロビフェニル 塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル (+/-)-2,2',3,4,6-pentachlorobiphenyl (+/-)-2,2',3,4,6-戊氯联苯
'0406/291 Ⅰ '99554-09-3 （±）－２，２’，３，４，４’，６－ヘキサクロロビフェニル 塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル (+/-)-2,2',3,4,4',6-hexachlorobiphenyl (+/-)-2,2',3,4,4',6-六氯联苯
1102/000 Ⅰ ' ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） Polychlorinated naphthalene(2 or more chlorine atoms) 多氯联苯（限氯原子数2个以上。）
'1102/001 Ⅰ '1321-64-8 ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） Pentachloronaphthalene 五氯萘
'1102/002 Ⅰ '1321-65-9 トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） Trichloronaphthalene 三氯萘
'1102/003 Ⅰ '1335-87-1 ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） Hexachloronaphthalene 六氯萘
'1102/004 Ⅰ '1335-88-2 テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） Tetrachloronaphthalene 四氯萘
'1102/005 Ⅰ '2234-13-1 ペルクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） Octachloronaphthalene 八氯萘; 八氯代萘
'1102/006 Ⅰ '2437-54-9 １，４，６－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,4,6-Trichloro naphthalene 1,4,6-三氯化萘
'1102/007 Ⅰ '2437-55-0 １，４，５－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,4,5-Trichloro naphthalene 1,4,5-三氯化萘
'1102/008 Ⅰ '3432-57-3 １，４，５，８－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,4,5,8-Tetrachloro naphthalene 1,4,5,8-四氯化萘
'1102/009 Ⅰ '20020-02-4 １，２，３，４－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,4-Tetrachloro naphthalene 1,2,3,4-四氯化萘
'1102/010 Ⅰ '31604-28-1 １，３，５，８－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,3,5,8-Tetrachloro naphthalene 1,3,5,8-四氯化萘
'1102/011 Ⅰ '32241-08-0 ヘプタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） Heptachloronaphthalene 七氯萘
'1102/012 Ⅰ '34588-40-4 ２，３，６，７－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 2,3,6,7-Tetrachloro naphthalene 2,3,6,7-四氯萘
'1102/013 Ⅰ '50402-51-2 １，２，４－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4-Trichloro naphthalene 1,2,4-三氯化萘
'1102/014 Ⅰ '50402-52-3 １，２，３－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3-Trichloro naphthalene 1,2,3-三氯化萘
'1102/015 Ⅰ '51570-43-5 １，３，５－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,3,5-Trichloro naphthalene 1,3,5-三氯化萘
'1102/016 Ⅰ '51570-44-6 １，２，６－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,6-Trichloro naphthalene 1,2,6-三氯化萘
'1102/017 Ⅰ '51570-45-7 １，２，４，６－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,6-Tetrachloro naphthalene 1,2,4,6-四氯化萘
'1102/018 Ⅰ '53555-63-8 １，２，３，５－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,5-Tetrachloro naphthalene 1,2,3,5-四氯化萘
'1102/019 Ⅰ '53555-64-9 １，３，５，７－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,3,5,7-Tetrachloro naphthalene 1,3,5,7-四氯化萘
'1102/020 Ⅰ '53555-65-0 １，２，３，５，７－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,5,7-Pentachloro naphthalene 1,2,3,5,7-五氯化萘
'1102/021 Ⅰ '55720-33-7 １，２，５－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,5-Trichloro naphthalene 1,2,5-三氯化萘
'1102/022 Ⅰ '55720-34-8 １，２，７－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,7-Trichloro naphthalene 1,2,7-三氯化萘
'1102/023 Ⅰ '55720-35-9 １，２，８－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,8-Trichloro naphthalene 1,2,8-三氯化萘
'1102/024 Ⅰ '55720-36-0 １，３，６－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,3,6-Trichloro naphthalene 1,3,6-三氯化萘
'1102/025 Ⅰ '55720-37-1 １，３，７－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,3,7-Trichloro naphthalene 1,3,7-三氯化萘
'1102/026 Ⅰ '55720-38-2 １，３，８－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,3,8-Trichloro naphthalene 1,3,8-三氯化萘
'1102/027 Ⅰ '55720-39-3 １，６，７－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,6,7-Trichloro naphthalene 1,6,7-三氯化萘
'1102/028 Ⅰ '55720-40-6 ２，３，６－トリクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 2,3,6-Trichloro naphthalene 2,3,6-三氯化萘
'1102/029 Ⅰ '55720-41-7 １，２，３，７－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,7-Tetrachloro naphthalene 1,2,3,7-四氯化萘
'1102/030 Ⅰ '55720-42-8 １，３，６，７－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,3,6,7-Tetrachloro naphthalene 1,3,6,7-四氯化萘
'1102/031 Ⅰ '55720-43-9 １，４，６，７－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,4,6,7-Tetrachloro naphthalene 1,4,6,7-四氯化萘
'1102/032 Ⅰ '58863-15-3 １，２，３，４，５，６，８－ヘプタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,4,5,6,8-Heptachloro naphthalene 1,2,3,4,5,6,8-七氯化萘
'1102/033 Ⅰ '67922-21-8 １，２，４，７－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,7-Tetrachloro naphthalene 1,2,4,7-四氯化萘
'1102/034 Ⅰ '67922-22-9 １，２，５，６－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,5,6-Tetrachloro naphthalene 1,2,5,6-四氯化萘
'1102/035 Ⅰ '67922-23-0 １，２，５，７－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,5,7-Tetrachloro naphthalene 1,2,5,7-四氯化萘
'1102/036 Ⅰ '67922-24-1 １，２，６，８－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,6,8-Tetrachloro naphthalene 1,2,6,8-四氯化萘
'1102/037 Ⅰ '67922-25-2 １，２，３，４，５－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,4,5-Pentachloro naphthalene 1,2,3,4,5-五氯化萘

（5／35）



当社管理番号
Classification No.
管理号码

管理レベル
Classification
levels
管理等級

CAS番号
CAS No.
CAS号码

物質名称
Substance name
物质名称

物質名（別名）
Substance name(Synonyms)
物质名(别名)

英語名
Substance name
英语名

中国語名
Substance name
中文名

'1102/038 Ⅰ '67922-26-3 １，２，３，４，６－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,4,6-Pentachloro naphthalene 1,2,3,4,6-五氯化萘
'1102/039 Ⅰ '67922-27-4 １，２，３，４，５，７－ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,4,5,7-Hexachloro naphthalene 1,2,3,4,5,7-六氯化萘
'1102/040 Ⅰ '6529-87-9 １，２，４，８－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,8-Tetrachloronaphthalene 1,2,4,8-Tetrachloronaphthalene
'1102/041 Ⅰ '6733-54-6 １，２，４，５－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,5-Tetrachloronaphthalene 1,2,4,5-Tetrachloronaphthalene
'1102/042 Ⅰ '17062-87-2 １，２，３，６，７，８－ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene 1,2,3,6,7,8-Hexachloronaphthalene
'1102/043 Ⅰ '58863-14-2 １，２，３，４，５，６，７－ヘプタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene 1,2,3,4,5,6,7-Heptachloronaphthalene
'1102/044 Ⅰ '58877-88-6 １，２，３，４，５，６－ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,4,5,6-Hexachloronaphthalene 1,2,3,4,5,6-Hexachloronaphthalene
'1102/045 Ⅰ '90948-28-0 １，２，４，５，６，８－ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,5,6,8-Hexachloronaphthalene 1,2,4,5,6,8-Hexachloronaphthalene
'1102/046 Ⅰ '103426-92-2 １，２，４，５，７，８－ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,5,7,8-Hexachloronaphthalene 1,2,4,5,7,8-Hexachloronaphthalene
'1102/047 Ⅰ '103426-93-3 １，２，３，４，５，８－ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,4,5,8-Hexachloronaphthalene 1,2,3,4,5,8-Hexachloronaphthalene
'1102/048 Ⅰ '103426-94-4 １，２，３，５，７，８－ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,5,7,8-Hexachloronaphthalene 1,2,3,5,7,8-Hexachloronaphthalene
'1102/049 Ⅰ '103426-95-5 １，２，３，５，６，８－ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,5,6,8-Hexachloronaphthalene 1,2,3,5,6,8-Hexachloronaphthalene
'1102/050 Ⅰ '103426-96-6 １，２，３，４，６，７－ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene 1,2,3,4,6,7-Hexachloronaphthalene
'1102/051 Ⅰ '103426-97-7 １，２，３，５，６，７－ヘキサクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,5,6,7-Hexachloronaphthalene 1,2,3,5,6,7-Hexachloronaphthalene
'1102/052 Ⅰ '149864-78-8 １，２，３，６－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,6-Tetrachloronaphthalene 1,2,3,6-Tetrachloronaphthalene
'1102/053 Ⅰ '149864-79-9 １，２，６，７－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,6,7-Tetrachloronaphthalene 1,2,6,7-Tetrachloronaphthalene
'1102/054 Ⅰ '149864-80-2 １，２，５，８－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,5,8-Tetrachloronaphthalene 1,2,5,8-Tetrachloronaphthalene
'1102/055 Ⅰ '149864-81-3 １，２，３，８－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,8-Tetrachloronaphthalene 1,2,3,8-Tetrachloronaphthalene
'1102/056 Ⅰ '149864-82-4 １，２，７，８－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,7,8-Tetrachloronaphthalene 1,2,7,8-Tetrachloronaphthalene
'1102/057 Ⅰ '150205-21-3 １，２，３，７，８－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,7,8-Pentachloronaphthalene 1,2,3,7,8-Pentachloronaphthalene
'1102/058 Ⅰ '150224-15-0 １，３，６，８－テトラクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,3,6,8-Tetrachloronaphthalene 1,3,6,8-Tetrachloronaphthalene
'1102/059 Ⅰ '150224-16-1 １，２，３，６，７－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,6,7-Pentachloronaphthalene 1,2,3,6,7-Pentachloronaphthalene
'1102/060 Ⅰ '150224-17-2 １，２，４，６，７－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,6,7-Pentachloronaphthalene 1,2,4,6,7-Pentachloronaphthalene
'1102/061 Ⅰ '150224-18-3 １，２，３，５，６－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,5,6-Pentachloronaphthalene 1,2,3,5,6-Pentachloronaphthalene
'1102/062 Ⅰ '150224-19-4 １，２，４，５，７－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,5,7-Pentachloronaphthalene 1,2,4,5,7-Pentachloronaphthalene
'1102/063 Ⅰ '150224-20-7 １，２，４，５，６－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,5,6-Pentachloronaphthalene 1,2,4,5,6-Pentachloronaphthalene
'1102/064 Ⅰ '150224-21-8 １，２，４，７，８－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,7,8-Pentachloronaphthalene 1,2,4,7,8-Pentachloronaphthalene
'1102/065 Ⅰ '150224-22-9 １，２，４，６，８－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,6,8-Pentachloronaphthalene 1,2,4,6,8-Pentachloronaphthalene
'1102/066 Ⅰ '150224-23-0 １，２，３，６，８－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,6,8-Pentachloronaphthalene 1,2,3,6,8-Pentachloronaphthalene
'1102/067 Ⅰ 150224-24-1 １，２，３，５，８－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,5,8-Pentachloronaphthalene 1,2,3,5,8-Pentachloronaphthalene
'1102/068 Ⅰ '150224-25-2 １，２，４，５，８－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,4,5,8-Pentachloronaphthalene 1,2,4,5,8-Pentachloronaphthalene
'1102/069 Ⅰ '150224-24-1 １，２，３，５，８－ペンタクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2,3,5,8-Pentachloronaphthalene 1,2,3,5,8-Pentachloronaphthalene
'1102/070 Ⅰ '28699-88-9 ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） Dichloronaphthalene 二氯化萘
'1102/071 Ⅰ '2198-77-8 ２，７－ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 2,7-Dichloronaphthalene 2,7-二氯化萘
'1102/072 Ⅰ '2198-75-6 １，３－ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,3-Dichloronaphthalene 1,3-二氯化萘
'1102/073 Ⅰ '2065-70-5 ２，６－ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 2,6-Dichloronaphthalene 2,6-二氯化萘
'1102/074 Ⅰ '2050-75-1 ２，３－ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 2,3-Dichloronaphthalene 2,3-二氯化萘
'1102/075 Ⅰ '2050-74-0 １，８－ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,8-Dichloronaphthalene 1,8-二氯化萘
'1102/076 Ⅰ '2050-73-9 １，７－ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,7-Dichloronaphthalene 1,7-二氯化萘
'1102/077 Ⅰ '2050-72-8 １，６－ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,6-Dichloronaphthalene 1,6-二氯化萘
'1102/078 Ⅰ '2050-69-3 １，２－ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,2-Dichloronaphthalene 1,2-二氯化萘
'1102/079 Ⅰ '1825-31-6 １，４－ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,4-Dichloronaphthalene 1,4-二氯化萘
'1102/080 Ⅰ '1825-30-5 １，５－ジクロロナフタレン ポリ塩化ナフタレン（塩素数が２以上のものに限る。） 1,5-Dichloronaphthalene 1,5-二氯化萘
'1103 Ⅰ '118-74-1 ペルクロロベンゼン ヘキサクロロベンゼン Perchlorobenzene 六氯苯; 灭黑穗药

'1104 Ⅰ '309-00-2
ｒｅｌ－（１Ｒ，２Ｒ，３Ｒ，６Ｓ，７Ｓ，８Ｓ）－１，８，９，１０，１１，１
１－ヘキサクロロテトラシクロ［６．２．１．１（３，６）．０（２，７）］
ドデカ－４，９－ジエン

１，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－１，４，４ａ，５，８，８ａ
－ヘキサヒドロ－エキソ－１，４－エンド－５，８－ジメタノナフ
タレン（別名アルドリン）

rel-(1R,2R,3R,6S,7S,8S)-1,8,9,10,11,11-
Hexachlorotetracyclo[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]dodeca-4,9-diene

艾氏剂; 氯甲桥萘; 六氯-六氢-二甲撑萘; 1,2,3,4,10,10-六氯
-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘

'1105 Ⅰ '60-57-1
ｒｅｌ－（１Ｒ，２Ｓ，３Ｓ，６Ｒ，７Ｒ，８Ｓ，９Ｓ，１１Ｒ）－３，４，５，
６，１３，１３－ヘキサクロロ－１０－オキサペンタシクロ［６．
３．１．１（３，６）．０（２，７）．０（９，１１）］トリデカ－４－エン

１，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－６，７－エポキシ－１，
４，４ａ，５，６，７，８，８ａ－オクタヒドロ－エキソ－１，４－エン
ド－５，８－ジメタノナフタレン（別名ディルドリン）

rel-(1R,2S,3S,6R,7R,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-Hexachloro-
10-oxapentacyclo[6.3.1.1(3,6).0(2,7).0(9,11)]tridec-4-ene

狄氏剂; 六氯-环氧八氢-二甲撑萘; 1,2,3,4,10,10-六氯-6,7-
环氧-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-1,4-桥-5,8-挂二亚甲基萘

'1106 Ⅰ '72-20-8
ｒｅｌ－（１Ｒ，２Ｒ，３Ｒ，６Ｓ，７Ｓ，８Ｓ，９Ｓ，１１Ｒ）－３，４，５，
６，１３，１３－ヘキサクロロ－１０－オキサペンタシクロ［６．
３．１．１（３，６）．０（２，７）．０（９，１１）］トリデカ－４－エン

１，２，３，４，１０，１０－ヘキサクロロ－６，７－エポキシ－１，
４，４ａ，５，６，７，８，８ａ－オクタヒドロ－エンド－１，４－エン
ド－５，８－ジメタノナフタレン　（別名エンドリン）

rel-(1R,2R,3R,6S,7S,8S,9S,11R)-3,4,5,6,13,13-Hexachloro-
10-oxapentacyclo[6.3.1.1(3,6).0(2,7).0(9,11)]tridec-4-ene

异狄氏剂; 1,2,3,4,10,10-六氯-6,7-环氧-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八
氢-1,4-挂-5,8-二亚甲基萘

'1107 Ⅰ '50-29-3 １，１，１－トリクロロ－２，２－ビス（４－クロロフェニル）エタン
１，１，１－トリクロロ－２，２－ビス（４－クロロフェニル）エタン
（別名ＤＤＴ）

1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane 滴滴涕; 二氯二苯三氯乙烷

'1108/000 Ⅰ '

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

Chlordane or heptachlor
氯丹1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲桥茚；
1,4,5,6,7,8,8-七氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基-1-茚 及其相
关化合物的混合物 （別名：氯丹、七氯）

'1108/001 Ⅰ '57-74-9
１，３，４，７，８，９，１０，１０－オクタクロロトリシクロ［５．２．
１．０（２，６）］デカ－８－エン

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

Chlordane , pur
氯丹; 八氯化甲桥茚; 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢
-4,7-甲撑茚

'1108/002 Ⅰ '76-44-8
１，５，７，８，９，１０，１０－ヘプタクロロトリシクロ［５．２．１．
０（２，６）］デカ－３，８－ジエン

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

Heptachlor
七氯; 七氯化茚; 1,4,5,6,7,8,8-七氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-甲撑
-H-茚

'1108/003 Ⅰ '5103-71-9
ｒｅｌ－（１Ｒ，２Ｓ，３Ｒ，４Ｓ，６Ｓ，７Ｓ）－１，３，４，７，８，９，１
０，１０－オクタクロロトリシクロ［５．２．１．０（２，６）］デカ－８
－エン

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

(1alpha,2alpha,3aalpha,4beta,7beta,7aalpha)-1,2,4,5,6,7,8,8-
octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-
indene

α-氯丹; α-可氯丹; 反式氯丹

'1108/004 Ⅰ '5103-74-2
ｒｅｌ－（１Ｒ，２Ｓ，３Ｒ，４Ｒ，６Ｓ，７Ｓ）－１，３，４，７，８，９，１
０，１０－オクタクロロトリシクロ［５．２．１．０（２，６）］デカ－８
－エン

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

(1alpha,2beta,3aalpha,4beta,7beta,7aalpha)-1,2,4,5,6,7,8,8-
octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-
indene

β-氯丹; β-可氯丹; 顺式氯丹

'1108/005 Ⅰ '5566-34-7
１，４，４，７，８，９，１０，１０－オクタクロロトリシクロ［５．２．
１．０（２，６）］デカ－８－エン

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

2,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-
methano-1H-indene

γ-可氯丹

'1108/006 Ⅰ '6058-23-7
１，８，９，１０，１１，１１－ヘキサクロロ－４－オキサテトラシ
クロ［６．２．１．０（２，７）．０（３，５）］ウンデカ－９－エン

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

2,5-Methano-2H-indeno[1,2-b]oxirene,2,3,4,5,7,7-
hexachloro-1a,1b,5,5a,6,6a-hexahydro-

1,8,9,10,11,11-Hexachloro-4-
oxatetracyclo[6.2.1.0(2,7).0(3,5)]undec-9-ene

'1108/007 Ⅰ '12789-03-6 クロルデン

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

Chlordane 氯丹; 1,2,4,5,7,8,8-八氯-3A,4,7,7A-四氢-4,7-甲撑茚

'1108/008 Ⅰ '56534-03-3
ｒｅｌ－（１Ｒ，４Ｓ，７Ｓ，８Ｓ，９Ｓ）－２，３，４，５，６，９－ヘキサ
クロロトリシクロ［５．２．１．０（４，８）］デカ－２，５－ジエン

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

1,6-Methano-1H-indene,2,3,3a,4,5,7-hexachloro-3a,6,7,7a-
tetrahydro-,(1R,3aR,6S,7S,7aR)-rel-

1,6-甲醇-1H-茚,2,3,3a,4,5,7-六氯代-3a,6,7,7a-四氢化-
,(1R,3aR,6S,7S,7aR)-rel-

'1108/009 Ⅰ '56641-38-4
ｒｅｌ－（１Ｒ，４Ｓ，７Ｓ，８Ｓ，１０Ｓ）－２，３，４，５，６，１０－ヘ
キサクロロトリシクロ［５．２．１．０（４，８）］デカ－２，５－ジエ
ン

１，２，４，５，６，７，８，８－オクタクロロ－２，３，３ａ，４，７，７
ａ－ヘキサヒドロ－４，７－メタノ－１Ｈ－インデン、１，４，５，
６，７，８，８－ヘプタクロロ－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロ－
４，７－メタノ－１Ｈ－インデン及びこれらの類縁化合物の混
合物（別名クロルデン又はヘプタクロル）

1,6-Methano-1H-indene,2,3,3a,4,5,8-hexachloro-3a,6,7,7a-
tetrahydro-,(1R,3aR,6S,7aR,8R)-rel-

1,6-甲醇-1H-茚,2,3,3a,4,5,8-六氯代-3a,6,7,7a-四氢化-
,(1R,3aR,6S,7S,8aR)-rel-

'1110/000 Ⅰ '
Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－
Ｎ’－キシリル－パラ－フェニレンジアミン又はＮ，Ｎ’－ジキ
シリル－パラ－フェニレンジアミン

Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－
Ｎ’－キシリル－パラ－フェニレンジアミン又はＮ，Ｎ’－ジキ
シリル－パラ－フェニレンジアミン

N,N'-Ditolyl-p-phenylenediamine, N-tolyl-N'-xylyl-p-
phenylenediamine, or N,N'-dixylyl-p-phenylenediamine

N,N-二苯基对苯二胺

'1110/001 Ⅰ '620-91-7 Ｎ，Ｎ’－ジ－４－トリル－１，４－フェニレンジアミン
Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－
Ｎ’－キシリル－パラ－フェニレンジアミン又はＮ，Ｎ’－ジキ
シリル－パラ－フェニレンジアミン

1,4-Benzenediamine,N,N'-bis(4-methylphenyl)- N,N'-二(4-甲苯基)-1,4-亚苯二胺

'1110/002 Ⅰ '15017-02-4 Ｎ，Ｎ’－ジ－２－トリル－１，４－フェニレンジアミン
Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－
Ｎ’－キシリル－パラ－フェニレンジアミン又はＮ，Ｎ’－ジキ
シリル－パラ－フェニレンジアミン

N,N'-bis(2-methylphenyl)benzene-1,4-diamine N,N'- 二(2-甲苯基)-1,4-苯二胺

'1110/005 Ⅰ '27417-40-9 Ｎ，Ｎ’－ジトリル－１，４－フェニレンジアミン
Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－
Ｎ’－キシリル－パラ－フェニレンジアミン又はＮ，Ｎ’－ジキ
シリル－パラ－フェニレンジアミン

N,N'-ditolyl-p-phenylenediamine N,N'-联甲苯-p-亚苯二胺

'1110/008 Ⅰ '28726-30-9 Ｎ，Ｎ’－ビス（ジメチルフェニル）－１，４－フェニレンジアミン
Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－
Ｎ’－キシリル－パラ－フェニレンジアミン又はＮ，Ｎ’－ジキ
シリル－パラ－フェニレンジアミン

N,N'-dixylyl-p-phenylenediamine N,N'-二甲苄基-4-苯二胺

'1110/009 Ⅰ '70290-05-0
Ｎ－（ジメチルフェニル）－Ｎ’－トリル－１，４－フェニレンジ
アミン

Ｎ，Ｎ’－ジトリル－パラ－フェニレンジアミン、Ｎ－トリル－
Ｎ’－キシリル－パラ－フェニレンジアミン又はＮ，Ｎ’－ジキ
シリル－パラ－フェニレンジアミン

N-toly-N'-xylyl-p-phenylenediamine N-甲苯基-N'-二甲苯基-1,4-苯二胺

'1111 Ⅰ '732-26-3 ２，４，６－トリ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール ２，４，６－トリ－ターシャリ－ブチルフェノール 2,4,6-Tri-tert-butylphenol 2,4,6-三叔丁基苯酚

'1112 Ⅰ '8001-35-2 トキサフェン
ポリクロロ－２，２－ジメチル－３－メチリデンビシクロ［２．２．
１］ヘプタン（別名トキサフェン）

Toxaphene 毒杀芬; 八氯莰烯; 氯化莰; 氯化茨烯

'1113 Ⅰ '2385-85-5
ペルクロロペンタシクロ［５．３．０．０（２，６）．０（３，９）．０
（４，８）］デカン

ドデカクロロペンタシクロ［５．３．０．０（２，６）．０（３，９）．０
（４，８）］デカン（別名マイレックス）

Perchloropentacyclo[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]decane 灭蚁灵; 十二氯代八氢-亚甲基-环丁并[cd]戊搭烯

'1114 Ⅰ '115-32-2
２，２，２－トリクロロ－１，１－ビス（４－クロロフェニル）エタ
ノール

２，２，２－トリクロロ－１，１－ビス（４－クロロフェニル）エタ
ノール（別名ケルセン又はジコホル）

2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol 开乐散; 三氯杀螨醇; 1,1-双(4-氯苯基)-2,2,2-三氯乙醇

'1115 Ⅰ '87-68-3 ペルクロロブタ－１，３－ジエン ヘキサクロロブタ－１，３－ジエン Perchlorobuta-1,3-diene 六氯丁二烯; 六氯-1,3-丁二烯; 全氯丁二烯

'1116/000 Ⅰ '
２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，６
－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール

２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，６
－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール

2-(2H-1,2,3-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylphenol 2-（2H-1,2,3-苯并三唑-2-基）-4,6-二 - 叔丁基苯酚

'1116/001 Ⅰ '3846-71-7
２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－ｙｌ）－４，６－
ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール

２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４，６
－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール

2-(2H-1,2,3-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylphenol 2-(2H-1,2,3-苯并三唑-2-基）-4, 6-二叔丁基苯酚

'1117/000 Ⅰ '
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩

ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩

Perfluoro(octane-1-sulfonic acid) 全氟（辛烷-1-磺酸） （別名：ＰＦOS）及其盐

'1117/002 Ⅰ '2795-39-3 カリウム＝ペルフルオロオクタン－１－スルホナート
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩、ＰＦＯＳ

(PFOS) 全氟辛基磺酸钾

'1117/003 Ⅰ '4021-47-0 ナトリウム＝ペルフルオロ（オクタン－１－スルホナート）
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩、ＰＦＯＳ

Sodium perfluorooctanesulfonate 钠十七氟-1-辛烷磺酸盐

'1117/004 Ⅰ '29081-56-9 アンモニウム＝ペルフルオロオクタン－１－スルホナート
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩、ＰＦＯＳ

1-Octanesulphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
heptadecafluoro-, ammonium salt(PFOS)  Perfluorooctane
sulfonate ammonium salt

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-1-辛磺酸铵盐

（6／35）
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'1117/005 Ⅰ '29457-72-5 リチウム＝ペルフルオロオクタン－１－スルホナート
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩、ＰＦＯＳ

1-Octanesulphonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
heptadecafluoro-, lithium salt(PFOS)  Perfluorooctane
sulfonate lithium salt

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-1-辛烷磺酸锂

'1117/006 Ⅰ '56773-42-3
テトラエチルアンモニウム＝ペルフルオロオクタン－１－スル
ホナート

ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩、ＰＦＯＳ

Ethanaminium, N,N',N''-triethyl-, salt with
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-
octanesulphonic acid (1:1)(PFOS)
Tetraethylammoniumheptadecafluoroctansulfonate

四乙铵全氟辛烷磺酸盐; 全氟三戊胺

'1117/007 Ⅰ '70225-14-8
２，２’－イミノジエタノールとペルフルオロオクタン－１－スル
ホン酸の化合物（１：１）

ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩、ＰＦＯＳ

Bis(2-hydroxyethyl)ammonium perfluorooctanesulfonate 全氟辛烷磺酸二乙醇胺盐（PFOS）

'1117/008 Ⅰ '71463-74-6
ピペリジン－１－イウム＝ペルフルオロオクタン－１－スルホ
ナート

ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩、ＰＦＯＳ

1-Octanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
heptadecafluoro-, compd. with piperidine (1:1)

Piperidin-1-ium perfluorooctane-1-sulfonate

'1117/009 Ⅰ '91036-71-4
マグネシウム＝ビス（ペルフルオロオクタン－１－スルホナー
ト）

ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩、ＰＦＯＳ

Magnesium bis[heptadecafluorooctanesulphonate] Magnesium bis(perfluorooctane-1-sulfonate)

'1117/010 Ⅰ '251099-16-8
ジデカン－１－イル（ジメチル）アンモニウム＝ペルフルオロ
オクタン－１－スルホナート

ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）又は
その塩、ＰＦＯＳ

1-Decanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, salt with
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-
octanesulphonic acid (1:1)(PFOS)

N-癸基-N,N-二甲基-1-癸铵全氟辛烷磺酸盐

'1118 Ⅰ '307-35-7 ペルフルオロオクタン－１－スルホニル＝フルオリド
ペルフルオロ（オクタン－１－スルホニル）＝フルオリド（別名
ＰＦＯＳＦ）、ＰＦＯＳＦ

Perfluorooctane-1-sulfonyl fluoride 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十七氟-1-辛基磺酰氟

'1119 Ⅰ '608-93-5 １，２，３，４，５－ペンタクロロベンゼン ペンタクロロベンゼン 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene 五氯苯

'1120/000 Ⅰ '
ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｔ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン（別名α－ヘキサクロロシクロヘキサン）

ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｔ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン（別名α－ヘキサクロロシクロヘキサン）

r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-Hexachlorocyclohexane
ｒ-1,C-2,ｔ-3,C-4,ｔ-5,ｔ-6-六氯环己烷 （別名：α-六氯环己
烷）

'1120/001 Ⅰ '319-84-6
ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｔ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン

ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｔ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン（別名α－ヘキサクロロシクロヘキサン）

r-1,c-2,t-3,c-4,t-5,t-6-Hexachlorocyclohexane α-六氯环己烷;α-BHC;α-六六六;α-六氯化苯

'1121/000 Ⅰ '
ｒ－１，ｔ－２，ｃ－３，ｔ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン（別名β－ヘキサクロロシクロヘキサン）

ｒ－１，ｔ－２，ｃ－３，ｔ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン（別名β－ヘキサクロロシクロヘキサン）

r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-Hexachlorocyclohexane
ｒ-1,ｔ-2,C-3,ｔ-4,C-5,ｔ-6-六氯环己烷 （別名：β-六氯环己
烷）

'1121/001 Ⅰ '319-85-7
ｒ－１，ｔ－２，ｃ－３，ｔ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン

ｒ－１，ｔ－２，ｃ－３，ｔ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン（別名β－ヘキサクロロシクロヘキサン）

r-1,t-2,c-3,t-4,c-5,t-6-Hexachlorocyclohexane
β-六氯环己烷；β-六氯化苯；β-六六六；β-HCH；β-
BHC

'1122/000 Ⅰ '
ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン（別名γ－ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデ
ン）

ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン（別名γ－ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデ
ン）

r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-Hexachlorocyclohexane
ｒ-1,C-2,ｔ-3,C-4,C-5,ｔ-6-六氯环己烷 （別名：γ-六氯环己
烷,又称林丹）

'1122/001 Ⅰ '58-89-9
ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン

ｒ－１，ｃ－２，ｔ－３，ｃ－４，ｃ－５，ｔ－６－ヘキサクロロシクロ
ヘキサン（別名γ－ヘキサクロロシクロヘキサン又はリンデ
ン）

r-1,c-2,t-3,c-4,c-5,t-6-Hexachlorocyclohexane γ-六六六; 林丹; 六氯环已烷

'1123 Ⅰ '143-50-0
ペルクロロペンタシクロ［５．３．０．０（２，６）．０（３，９）．０
（４，８）］デカン－５－オン

デカクロロペンタシクロ［５．３．０．０（２，６）．０（３，９）．０（４，
８）］デカン－５－オン（別名クロルデコン）

Perchloropentacyclo[5.3.0.0(2,6).0(3,9).0(4,8)]decan-5-one 十氯酮;开蓬

'1124/000 Ⅰ ' ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル Hexabromobiphenyl 六溴联苯
'1124/001 Ⅰ '36355-01-8 ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル Hexabromobiphenyl 六溴联苯
'1124/002 Ⅰ '36402-15-0 ２，２’，４，４’，５，６’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル Hexabromobiphenyl 2,2',4,4',5,6'-Hexabromobiphenyl
'1124/003 Ⅰ '55066-76-7 ２，２’，３，３’，５，５’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,3',5,5'-Hexabromobiphenyl 2,2',3,3',5,5'-Hexabromobiphenyl
'1124/004 Ⅰ '59080-40-9 ２，２’，４，４’，５，５’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl PBB-153 2,2',4,4',5,5'-溴联苯
'1124/005 Ⅰ '59261-08-4 ２，２’，４，４’，６，６’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl 2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl
'1124/006 Ⅰ '60044-26-0 ３，３’，４，４’，５，５’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 3,3',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl 3,3',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl
'1124/007 Ⅰ '67888-98-6 ２，２’，３，４，４’，５’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,4,4',5'-Hexabromobiphenyl 2,2',3,4,4',5'-Hexabromobiphenyl
'1124/008 Ⅰ '67888-99-7 ２，３’，４，４’，５，５’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,3,4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl 2,3',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl
'1124/009 Ⅰ '69278-59-7 ２，２’，３，４’，５’，６－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,4',5',6-Hexabromobiphenyl 2,2',3,4',5',6-Hexabromobiphenyl
'1124/010 Ⅰ '77607-09-1 ２，３，３’，４，４’，５－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,3,3',4,4',5-Hexabromobiphenyl 2,3,3',4,4',5-Hexabromobiphenyl
'1124/011 Ⅰ '81381-52-4 ２，２’，３，４，４’，５－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,4,4',5-Hexabromobiphenyl 2,2',3,4,4',5-Hexabromobiphenyl
'1124/012 Ⅰ '82865-89-2 ２，２’，３，３’，４，４’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,3',4,4'-Hexabromobiphenyl 2,2',3,3',4,4'-Hexabromobiphenyl
'1124/013 Ⅰ '82865-90-5 ２，２’，３，３’，４，５’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,3',4,5'-Hexabromobiphenyl 2,2',3,3',4,5'-Hexabromobiphenyl
'1124/014 Ⅰ '82865-91-6 ２，３，３’，４’，５’，６－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,3,3',4',5',6-Hexabromobiphenyl 2,3,3',4',5',6-Hexabromobiphenyl
'1124/015 Ⅰ '84303-47-9 ２，３，３’，４，４’，５’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,3,3',4,4',5'-Hexabromobiphenyl 2,3,3',4,4',5'-Hexabromobiphenyl
'1124/016 Ⅰ '84303-48-0 ２，３’，４，４’，５’，６－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,3,4,4',5',6-Hexabromobiphenyl 2,3',4,4',5',6-Hexabromobiphenyl
'1124/017 Ⅰ '93261-83-7 ２，２’，３，４’，６，６’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,4',6,6'-Hexabromobiphenyl 2,2',3,4',6,6'-Hexabromobiphenyl
'1124/018 Ⅰ '119264-50-5 ２，２’，３，３’，４，６’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,3',4,6'-Hexabromobiphenyl 2,2',3,3',4,6'-Hexabromobiphenyl
'1124/019 Ⅰ '119264-51-6 ２，２’，３，３’，５，６’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,3',5,6'-Hexabromobiphenyl 2,2',3,3',5,6'-Hexabromobiphenyl
'1124/020 Ⅰ '119264-52-7 ２，２’，３，４，５’，６－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,4,5',6-Hexabromobiphenyl 2,2',3,4,5',6-Hexabromobiphenyl
'1124/021 Ⅰ '119264-53-8 ２，２’，３，５，５’，６－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,5,5',6-Hexabromobiphenyl 2,2',3,5,5',6-Hexabromobiphenyl
'1124/022 Ⅰ '120991-47-1 ２，２’，３，４，５，５’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,2',3,4,5,5'-Hexabromobiphenyl 2,2',3,4,5,5'-Hexabromobiphenyl
'1124/023 Ⅰ '120991-48-2 ２，３，３’，４，５，５’－ヘキサブロモビフェニル ヘキサブロモビフェニル 2,3,3',4,5,5'-Hexabromobiphenyl 2,3,3',4,5,5'-Hexabromobiphenyl

'1125/000 Ⅰ '
テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロモジフェニ
ルエーテル）

テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロモジフェニ
ルエーテル）

Diphenyl ether, tetrabromo derivative 四溴二苯醚

'1125/001 Ⅰ '5436-43-1 ２，４－ジブロモ－１－（２，４－ジブロモフェノキシ）ベンゼン
テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロモジフェニ
ルエーテル）

Benzene, 1,1'-oxybis[2,4-dibromo- 2,4-Dibromo-1-(2,4-dibromophenoxy)benzene

'1125/002 Ⅰ '40088-47-9 テトラブロモ（フェノキシベンゼン）
テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロモジフェニ
ルエーテル）

Tetrabromodiphenyl ethers BDE-47 2,2',4,4'-
tetrabromodiphenyl ether

四溴联苯醚

'1125/003 Ⅰ '93703-48-1 １，２－ジブロモ－４－（３，４－ジブロモフェノキシ）ベンゼン
テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロモジフェニ
ルエーテル）

Benzene, 1,1'-oxybis[3,4-dibromo- 1,2-Dibromo-4-(3,4-dibromophenoxy)benzene

'1125/004 Ⅰ '103173-66-6 １，３－ジブロモ－５－（３，５－ジブロモフェノキシ）ベンゼン
テトラブロモ（フェノキシベンゼン）（別名テトラブロモジフェニ
ルエーテル）

Benzene, 1,1'-oxybis[3,5-dibromo- 1,3-Dibromo-5-(3,5-dibromophenoxy)benzene

'1126/000 Ⅰ '
ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペンタブロモジフェニ
ルエーテル）

ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペンタブロモジフェニ
ルエーテル）

Benzene, 1,1'-oxybis-, pentabromo deriv. 五溴二苯醚

'1126/001 Ⅰ '32534-81-9 ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）
ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペンタブロモジフェニ
ルエーテル）

Diphenyl ether, pentabromo derivative 2,2',4,4',5-
pentabromodiphenyl ether BDE-99  Pentabromodiphenyl
ether ('Penta')

五溴联苯醚

'1126/002 Ⅰ '60348-60-9
１，２，４－トリブロモ－５－（２，４－ジブロモフェノキシ）ベン
ゼン

ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペンタブロモジフェニ
ルエーテル）

2,2',4,4',5-Pentabromodiphenyl ether 2,2',4,4',5-五溴联苯醚

'1126/003 Ⅰ '189084-65-9 １，２，３，４，５－ペンタブロモ－６－フェノキシベンゼン
ペンタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ペンタブロモジフェニ
ルエーテル）

2,3,4,5,6-Pentabromodiphenyl ether 1,2,3,4,5-Pentabromo-6-phenoxybenzene

'1127/000 Ⅰ '
ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロモジフェ
ニルエーテル）

ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロモジフェ
ニルエーテル）

Diphenyl ether, hexabromo derivative 六溴二苯醚

'1127/001 Ⅰ '31153-30-7 トリブロモ（トリブロモフェノキシ）ベンゼン
ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロモジフェ
ニルエーテル）

Benzene, 1,1'-oxybis[tribromo- 1,1'-氧代双[三溴苯]; 六溴二苯醚

'1127/002 Ⅰ '35854-94-5
１，３，５－トリブロモ－２－（２，４，６－トリブロモフェノキシ）
ベンゼン

ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロモジフェ
ニルエーテル）

2,2',4,4',6,6'-Hexabromodiphenyl ether 1,3,5-Tribromo-2-(2,4,6-tribromophenoxy)benzene

'1127/003 Ⅰ '36483-60-0 ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）
ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロモジフェ
ニルエーテル）

Hexabromodiphenyl ether 六溴联苯醚

'1127/004 Ⅰ '68631-49-2
１，２，４－トリブロモ－５－（２，４，５－トリブロモフェノキシ）
ベンゼン

ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロモジフェ
ニルエーテル）

2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenyl ether 1,2,4-Tribromo-5-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene

'1127/005 Ⅰ '116995-33-6
１，２，４，５－テトラブロモ－３－（２，４－ジブロモフェノキシ）
ベンゼン

ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロモジフェ
ニルエーテル）

Benzene, 1,2,4,5-tetrabromo-3-(2,4-dibromophenoxy)- 六溴二苯醚

'1127/006 Ⅰ '207122-15-4
１，３，５－トリブロモ－２－（２，４，５－トリブロモフェノキシ）
ベンゼン

ヘキサブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘキサブロモジフェ
ニルエーテル）

2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenyl ether 1,3,5-Tribromo-2-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene

'1128/000 Ⅰ '
ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘプタブロモジフェニ
ルエーテル）

ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘプタブロモジフェニ
ルエーテル）

Diphenyl ether, heptabromo derivative 七溴二苯醚

'1128/001 Ⅰ '68928-80-3 ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）
ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘプタブロモジフェニ
ルエーテル）

Heptabromodiphenylether 七溴联苯醚

'1128/002 Ⅰ '116995-32-5
１，２，４，５－テトラブロモ－３－（２，４，６－トリブロモフェノ
キシ）ベンゼン

ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘプタブロモジフェニ
ルエーテル）

(2,4,6-Tribromophenyl)(2,3,5,6-tetrabromophenyl) ether 1,2,4,5-Tetrabromo-3-(2,4,6-tribromophenoxy)benzene

'1128/003 Ⅰ '117948-63-7
１，２，３，５－テトラブロモ－４－（２，４，６－トリブロモフェノ
キシ）ベンゼン

ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘプタブロモジフェニ
ルエーテル）

1,2,3,5-Tetrabromo-4-(2,4,6-tribromophenoxy)benzene 1,2,3,5-Tetrabromo-4-(2,4,6-tribromophenoxy)benzene

'1128/004 Ⅰ '207122-16-5
１，２，３，５－テトラブロモ－４－（２，４，５－トリブロモフェノ
キシ）ベンゼン

ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘプタブロモジフェニ
ルエーテル）

2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl ether 1,2,3,5-Tetrabromo-4-(2,4,5-tribromophenoxy)benzene

'1128/005 Ⅰ '446255-22-7
１，２，３，５－テトラブロモ－４－（２，３，５－トリブロモフェノ
キシ）ベンゼン

ヘプタブロモ（フェノキシベンゼン）（別名ヘプタブロモジフェニ
ルエーテル）

2,2',3,3',4,5',6-Heptabromodiphenyl ether 1,2,3,5-Tetrabromo-4-(2,3,5-tribromophenoxy)benzene

'1129/000 Ⅰ '
６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ
－ヘキサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３－ベンゾジオキサチ
エピン＝３－オキシド（別名エンドスルファン又はベンゾエピ

６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ
－ヘキサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３－ベンゾジオキサチ
エピン＝３－オキシド（別名エンドスルファン又はベンゾエピ

6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-
methano-2,4,3-benzodioxathiepine 3-oxide (Endosulfan,
Benzoepin)

6,7,8,9,10,10-六氯-1,5,5Α,6,9,9Α-六氢-6,9-亚甲基-2,4,3-
苯并二噁噻频-3-氧化物 （別名：硫丹、赛丹）

'1129/001 Ⅰ '115-29-7
１，９，１０，１１，１２，１２－ヘキサクロロ－５－オキソ－４，６
－ジオキサ－５λ（４）－チアトリシクロ［７．２．１．０（２，８）］
ドデカ－１０－エン

６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ
－ヘキサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３－ベンゾジオキサチ
エピン＝３－オキシド（別名エンドスルファン又はベンゾエピ

1,9,10,11,12,12-Hexachloro-5-oxo-4,6-dioxa-5lambda(4)-
thiatricyclo[7.2.1.0(2,8)]dodec-10-ene  (Endosulfan,
Benzoepin)

硫丹(混合异构体); 1,2,3,4,7,7-六氯双环[2,2,1]庚烯-(2)-双
羟甲基-5,6-亚硫酸酯

'1129/002 Ⅰ '959-98-8
６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ
－ヘキサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３－ベンゾジオキサチ
エピン＝３－オキシド（α－体）

６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ
－ヘキサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３－ベンゾジオキサチ
エピン＝３－オキシド（別名エンドスルファン又はベンゾエピ

alpha-Benzoepin  (Endosulfan, Benzoepin)
6,7,8,9,10,10-六氯-1,5,5Α,6,9,9Α-六氢-6,9-亚甲基-2,4,3-
苯并二噁噻频-3-氧化物（α-硫丹）

'1129/003 Ⅰ '33213-65-9
６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ
－ヘキサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３－ベンゾジオキサチ
エピン＝３－オキシド（β－体）

６，７，８，９，１０，１０－ヘキサクロロ－１，５，５ａ，６，９，９ａ
－ヘキサヒドロ－６，９－メタノ－２，４，３－ベンゾジオキサチ
エピン＝３－オキシド（別名エンドスルファン又はベンゾエピ

beta-Benzoepin  (Endosulfan, Benzoepin)
6,7,8,9,10,10-六氯-1,5,5Α,6,9,9Α-六氢-6,9-亚甲基-2,4,3-

苯并二噁噻频-3-氧化物（β-硫丹）

'1130/000 Ⅰ ' ヘキサブロモシクロドデカン ヘキサブロモシクロドデカン Hexabromocyclododecane 六溴环十二烷
'1130/001 Ⅰ '3194-55-6 １，２，５，６，９，１０－ヘキサブロモシクロドデカン ヘキサブロモシクロドデカン 1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane 1,2,5,6,9,10-六溴环十二烷

（7／35）
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1131/000 Ⅰ ' ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Pentachlorophenol, its salts or esters 五氯联苯及其盐或酯
1131/001 Ⅰ '98219-41-1 Fatty acids, C16-18, pentachlorophenyl esters ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Fatty acids, C16-18, pentachlorophenyl esters 脂肪酸,C16-18,五氯苯酯
1131/002 Ⅰ '98219-40-0 Fatty acids, C8-12, pentachlorophenyl esters ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Fatty acids, C8-12, pentachlorophenyl esters 脂肪酸,C8-12,五氯苯酯
1131/003 Ⅰ '91080-93-2 Quaternary ammonium compounds, coco alkyltrimethyl, salts ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Quaternary ammonium compounds, coco alkyltrimethyl, salts 季铵化合物,椰油烷基三甲基,五氯苯酚盐
1131/004 Ⅰ '90640-52-1 Amines, coco alkyl, compds. with pentachlorophenol (1:1) ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Amines, coco alkyl, compds. with pentachlorophenol (1:1) 椰油烷基胺与五氯苯酚的化合物 (1:1)
1131/005 Ⅰ '67246-71-3 Perchlorophenyl 5-oxo-DL-prolinate ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Perchlorophenyl 5-oxo-DL-prolinate 氯苯 5-氧代-DL-脯氨酸
1131/006 Ⅰ '55868-72-9 Calcium bis(pentachlorophenolate) ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Calcium bis(pentachlorophenolate) 五氯苯酚钙
1131/007 Ⅰ '55593-07-2 Pentachlorophenyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-tyrosinate ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Pentachlorophenyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-tyrosinate 五氯苯 N - （苄氧羰基）-L-酪氨酸
1131/008 Ⅰ '50654-95-0 Perchlorophenyl 5-oxo-D-prolinate ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Perchlorophenyl 5-oxo-D-prolinate 氯苯 5-氧代-L-脯氨酸
1131/009 Ⅰ '36994-69-1 サリチル酸ペンタクロロフェニル ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Benzoic acid, 2-hydroxy-, pentachlorophenyl ester 五氯苯基水杨酸
1131/010 Ⅰ '35109-57-0 Pentachlorophenol, compound with [1R-(1alpha,4abeta,10aalpぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Pentachlorophenol, compound with [1R-(1alpha,4abeta,10aalp五氯苯酚与 [1R-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-八氢-
1131/011 Ⅰ '32978-79-3 トリエタノールアミン－ペンタ－クロロフェノラート ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Phenol, pentachloro-, compd. with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (三乙醇胺-五氯苯酚盐
1131/012 Ⅰ '28990-85-4 Perchlorophenyl 5-oxo-L-prolinate ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Perchlorophenyl 5-oxo-L-prolinate 氯苯 5-氧代-L-脯氨酸
1131/013 Ⅰ '27735-64-4 ペンタクロロフェノール＝ナトリウム塩 ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル sodium pentachlorophenate (as monohydrate) 五氯苯酚钠盐
1131/014 Ⅰ '27735-63-3 ペンタクロロフェノール＝ナトリウム塩 ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Phenol, pentachloro-, sodium salt, decahydrate 五氯苯酚钠盐
1131/015 Ⅰ '23234-97-1 Pentachlorophenyl N-[[(4-methoxyphenyl)methoxy]carbonyl]-ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Pentachlorophenyl N-[[(4-methoxyphenyl)methoxy]carbonyl]-五氯苯 N - [[（4-甲氧基苯基）甲氧基]羰基] -L-丝氨酸
1131/016 Ⅰ '13673-54-6 Perchlorophenyl S-benzyl-N-(benzyloxycarbonyl)-L-cysteinaぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Perchlorophenyl S-benzyl-N-(benzyloxycarbonyl)-L-cysteina氯苯 S-苄基-N-（苄氧羰基）-L-半胱氨酸
1131/017 Ⅰ '13673-53-5 Perchlorophenyl N-(benzyloxycarbonyl)-L-isoleucinate ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Perchlorophenyl N-(benzyloxycarbonyl)-L-isoleucinate 氯苯 N-（苄氧羰基）-L-异亮氨酸
1131/018 Ⅰ '13673-51-3 N2-benzyl pentachlorophenyl N2-carboxy-L-(2-aminoglutara ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル N2-benzyl pentachlorophenyl N2-carboxy-L-(2-aminoglutara N2-苄基五氯苯N2羧基-1-（2-氨基谷氨酸）
1131/019 Ⅰ '10443-46-6 Pentachlorophenyl oleate ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Pentachlorophenyl oleate 五氯苯油酸
1131/020 Ⅰ '7778-73-6 Potassium pentachlorophenolate ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Potassium pentachlorophenate (Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro五氯酚钾
1131/021 Ⅰ '7497-08-7 Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-, 1,1'-carbonate ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Phenol, 2,3,4,5,6-pentachloro-, 1,1'-carbonate 苯酚,2,3,4,5,6-五氯,1,1'-碳酸
1131/022 Ⅰ '5902-76-1 Methyl(pentachlorophenolato)mercury ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Methyl(pentachlorophenolato)mercury 甲基（五氯苯酚）汞
1131/023 Ⅰ '3772-94-9 ペンタクロロフェニルラウレート／ペンタクロロフェノール ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Pentachlorophenyl laurate 月桂酸五氯苯酯／五氯联苯
1131/024 Ⅰ '2917-32-0 Zinc bis(pentachlorophenolate) ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Zinc bis(pentachlorophenolate) 双（五氯酚）锌
1131/025 Ⅰ '2917-31-9 銅(II)ビス(ペンタクロロフェノラート) ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Pentachlorophenol copper salt 双(五氯苯酚)銅(II)
1131/026 Ⅰ '131-52-2 ペンタクロロフェノールナトリウム ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル Sodium pentachlorophenolate; Pentachlorophenol, sodium salt五氯酚钠
1131/027 Ⅰ '87-76-3 トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート ぺンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, salt with pentachloro三甲基鲸蜡铵五氯苯酚盐
1132/001 Ⅰ '63981-28-2 ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの。） ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの。） chlorinated paraffin (carbon number is 10-13) 短链氯化石蜡（炭元素10～13)

1132/002 Ⅰ '219697-10-6 ヘプタクロロウンデカン ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの。） chlorinated paraffin (carbon number is 10-14) 短链氯化石蜡（炭元素10～14)

1132/003 Ⅰ '219697-11-7 ノナクロロウンデカン ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの。） chlorinated paraffin (carbon number is 10-15) 短链氯化石蜡（炭元素10～15)

1132/004 Ⅰ '221174-07-8 １，２，１０，１１，？，？，？，？－オクタクロロウンデカン ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの。） chlorinated paraffin (carbon number is 10-16) 短链氯化石蜡（炭元素10～16)

1132/005 Ⅰ '276673-33-7 デカクロロウンデカン ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの。） chlorinated paraffin (carbon number is 10-17) 短链氯化石蜡（炭元素10～17)

1132/006 Ⅰ '601523-20-0 １，１，１，３，６，７，１０，１１－オクタクロロウンデカン ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの。） chlorinated paraffin (carbon number is 10-18) 短链氯化石蜡（炭元素10～18)

1132/007 Ⅰ '601523-25-5 １，１，１，３，９，１１，１１，１１－オクタクロロウンデカン ポリ塩化直鎖パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの。） chlorinated paraffin (carbon number is 10-19) 短链氯化石蜡（炭元素10～19)

'1301 Ⅰ '12185-10-3 黄りんマッチ 黄りん Tetraphosphorus 磷
'1302 Ⅰ '92-87-5 ベンジジン ベンジジン及びその塩 Benzidine 联苯胺; 对二氨基联苯; 4,4'-二氨基联苯
'1303 Ⅰ '92-67-1 ビフェニル－４－イルアミン ４－アミノジフェニル及びその塩 Biphenyl-4-ylamine 4-氨基联苯; 对氨基联苯
'1305 Ⅰ '92-93-3 ４－ニトロジフェニル ４－ニトロジフェニル及びその塩 4-nitrobiphenyl 4-硝基联苯; 对硝基联苯
'1306 Ⅰ '542-88-1 ビス（クロロメチル）エーテル ビス（クロロメチル）エーテル Oxybis[chloromethane] 双氯甲醚; 二氯二甲醚; 对称二氯二甲醚
'1307 Ⅰ '91-59-8 ２－ナフチルアミン ベータ－ナフチルアミン及びその塩 2-Naphthylamine 2-萘胺; β-萘胺; β-氨基萘
'1702 Ⅰ '354-56-3 １，１，１，２，２－ペンタクロロ－２－フルオロエタン ペンタクロロフルオロエタン(別名ＣＦＣ－１１１) 1,1,1,2,2-Pentachloro-2-fluoroethane 一氟五氯乙烷
'1704 Ⅰ ' ヘプタクロロフルオロプロパン ヘプタクロロフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１１) C3FCl7 七氯一氟丙烷
'1705/000 Ⅰ ' ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１２) ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１２) 1,1,1,3,3,3-Hexachloro-2,2-difluoropropane 六氯二氟丙烷 （別名：CＦC-212)

'1705/001 Ⅰ '3182-26-1
１，１，１，３，３，３－ヘキサクロロ－２，２－ジフルオロプロパ
ン

ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１２) 1,1,1,3,3,3-Hexachloro-2,2-difluoropropane 1,1,1,3,3,3-六氯-2,2-二氟丙烷

'1706 Ⅰ '134237-31-3 ペンタクロロ（トリフルオロ）プロパン ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１３) Pentachloro(trifluoro)propane 五氯三氟丙烷
'1707 Ⅰ '29255-31-0 テトラクロロ（テトラフルオロ）プロパン テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１４) Tetrachloro(tetrafluoro)propane 四氯四氟丙烷; CFC-214
'1708/000 Ⅰ ' トリクロロペンタフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１５) トリクロロペンタフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１５) 1,2,2-Trichloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane 三氯五氟丙烷 （別名：CＦC-215)

'1708/001 Ⅰ '1599-41-3
１，２，２－トリクロロ－１，１，３，３，３－ペンタフルオロプロパ
ン

トリクロロペンタフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１５) 1,2,2-Trichloro-1,1,3,3,3-pentafluoropropane 三氯五氟丙烷; CFC-215

'1709/000 Ⅰ ' ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１６) ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１６) CFC-216 二氯六氟丙烷 （別名：CＦC-216)

'1709/001 Ⅰ '661-97-2
１，２－ジクロロ－１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロパ
ン

ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１６)
Dichlorohexafluoropropane (CFC 216)  1,2-Dichloro-
1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane

1,2-二氯-1,1,2,3,3,3-六氟丙烷

'1709/002 Ⅰ '42560-98-5 ジクロロ（ヘキサフルオロ）プロパン ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１６) Dichloro(hexafluoro)propane 二氯（六氟）丙烷
'1710 Ⅰ ' クロロヘプタフルオロプロパン クロロヘプタフルオロプロパン(別名ＣＦＣ－２１７) C3F7Cl 一氯七氟丙烷
'2003 Ⅰ '593-70-4 クロロ（フルオロ）メタン クロロフルオロメタン(別名ＨＣＦＣ－３１) Chloro(fluoro)methane 氯氟甲烷
'2004/000 Ⅰ ' テトラクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２１) テトラクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２１) HCFC-121 四氯一氟乙烷 （別名：HCＦC-121)
'2004/001 Ⅰ '354-11-0 １，１，１，２－テトラクロロ－２－フルオロエタン テトラクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２１) 1,1,1,2-tetrachloro-2-fluoroethane (HCFC 121a) 1,1,1,2-四氯-2-氟乙烷
'2004/002 Ⅰ '354-14-3 １，１，２，２－テトラクロロ－１－フルオロエタン テトラクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２１) 1,1,2,2-tetrachloro-1-fluoroethane 1,1,2,2-四氯-1-氟乙烷
'2004/003 Ⅰ '134237-32-4 １，１，２，２－テトラクロロ－１－フルオロエタン テトラクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２１) Tetrachlorofluoroethane (HCFC 121) 四氯氟乙烷
'2005/000 Ⅰ ' トリクロロジフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２２) トリクロロジフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２２) 1,1,2-Trichloro-1,2-difluoroethane 三氯二氟乙烷 （別名：HCＦC-122)
'2005/001 Ⅰ '354-15-4 １，１，２－トリクロロ－１，２－ジフルオロエタン トリクロロジフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２２) 1,1,2-Trichloro-1,2-difluoroethane 1,1,2-三氯-1,2-二氟乙烷
'2006/000 Ⅰ ' ジクロロトリフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２３) ジクロロトリフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２３) HCFC-123 二氯三氟乙烷 （別名：HCＦC-123)
'2006/002 Ⅰ '354-23-4 １，２－ジクロロ－１，１，２－トリフルオロエタン ジクロロトリフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２３) 1,2-dichloro-1,1,2-trifluroethane (HCFC-123a) 1,2-二氯-1,1,2-三氟乙烷
'2006/003 Ⅰ '34077-87-7 ジクロロ（トリフルオロ）エタン ジクロロトリフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２３) Dichlorotrifluoroethane(HCFC 123) 二氯三氟乙烷
'2006/004 Ⅰ '134237-33-5 １，２，２－トリクロロ－１，１－ジフルオロエタン ジクロロトリフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２３) 1,2,2-Trichloro-1,1-difluoroethane 1,2,2-三氯-1,1-二氟乙烷
'2007/000 Ⅰ ' クロロテトラフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２４) クロロテトラフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２４) HCFC-124 四氟氯乙烷 （別名：HCＦC-124)
'2007/001 Ⅰ '354-25-6 １－クロロ－１，１，２，２－テトラフルオロエタン クロロテトラフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２４) 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane (HCFC 124a) 1-氯-1,1,2,2-四氟乙烷
'2007/003 Ⅰ '63938-10-3 クロロ（テトラフルオロ）エタン クロロテトラフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１２４) Chlorotetrafluoroethane (HCFC 124) 氯四氟乙烷
'2008/000 Ⅰ ' トリクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１３１) トリクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１３１) HCFC-131 一氟三氯乙烷 （別名：HCＦC-131)

'2008/001 Ⅰ '811-95-0 １，１，２－トリクロロ－１－フルオロエタン トリクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１３１)
1,1,1-trichloro-2-fluoroethane (HCFC131b)  Ethane, 1,1,2-
trichloro-1-fluoro-

1,1,2-三氯-1-氟乙烷

'2008/002 Ⅰ '27154-33-2 トリクロロ（フルオロ）エタン トリクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１３１) Trichlorofluoroethane (HCFC 131) 三氯氟乙烷
'2008/003 Ⅰ '134237-34-6 １，１，２－トリクロロ－２－フルオロエタン トリクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１３１) Trichlorofluoroethane (HCFC 131) 三氯氟乙烷
'2009 Ⅰ '25915-78-0 ジクロロ（ジフルオロ）エタン ジクロロジフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１３２) Dichloro(difluoro)ethane 二氯二氟乙烷
'2011/000 Ⅰ ' ジクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１４１) ジクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１４１) HCFC-141 二氯一氯乙烷 （別名：HCＦC-141)
'2011/001 Ⅰ '430-57-9 １，２－ジクロロ－１－フルオロエタン ジクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１４１) 1,2-dichloro-1-fluoroethane 1,2-二氯-1-氟乙烷
'2011/003 Ⅰ '25167-88-8 ジクロロ（フルオロ）エタン ジクロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１４１) Dichlorofluoroethane(HCFC 141) 二氯氟乙烷
'2012/000 Ⅰ ' クロロジフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１４２) クロロジフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１４２) HCFC-142 二氟一氯乙烷 （別名：HCＦC-142)
'2012/002 Ⅰ '338-64-7 １－クロロ－１，２－ジフルオロエタン クロロジフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１４２) Ethane, 1-chloro-1,2-difluoro- 1-氯-1,2-二氟乙烷
'2012/003 Ⅰ '25497-29-4 クロロ（ジフルオロ）エタン クロロジフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１４２) Chlorodifluoroethane (HCFC 142) 氯二氟乙烷
'2013/000 Ⅰ ' クロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１５１) クロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１５１) HCFC-151 一氟一氯乙烷乙烷 （別名：HCＦC-151)
'2013/001 Ⅰ '762-50-5 １－クロロ－２－フルオロエタン クロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１５１) 1-Chloro-2-fluoroethane (HCFC-151) 一氟一氯乙烷乙烷 （別名：HCＦC-151)
'2013/002 Ⅰ '1615-75-4 １－クロロ－１－フルオロエタン クロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１５１) 1-Chloro-1-fluoroethane (HCFC-151) 氯氟乙烷; 1-氯-1-氟乙烷
'2013/003 Ⅰ '110587-14-9 クロロ（フルオロ）エタン クロロフルオロエタン(別名ＨＣＦＣ－１５１) HCFC-151  chlorofluoroethane 氯氟乙烷
'2014 Ⅰ '134237-35-7 ヘキサクロロ（フルオロ）プロパン ヘキサクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２１) Hexachloro(fluoro)propane 六氯氟丙烷
'2015 Ⅰ '134237-36-8 ペンタクロロ（ジフルオロ）プロパン ペンタクロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２２) Pentachloro(difluoro)propane 五氯二氟丙烷
'2016 Ⅰ '134237-37-9 １，１，３，３－テトラクロロ－１，２，２－トリフルオロプロパン テトラクロロトリフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２３) 1,1,3,3-Tetrachloro-1,2,2-trifluoropropane 四氯三氟丙烷
'2017/000 Ⅰ ' トリクロロテトラフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２４) トリクロロテトラフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２４) HCFC-224 三氯四氟丙烷 （別名：HCＦC-224)
'2017/001 Ⅰ '127564-91-4 トリクロロ（テトラフルオロ）プロパン トリクロロテトラフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２４) Trichlorotetrafluoropropane 三氯四氟丙烷 （別名：HCＦC-224)
'2017/002 Ⅰ '134237-38-0 １，３，３－トリクロロ－１，１，２，２－テトラフルオロプロパン トリクロロテトラフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２４) Trichlorotetrafluoropropane (HCFC 224) 三氯四氟丙烷
'2019/000 Ⅰ ' クロロヘキサフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２６) クロロヘキサフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２６) HCFC-225 一氯六氟丙烷 （別名：HCＦC-226)
'2019/001 Ⅰ '422-55-9 １－クロロ－１，１，２，２，３，３－ヘキサフルオロプロパン クロロヘキサフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２６) 1-Chloro-1,1,2,2,3,3-hexafluoropropane 1-氯-1,1,2,2,3,3-六氟丙烷
'2019/002 Ⅰ '422-57-1 ３－クロロ－１，１，１，２，２，３－ヘキサフルオロプロパン クロロヘキサフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２６) 3-Chloro-1,1,1,2,2,3-hexafluoropropane 3-氯-1,1,1,2,2,3-六氟丙烷
'2019/003 Ⅰ '134308-72-8 ２－クロロ－１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン クロロヘキサフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２６) Chlorohexafluoropropane (HCFC 226) 氯六氟丙烷
'2020 Ⅰ '134190-48-0 ペンタクロロ（フルオロ）プロパン ペンタクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２３１) Pentachloro(fluoro)propane 五氯二氟丙烷
'2021/000 Ⅰ ' テトラクロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２３２) テトラクロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２３２) HCFC-232 二氟四氯丙烷 （別名：HCＦC-232)
'2021/001 Ⅰ '127564-82-3 テトラクロロ（ジフルオロ）プロパン テトラクロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２３２) Tetrachlorodifluoropropane 二氟四氯丙烷 （別名：HCＦC-232)
'2021/002 Ⅰ '134237-39-1 テトラクロロ（ジフルオロ）プロパン テトラクロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２３２) Tetrachlorodifluoropropane (HCFC 232) 四氯二氟丙烷
'2022 Ⅰ '134237-40-4 トリクロロ（トリフルオロ）プロパン トリクロロトリフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２３３) Trichloro(trifluoro)propane 三氯三氟丙烷
'2023 Ⅰ '127564-83-4 ジクロロ（テトラフルオロ）プロパン ジクロロテトラフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２３４) Dichloro(tetrafluoro)propane 二氯四氟丙烷
'2024 Ⅰ '134237-41-5 クロロ（ペンタフルオロ）プロパン クロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２３５) Chloro(pentafluoro)propane 氯五氟丙烷
'2025 Ⅰ '134190-49-1 テトラクロロ（フルオロ）プロパン テトラクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２４１) Tetrachloro(fluoro)propane 四氯氟丙烷
'2026/000 Ⅰ ' トリクロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２４２) トリクロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２４２) HCFC-242 二氟三氯丙烷 （別名：HCＦC-242)

'2026/001 Ⅰ '127564-90-3 トリクロロ（ジフルオロ）プロパン トリクロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２４２) Trichloro(difluoro)propane 二氟三氯丙烷 （別名：HCＦC-242)
'2026/002 Ⅰ '134237-42-6 トリクロロ（ジフルオロ）プロパン トリクロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２４２) Trichloro(difluoro)propane 三氯二氟丙烷
'2027 Ⅰ '134237-43-7 ジクロロ（トリフルオロ）プロパン ジクロロトリフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２４３) Dichloro(trifluoro)propane 二氯三氟丙烷
'2028 Ⅰ '134190-50-4 クロロ（テトラフルオロ）プロパン クロロテトラフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２４４) Chloro(tetrafluoro)propane 氯四氟丙烷
'2029/000 Ⅰ ' トリクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２５１) トリクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２５１) HCFC-251 一氟三氯丙烷 （別名：HCＦC-251)
'2029/001 Ⅰ '818-99-5 １，１，３－トリクロロ－１－フルオロプロパン トリクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２５１) 1,1,3-Trichloro-1-fluoropropane 1,1,3-三氯-1-氟丙烷
'2029/002 Ⅰ '134190-51-5 トリクロロ（フルオロ）プロパン トリクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２５１) Trichloro(fluoro)propane 三氯氟丙烷
'2030 Ⅰ '134190-52-6 ジクロロ（ジフルオロ）プロパン ジクロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２５２) Dichloro(difluoro)propane 二氯二氟丙烷
'2031 Ⅰ '134237-44-8 クロロ（トリフルオロ）プロパン クロロトリフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２５３) Chloro(trifluoro)propane 氯三氟丙烷
'2032/000 Ⅰ ' ジクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２６１) ジクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２６１) HCFC-261 一氟一氯丙烷 （別名：HCＦC-261)
'2032/001 Ⅰ '7799-56-6 １，１－ジクロロ－１－フルオロプロパン ジクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２６１) 1,1-dichloro-1-fluoropropane 1,1-二氯-1-氟丙烷
'2032/002 Ⅰ '134237-45-9 ジクロロ（フルオロ）プロパン ジクロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２６１) Dichlorofluoropropane (HCFC 261) 二氯氟丙烷
'2033/000 Ⅰ ' クロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２６２) クロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２６２) HCFC-262 二氟一氯丙烷 （別名：HCＦC-262)
'2033/001 Ⅰ '102738-79-4 ２－クロロ－１，３－ジフルオロプロパン クロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２６２) 2-chloro-1,3-difluoropropane 2-氯-1,3-二氟丙烷
'2033/002 Ⅰ '134190-53-7 クロロ（ジフルオロ）プロパン クロロジフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２６２) Chlorodifluoropropane (HCFC 262) 氯二氟丙烷
'2034 Ⅰ '134190-54-8 クロロ（フルオロ）プロパン クロロフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２７１) Chloro(fluoro)propane 氯氟丙烷
'2101 Ⅰ '1868-53-7 ジブロモ（フルオロ）メタン ジブロモフルオロメタン Dibromo(fluoro)methane 二溴氟甲烷
'2102 Ⅰ '1511-62-2 ブロモ（ジフルオロ）メタン ブロモジフルオロメタン(別名ＨＢＦＣ－２２Ｂ１) Bromo(difluoro)methane 溴二氟甲烷
'2103 Ⅰ '373-52-4 ブロモ（フルオロ）メタン ブロモフルオロメタン Bromo(fluoro)methane 一氟一溴甲烷
'2104 Ⅰ ' テトラブロモフルオロエタン テトラブロモフルオロエタン C2HFBr4 四溴一氟乙烷
'2105 Ⅰ ' トリブロモジフルオロエタン トリブロモジフルオロエタン C2HF2Br3 三溴二氟乙烷
'2106 Ⅰ ' ジブロモトリフルオロエタン ジブロモトリフルオロエタン C2HF3Br2 二溴三氟乙烷
'2107/000 Ⅰ ' ブロモテトラフルオロエタン ブロモテトラフルオロエタン 2-Bromo-1,1,1,2-tetrafluoroethane 一溴四氟乙烷
'2107/001 Ⅰ '124-72-1 ２－ブロモ－１，１，１，２－テトラフルオロエタン ブロモテトラフルオロエタン 2-Bromo-1,1,1,2-tetrafluoroethane 2-溴-1,1,1,2-四氟乙烷
'2108 Ⅰ ' トリブロモフルオロエタン トリブロモフルオロエタン C2H2FBr3 三溴一氟乙烷
'2109 Ⅰ ' ジブロモジフルオロエタン ジブロモジフルオロエタン C2H2F2Br2 二溴二氟乙烷
'2110/000 Ⅰ ' ブロモトリフルオロエタン ブロモトリフルオロエタン 2-Bromo-1,1,1-trifluoroethane 一溴三氟乙烷
'2110/001 Ⅰ '421-06-7 ２－ブロモ－１，１，１－トリフルオロエタン ブロモトリフルオロエタン 2-Bromo-1,1,1-trifluoroethane 1-溴-2,2,2-三氟乙烷
'2111/000 Ⅰ ' ジブロモフルオロエタン ジブロモフルオロエタン 1,2-Dibromo-1-fluoroethane 二溴一氟乙烷
'2111/001 Ⅰ '358-97-4 １，２－ジブロモ－１－フルオロエタン ジブロモフルオロエタン 1,2-Dibromo-1-fluoroethane 1,2-二溴-1-氟乙烷
'2112/000 Ⅰ ' ブロモジフルオロエタン ブロモジフルオロエタン 2-Bromo-1,1-difluoroethane 一溴二氟乙烷
'2112/001 Ⅰ '359-07-9 ２－ブロモ－１，１－ジフルオロエタン ブロモジフルオロエタン 2-Bromo-1,1-difluoroethane 2-溴-1,1-二氟乙烷
'2113/000 Ⅰ ' ブロモフルオロエタン ブロモフルオロエタン 1-Bromo-2-fluoroethane 一溴一氟乙烷
'2113/001 Ⅰ '762-49-2 １－ブロモ－２－フルオロエタン ブロモフルオロエタン 1-Bromo-2-fluoroethane 1-溴-2-氟乙烷

（8／35）



当社管理番号
Classification No.
管理号码

管理レベル
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CAS番号
CAS No.
CAS号码
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中国語名
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'2114 Ⅰ ' ヘキサブロモフルオロプロパン ヘキサブロモフルオロプロパン C3HFBr6 六溴一氟丙烷
'2115 Ⅰ ' ペンタブロモジフルオロプロパン ペンタブロモジフルオロプロパン C3HF2Br5 五氟一溴丙烷
'2116 Ⅰ ' テトラブロモトリフルオロプロパン テトラブロモトリフルオロプロパン C3HF3Br4 四溴三氟丙烷
'2117 Ⅰ ' トリブロモテトラフルオロプロパン トリブロモテトラフルオロプロパン C3HF4Br3 三溴四氟丙烷
'2118 Ⅰ ' ジブロモペンタフルオロプロパン ジブロモペンタフルオロプロパン C3HF5Br2 二溴五氟丙烷
'2119/000 Ⅰ ' ブロモヘキサフルオロプロパン ブロモヘキサフルオロプロパン 1-Bromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane 一溴六氟丙烷
'2119/001 Ⅰ '2252-78-0 １－ブロモ－１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン ブロモヘキサフルオロプロパン 1-Bromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane 1-溴-1,1,2,3,3,3-六氟丙烷
'2120 Ⅰ ' ペンタブロモフルオロプロパン ペンタブロモフルオロプロパン C3H2FBr5 五溴一氟丙烷
'2121 Ⅰ ' テトラブロモジフルオロプロパン テトラブロモジフルオロプロパン C3H2F2Br4 四溴二氟丙烷
'2122 Ⅰ ' トリブロモトリフルオロプロパン トリブロモトリフルオロプロパン C3H2F3Br3 三溴三氟丙烷
'2123 Ⅰ ' ジブロモテトラフルオロプロパン ジブロモテトラフルオロプロパン C3H2F4Br2 二溴四氟丙烷
'2124 Ⅰ ' ブロモペンタフルオロプロパン ブロモペンタフルオロプロパン C3H2F5Br 一溴五氟丙烷
'2125 Ⅰ ' テトラブロモフルオロプロパン テトラブロモフルオロプロパン C3H3FBr4 四溴一氟丙烷
'2126 Ⅰ ' トリブロモジフルオロプロパン トリブロモジフルオロプロパン C3H3F2Br3 三溴二氟丙烷
'2127 Ⅰ ' ジブロモトリフルオロプロパン ジブロモトリフルオロプロパン C3H3F3Br2 二溴三氟丙烷
'2128 Ⅰ ' ブロモテトラフルオロプロパン ブロモテトラフルオロプロパン C3H3F4Br 一溴四氟丙烷
'2129 Ⅰ ' トリブロモフルオロプロパン トリブロモフルオロプロパン C3H4FBr3 三溴氟丙烷
'2130 Ⅰ ' ジブロモジフルオロプロパン ジブロモジフルオロプロパン C3H4F2Br2 二溴二氟丙烷
'2131 Ⅰ ' ブロモトリフルオロプロパン ブロモトリフルオロプロパン C3H4F3Br 一溴三氟丙烷
'2132 Ⅰ ' ジブロモフルオロプロパン ジブロモフルオロプロパン C3H5FBr2 二溴氟丙烷
'2133 Ⅰ ' ブロモジフルオロプロパン ブロモジフルオロプロパン C3H5F2Br 一溴二氟丙烷
'2134 Ⅰ ' ブロモフルオロプロパン ブロモフルオロプロパン C3H6FBr 一溴一氟丙烷
'2201 Ⅰ '74-97-5 ブロモ（クロロ）メタン ブロモクロロメタン Bromo(chloro)methane 溴氯甲烷; 氯溴甲烷; 亚甲基溴氯; 氯溴次甲基
'2415/000 Ⅰ ' １，２－ジクロロエチレン １，２－ジクロロエチレン 1,2-dichloroethylene 1,2-二氯乙烯
'2415/001 Ⅰ '156-60-5 ｔｒａｎｓ－１，２－ジクロロエチレン １，２－ジクロロエチレン Ethylene, 1,2-dichloro-, (1E)- 反-1,2-二氯乙烯
'2415/002 Ⅰ '540-59-0 １，２－ジクロロエチレン １，２－ジクロロエチレン 1,2-dichloroethylene 1,2-二氯乙烯
- (※1) Ⅰ '335-67-1 ぺルフルオロオクタン酸 PFOA Pentadecafluorooctanoic acid Pentadecafluorooctanoic acid

- (※1) Ⅰ '1882109-81-0
2,2,3,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロ-3,4- ビス(トリフルオロメチルヘ
キサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,2,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,4-b is(trifluoromethyl)-

Hexanoic acid,
2,2,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,4-b is(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-80-9
2,3,3,4,4,5,6,6,6-ノナフルオロ-2,5- ビス(トリフルオロメチルヘ
キサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,3,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-2,5-b is(trifluoromethyl)-

Hexanoic acid,
2,3,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-2,5-b is(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-79-6
2,2,3,3,4,5,5,6,6,6-デカフルオロ-4- (1,1,2,2,2-ペンタフルオロ
エチルヘキサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,2,3,3,4,5,5,6,6,6-decafluoro-4-(1
,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-

Hexanoic acid,
2,2,3,3,4,5,5,6,6,6-decafluoro-4-(1
,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-78-5
2,2,3,4,4,5,5,6,6,6-デカフルオロ-3-(1,1,2,2,2-ペンタフルオロ
エチルヘキサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,2,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-

Hexanoic acid,
2,2,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-3-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-77-4
2,3,3,4,4,5,5,5-オクタフルオロ-2- (1,1,2,2,3,3,3-ヘプタフルオ
ロプロピルペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,3,3,4,4,5,5,5-octafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-
heptafluoropropyl)-

Pentanoic acid,
2,3,3,4,4,5,5,5-octafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-
heptafluoropropyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-76-3
2,3,3,4,4,5,5,5-オクタフルオロ-2- [1,2,2,2-テトラフルオロ-1-
(トリフルオロメチル)エチルペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,3,3,4,4,5,5,5-octafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-
(trifluoromethyl)e thyl]-

Pentanoic acid,
2,3,3,4,4,5,5,5-octafluoro-2-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-
(trifluoromethyl)e thyl]-

- (※1) Ⅰ '1882109-75-2
2,2,3,5,5,5-ヘキサフルオロ-3,4,4- トリス(トリフルオロメチル
ペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,2,3,5,5,5-hexafluoro-3,4,4-tris(t rifluoromethyl)-

Pentanoic acid,
2,2,3,5,5,5-hexafluoro-3,4,4-tris(t rifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-74-1
2,2,4,5,5,5-ヘキサフルオロ-3,3,4-トリス(トリフルオロメチルペ
ンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,2,4,5,5,5-hexafluoro-3,3,4-tris(t rifluoromethyl)-

Pentanoic acid,
2,2,4,5,5,5-hexafluoro-3,3,4-tris(t rifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-73-0
2,3,3,5,5,5-ヘキサフルオロ-2,4,4- トリス(トリフルオロメチル
ペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,3,3,5,5,5-hexafluoro-2,4,4-tris(t rifluoromethyl)-

Pentanoic acid,
2,3,3,5,5,5-hexafluoro-2,4,4-tris(t rifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-72-9
2,3,4,5,5,5-ヘキサフルオロ-2,3,4- トリス(トリフルオロメチル
ペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,3,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,4-tris(t rifluoromethyl)-

Pentanoic acid,
2,3,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,4-tris(t rifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-71-8
2,4,4,5,5,5-ヘキサフルオロ-2,3,3-トリス(トリフルオロメチルペ
ンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,3-tris(t rifluoromethyl)-

Pentanoic acid,
2,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,3,3-tris(t rifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-70-7
3,3,4,5,5,5-ヘキサフルオロ-2,2,4-トリス(トリフルオロメチルペ
ンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
3,3,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,4-tris(t rifluoromethyl)-

Pentanoic acid,
3,3,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,4-tris(t rifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-69-4
3,4,4,5,5,5-ヘキサフルオロ-2,2,3-(トリフルオロメチルペンタ
ン酸

PFOA
Pentanoic acid, 3,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,3-
(trifluoromethyl)-

Pentanoic acid, 3,4,4,5,5,5-hexafluoro-2,2,3-
(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-68-3
2,2,3,4,5,5,5-ヘプタフルオロ-3-(1,1,2,2,2-ペンタフルオロエチ
ル)-4-(トリフルオロメチルペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,2,3,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-4-
(trifluoro methyl)-

Pentanoic acid,
2,2,3,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-4-
(trifluoro methyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-67-2
2,2,4,4,5,5,5-ヘプタフルオロ-3-(1,1,2,2,2-ペンタフルオロエチ
ル)-3-(トリフルオロメチルペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,2,4,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-3-
(trifluoro methyl)-

Pentanoic acid,
2,2,4,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-3-
(trifluoro methyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-66-1
2,3,4,4,5,5,5-ヘプタフルオロ-3-(1,1,2,2,2-ペンタフルオロエチ
ル)-2-(トリフルオロメチルペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-2-
(trifluoro methyl)-

Pentanoic acid,
2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-3-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-2-
(trifluoro methyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-65-0
2,3,3,4,5,5,5-ヘプタフルオロ-2-(1,1,2,2,2-ペンタフルオロエチ
ル)-4-(トリフルオロメチルペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,3,3,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-4-
(trifluoro methyl)-

Pentanoic acid,
2,3,3,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-4-
(trifluoro methyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-64-9
2,3,4,4,5,5,5-ヘプタフルオロ-2-(1,1,2,2,2-ペンタフルオロエチ
ル)-3-(トリフルオロメチルペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-3-
(trifluoro methyl)-

Pentanoic acid,
2,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-3-
(trifluoro methyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-63-8
3,3,4,4,5,5,5-ヘプタフルオロ-2-(1,1,2,2,2-ペンタフルオロエチ
ル)-2-(トリフルオロメチルペンタン酸

PFOA
Pentanoic acid,
3,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-2-
(trifluoro methyl)-

Pentanoic acid,
3,3,4,4,5,5,5-heptafluoro-2-(1,1,2, 2,2-pentafluoroethyl)-2-
(trifluoro methyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-62-7
4,4,4-トリフルオロ-2,2,3,3-テトラキス(トリフルオロメチル)ブタ
ン酸

PFOA
Butanoic acid,
4,4,4-trifluoro-2,2,3,3-tetrakis(tri fluoromethyl)-

Butanoic acid,
4,4,4-trifluoro-2,2,3,3-tetrakis(tri fluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-61-6
2,3,4,4,4-ペンタフルオロ-2-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフ
ルオロメチル)エチル]-3-(トリフルオロメチル)ブタン酸

PFOA

Butanoic acid,
2,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2-te trafluoro-1-
(trifluoromethyl)ethyl
]-3-(trifluoromethyl)-

Butanoic acid,
2,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2-te trafluoro-1-
(trifluoromethyl)ethyl
]-3-(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-60-5
2,3,3,4,4,4-ヘキサフルオロ-2-[2,2,2-トリフルオロ-1,1-ビス(ト
リフルオロメチル)エチル]ブタン酸

PFOA
Butanoic acid,
2,3,3,4,4,4-hexafluoro-2-[2,2,2-tri fluoro-1,1-
bis(trifluoromethyl)eth yl]-

Butanoic acid,
2,3,3,4,4,4-hexafluoro-2-[2,2,2-tri fluoro-1,1-
bis(trifluoromethyl)eth yl]-

- (※1) Ⅰ '1882109-59-2
3,3,4,4,4-ペンタフルオロ-2-[1,2,2,2-テトラフルオロ-1-(トリフ
ルオロメチル)エチル]-2-(トリフルオロメチル)ブタン酸

PFOA
Butanoic acid,
3,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2-te trafluoro-1-
(trifluoromethyl)ethyl]-2-(trifluoromethyl)-

Butanoic acid,
3,3,4,4,4-pentafluoro-2-[1,2,2,2-te trafluoro-1-
(trifluoromethyl)ethyl]-2-(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1882109-58-1
3,3,4,4,4-ペンタフルオロ-2,2-ビス(1,1,2,2,2-ペンタフルオロエ
チル)ブタン酸

PFOA
Butanoic acid,
3,3,4,4,4-pentafluoro-2,2-bis(1,1, 2,2,2-pentafluoroethyl)-

Butanoic acid,
3,3,4,4,4-pentafluoro-2,2-bis(1,1, 2,2,2-pentafluoroethyl)-

- (※1) Ⅰ '1812247-20-3
2,2,4,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロ-3,3-ビス(トリフルオロメチル)ヘ
キサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,2,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,3-b is(trifluoromethyl)-

Hexanoic acid,
2,2,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-3,3-b is(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1812247-19-0
2,3,3,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロ-2,4-ビス(トリフルオロメチル)ヘ
キサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,3,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,4-b is(trifluoromethyl)-

Hexanoic acid,
2,3,3,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,4-b is(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1812247-18-9
2,3,4,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロ-2,3-ビス(トリフルオロメチル)ヘ
キサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,3-b is(trifluoromethyl)-

Hexanoic acid,
2,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,3-b is(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1812247-17-8
3,3,4,4,5,5,6,6,6-ノナフルオロ-2,2-ビス(トリフルオロメチル)ヘ
キサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,2-b is(trifluoromethyl)-

Hexanoic acid,
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluoro-2,2-b is(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1192593-79-5
2,2,3,3,5,5,6,6,6-ノナフルオロ-4,4-ビス(トリフルオロメチル)ヘ
キサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,2,3,3,5,5,6,6,6-nonafluoro-4,4-b is(trifluoromethyl)-

Hexanoic acid,
2,2,3,3,5,5,6,6,6-nonafluoro-4,4-b is(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1144512-36-6
2,2,3,3,4,5,6,6,6-ノナフルオロ-4,5-ビス(トリフルオロメチル)ヘ
キサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,2,3,3,4,5,6,6,6-nonafluoro-4,5-b is(trifluoromethyl)-

Hexanoic acid,
2,2,3,3,4,5,6,6,6-nonafluoro-4,5-b is(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1144512-35-5
2,2,3,4,4,5,6,6,6-ノナフルオロ-3,5-ビス(トリフルオロメチル)ヘ
キサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,2,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-3,5-b is(trifluoromethyl)-

Hexanoic acid,
2,2,3,4,4,5,6,6,6-nonafluoro-3,5-b is(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1144512-34-4
2,2,3,3,4,4,6,6,6-ノナフルオロ-5,5-ビス(トリフルオロメチル)ヘ
キサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,2,3,3,4,4,6,6,6-nonafluoro-5,5-b is(trifluoromethyl)-

Hexanoic acid,
2,2,3,3,4,4,6,6,6-nonafluoro-5,5-b is(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '1144512-18-4
2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,7,7-ドデカフルオロ-4-(トリフルオロメチル)
ヘプタン酸

PFOA
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluor o-4-
(trifluoromethyl)-

Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluor o-4-
(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '909009-42-3
2,2,3,3,4,4,5,6,6,7,7,7-ドデカフルオロ-5-(トリフルオロメチル)
ヘプタン酸

PFOA
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,6,6,7,7,7-dodecafluor o-5-
(trifluoromethyl)-

Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,6,6,7,7,7-dodecafluor o-5-
(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '705240-04-6
2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-ドデカフルオロ-3-(トリフルオロメチル)
ヘプタン酸

PFOA
Heptanoic acid, 2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluor o-3-
(trifluoromethyl)-

Heptanoic acid, 2,2,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluor o-3-
(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '207678-51-1
2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-ドデカフルオロ-2-(トリフルオロメチルヘ
プタン酸

PFOA
Heptanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluor o-2-
(trifluoromethyl)-

Heptanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-dodecafluor o-2-
(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '123116-17-6 ペンタデカフルオロイソオクタン酸 PFOA Isooctanoic acid, pentadecafluoro- Isooctanoic acid, pentadecafluoro-

- (※1) Ⅰ '35605-76-6
2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-デカフルオロ-2-(1,1,2,2,2-ペンタフルオロ
エチル)ヘキサン酸

PFOA
Hexanoic acid,
2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-

Hexanoic acid,
2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)-

- (※1) Ⅰ '15166-06-0
2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-ドデカフルオロ-6-(トリフルオロメチル)
ヘプタン酸

PFOA
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluor o-6-
(trifluoromethyl)-

Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluor o-6-
(trifluoromethyl)-

- (※1) Ⅰ '3825-26-1 ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム PFOA
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-penta-deca-fluoro-octanoic acid,
ammonium salt

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-penta-deca-fluoro-octanoic acid,
ammonium salt

- (※1) Ⅰ '335-95-5 ナトリウム=ペンタデカフルオロオクタノアート PFOA
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-penta-deca-fluoro-octanoic acid,
sodium salt

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-penta-deca-fluoro-octanoic acid,
sodium salt

- (※1) Ⅰ '2395-00-8 カリウム=ペンタデカフルオロオクタノアート PFOA
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-penta-deca-fluoro-octanoic acid,
potassium salt

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-penta-deca-fluoro-octanoic acid,
potassium salt

- (※1) Ⅰ '335-93-3 銀(1+)=ペンタデカフルオロオクタノアート PFOA
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-penta-deca-fluoro-octanoic acid,
silver salt

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-penta-deca-fluoro-octanoic acid,
silver salt

- (※1) Ⅰ '68141-02-6 トリス(ペンタデカフルオロオクタン酸)クロム(III) PFOA
Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-,
chromium(3+)

Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-,
chromium(3+)

- (※1) Ⅰ '98241-25-9
エタンアミニウム, N,N,N-トリエチル-, ペンタデカフルオロオク
タン酸 (1:1)との塩

PFOA
Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, salt with
pentadecafluorooctanoic acid (1:1)

Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, salt with
pentadecafluorooctanoic acid (1:1)

- (※1) Ⅰ '13058-06-5
2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-デカフルオロ-2-(1,1,2,2,2- ペンタフルオロ
エチル)ヘキサン酸 アンモニウム塩(1:1)

PFOA
Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-
pentafluoroethyl)-,ammonium salt (1:1)

Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-
pentafluoroethyl)-,ammonium salt (1:1)

- (※1) Ⅰ '1195164-59-0
2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-デカフルオロ-2-(1,1,2,2,2-ペンタフルオロ
エチル)ヘキサン酸 ナトリウム塩 (1:1)

PFOA
Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-
pentafluoroethyl)-, sodium salt (1:1)

Hexanoic acid, 2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-decafluoro-2-(1,1,2,2,2-
pentafluoroethyl)-, sodium salt (1:1)

- (※1) Ⅰ '19742-57-5
2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-ドデカフルオロ-6-(トリフルオロメチル)
ヘプタン酸, アンモニウム塩 (1:1)

PFOA
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)-, ammonium salt (1:1)

Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)-, ammonium salt (1:1)

- (※1) Ⅰ '61436-04-2
2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-ドデカフルオロ-6-(トリフルオロメチル)
ヘプタン酸 鉄塩 (1:x)

PFOA
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)-, iron salt (1:x)

Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)-, iron salt (1:x)

- (※1) Ⅰ '29457-73-6
2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-ドデカフルオロ-6-(トリフルオロメチル)
ヘプタン酸 カリウム塩(1:1)

PFOA
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)-, potassium salt (1:1)

Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)-, potassium salt (1:1)

- (※1) Ⅰ '18017-22-6
2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-ドデカフルオロ-6-(トリフルオロメチル)
ヘプタン酸 ナトリウム塩(1:1)

PFOA
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)- , sodium salt (1:1)

Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)- , sodium salt (1:1)

（9／35）
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- (※1) Ⅰ '15739-82-9
2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-ドデカフルオロ-6-(トリフルオロメチル)
ヘプタン酸 クロム塩(1:x)

PFOA
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)-, chromium salt (1:x)

Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)-, chromium salt (1:x)

- (※1) Ⅰ '15715-47-6
2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-ドデカフルオロ-6-(トリフルオロメチル)
ヘプタン酸 アルミニウム塩(3:1)

PFOA
Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)-, aluminum salt (3:1)

Heptanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,7-dodecafluoro-6-
(trifluoromethyl)-, aluminum salt (3:1)

- (※1) Ⅰ '- Poly[2-(perfluorooctyl) ethyl acrylate] PFOA Poly[2-(perfluorooctyl) ethyl acrylate] Poly[2-(perfluorooctyl) ethyl acrylate]

- (※1) Ⅰ '678-39-7 2-(ペルフルオロオクチル)エタノール PFOA
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,10-Heptadecafluorodecan- 1-ol

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,10-Heptadecafluorodecan- 1-ol

- (※1) Ⅰ '27905-45-9
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル=
アクリラｰト

PFOA
8:2 Fluorotelomer acrylate 8:2 Fluorotelomer acrylate

- (※1) Ⅰ '1996-88-9 2-(ペルフルオロオクチル)エチル=メタクリラｰト PFOA 8:2 Fluorotelomer methacrylate 8:2 Fluorotelomer methacrylate

- (※1) Ⅰ '57678-03-2
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシル=
二水素=ホスファｰト

PFOA
8:2 Fluorotelomer phosphate monoester 8:2 Fluorotelomer phosphate monoester

- (※1) Ⅰ '94200-45-0
リン酸ジアンモニウム2-ヒドロキシ-
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-ヘプタデカフルオロウン
デシル

PFOA
Diammonium 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadecafluoro-2- hydroxyundecyl phosphate

Diammonium 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-
heptadecafluoro-2- hydroxyundecyl phosphate

- (※1) Ⅰ '93857-44-4
二アンモニウム=3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカ
フルオロデカン-1-イル=ホスファｰト

PFOA
8:2 Fluorotelomer phosphate monoester ammonium salt 8:2 Fluorotelomer phosphate monoester ammonium salt

- (※1) Ⅰ '678-41-1
ビス(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデ
シル)=水素=ホスファｰト

PFOA
8:2 Fluorotelomer phosphate diester 8:2 Fluorotelomer phosphate diester

- (※1) Ⅰ '- 8:2 Fluorotelomer stearate monoester PFOA 8:2 Fluorotelomer stearate monoester 8:2 Fluorotelomer stearate monoester
- (※1) Ⅰ '- 8:2 Fluorotelomer sitrate triester PFOA 8:2 Fluorotelomer sitrate triester 8:2 Fluorotelomer sitrate triester

- (※1) Ⅰ '3102-79-2
ポリフッ化シラン; ペルフルオロデシルジクロロメチルシラン;
C8-PFSi

PFOA
Perfluorodecyldichloromethyl silane Perfluorodecyldichloromethyl silane

- (※1) Ⅰ '74612-30-9 ペルフルオロデシルジメチルクロロシラン PFOA Perfluorodecyldimethylchloro silane Perfluorodecyldimethylchloro silane

- (※1) Ⅰ '101947-16-4
トリエトキシ(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフル
オロデシル)シラン

PFOA
Perfluorooctylethyltriethoxy silane Perfluorooctylethyltriethoxy silane

- (※1) Ⅰ '78560-44-8
トリクロロ(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオ
ロデシル)シラン

PFOA
Perfluorodecyltrichlorosilane Perfluorodecyltrichlorosilane

- (※1) Ⅰ '83048-65-1
(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロデシ
ル)トリメトキシシラン

PFOA
Heptadecafluoro-1,1,2,2- tetrahydrodecyl) trimethoxy silane Heptadecafluoro-1,1,2,2- tetrahydrodecyl) trimethoxy silane

- (※1) Ⅰ '325459-92-5
トリス[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオ
ロデシル)フェニル]ホスフィン

PFOA
Tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
decyl)phenyl]phosphine

Tris[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
decyl)phenyl]phosphine

- (※1) Ⅰ '326475-46-1
ビス[トリス(4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフ
ルオロデシル)フェニル)ホスフィン]パラジウム(ii) 二塩化物

PFOA
bis[tris(4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
decyl)phenyl)phosphine] palladium(ii) dichloride

bis[tris(4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
decyl)phenyl)phosphine] palladium(ii) dichloride

- (※1) Ⅰ '21652-58-4
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロ-1-デセ
ン

PFOA
8:2 Fluorotelomer olefin
又は 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro- 1-decene

8:2 Fluorotelomer olefin
又は 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro- 1-decene

- (※1) Ⅰ '2043-53-0
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロ-10-ヨード
デカン

PFOA
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro- 10-iododecane 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Heptadecafluoro- 10-iododecane

- (※1) Ⅰ '70887-84-2
2-デセン酸, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘキサデカフル
オロ-

PFOA
2-Decenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hexadecafluoro- 2-Decenoic acid, 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-hexadecafluoro-

- (※1) Ⅰ '27854-31-5
デカン酸, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオ
ロ-

PFOA
Decanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,10-heptadecafluoro-

Decanoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,10-heptadecafluoro-

- (※1) Ⅰ '865-86-1
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-ヘンエイコサフ
ルオロドデカン-1-オール

PFOA
1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro dodecanol 1,1,2,2-Tetrahydroperfluoro dodecanol

- (※1) Ⅰ '17741-60-5
α-[2-(アクリロイルオキシ)エチル]-ω-フルオロペルフルオ
ロ(ポリ(2~7)エチレン)

PFOA
2-(Perfluorodecyl) ethyl acrylate 2-(Perfluorodecyl) ethyl acrylate

- (※1) Ⅰ '2144-54-9
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-ヘンイコサフル
オロドデシル=メタクリラｰト

PFOA
2-(Perfluorodecyl) ethyl methacrylate 2-(Perfluorodecyl) ethyl methacrylate

- (※1) Ⅰ '57678-05-4
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-1-
dodecanol, 1-(dihydrogen phosphate)

PFOA
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-1-
dodecanol, 1-(dihydrogen phosphate)

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosafluoro-1-
dodecanol, 1-(dihydrogen phosphate)

- (※1) Ⅰ '1895-26-7
bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10, 10,11,11,12,12,12-
heneicosafluoro-1-dodecanol), hydrogen phosphate

PFOA
bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10, 10,11,11,12,12,12-
heneicosafluoro-1-dodecanol), hydrogen phosphate

bis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9, 10, 10,11,11,12,12,12-
heneicosafluoro-1-dodecanol), hydrogen phosphate

- (※1) Ⅰ '30389-25-4
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-ヘニコサフルオ
ロ-1-ドデセン

PFOA
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosa fluoro-1-
dodecene

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-heneicosa fluoro-1-
dodecene

- (※1) Ⅰ '2043-54-1
1-ヨード-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-ヘニ
コサフルオロドデカン

PFOA
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosafluoro- 12-
iodododecan

1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosafluoro- 12-
iodododecan

- (※1) Ⅰ '70887-94-4
3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-icosafluorododec-2-
enoic acid

PFOA
3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-icosafluorododec-2-
enoic acid

3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-icosafluorododec-2-
enoic acid

- (※1) Ⅰ '53826-13-4
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-
henicosafluorododecanoic acid

PFOA
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-
henicosafluorododecanoic acid

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-
henicosafluorododecanoic acid

- (※1) Ⅰ '40143-79-1 ビス(ペルフルオロオクチル) ホスフィン酸; C8/C8-PFPIA PFOA Bis(perfluorooctyl) phosphinic acid Bis(perfluorooctyl) phosphinic acid
- (※1) Ⅰ '610800-34-5 ビス(ペルフルオロオクチル) ホスフィン酸; C6/C8-PFPIA PFOA Bis(perfluorooctyl) phosphinic acid Bis(perfluorooctyl) phosphinic acid

- (※1) Ⅰ '507-63-1
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-ヘプタデカフルオロ-8-ヨードオ
クタン

PFOA
Perfluorooctyl iodide Perfluorooctyl iodide

- (※1) Ⅰ '39186-68-0
N-(2-カルボキシラトエチル)-N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)-
3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロ-1-オキソ
オクチル)アミノ]-1-プロパンアミニウム

PFOA
2-carboxyethylbis (2-hydroxyethyl)-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino] propylammonium hydroxide

2-carboxyethylbis (2-hydroxyethyl)-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino] propylammonium hydroxide

- (※1) Ⅰ '41358-63-8
N-[3-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]プロピル]-
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロオクタンアミド

PFOA
N-[3-[bis(2-hydroxyethyl) amino]propyl]-
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanamide

N-[3-[bis(2-hydroxyethyl) amino]propyl]-
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanamide

- (※1) Ⅰ '24216-05-5
3,4-ビス(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロ-1-オ
キソオクチルアミノ)ベンゼンスルホニルクロリド

PFOA

3,4-bis[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-
oxooctyl)amino] benzenesulphonyl chloride
又は
3,4-Bis(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-
oxooctylamino) benzenesulfonyl chloride

3,4-bis[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-
oxooctyl)amino] benzenesulphonyl chloride
又は
3,4-Bis(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-
oxooctylamino) benzenesulfonyl chloride

- (※1) Ⅰ '53517-98-9
N-[3-(パｰフルオロオクタノイルアミド)プロピル]N,N,N-トリメ
チルアンモニウムクロライド

PFOA
1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-
[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]-,
chloride

1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-
[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]-,
chloride

- (※1) Ⅰ
'85938-56-3
EINECS 288-891-
4

N-(3-aminopropyl)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluorooctanamide PFOA

N-(3-aminopropyl)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluorooctanamide

N-(3-aminopropyl)-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluorooctanamide

- (※1) Ⅰ '89685-61-0
1-プロパンスルホン酸, 3-[エチル(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
ペンタデカフルオロ-1-オキソオクチル)アミノ] -, ナトリウム塩

PFOA
1-Propanesulfonic acid,
3-[ethyl (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- 1-
oxooctyl)amino]-, sodium salt

1-Propanesulfonic acid,
3-[ethyl (2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro- 1-
oxooctyl)amino]-, sodium salt

- (※1) Ⅰ '84029-60-7
ヘプタデカフルオロ-1-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデ
カフルオロオクチル)オキシ]ノネン

PFOA
heptadecafluoro-1- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluorooctyl)oxy] nonene

heptadecafluoro-1- [(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluorooctyl)oxy] nonene

- (※1) Ⅰ '335-66-0 ペンタデカフルオロオクタン酸フルオリド PFOA Pentadecafluoro-octanoyl fluoride Pentadecafluoro-octanoyl fluoride
- (※1) Ⅰ '376-27-2 ペンタデカフルオロオクタン酸メチル PFOA Pentadecafluoro-octanoic acid methyl ester Pentadecafluoro-octanoic acid methyl ester
- (※1) Ⅰ '3108-24-5 ペンタデカフルオロオクタン酸エチル PFOA Pentadecafluoro-octanoic acid ethyl ester Pentadecafluoro-octanoic acid ethyl ester
- (※1) Ⅰ '33496-48-9 ビス(ペンタデカフルオロオクタン酸)無水物 PFOA Pentadecafluorooctanoic anhydride Pentadecafluorooctanoic anhydride

- (※1) Ⅰ

'116984-14-6
17741-60-5
34362-49-7
4813-57-4
34395-24-9
65150-93-8

2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,12-heneicosa fluorododecyl ester, polymer
with 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate,
alpha-(2-methyl-1-1-oxo-2-2- propenyl)-omega-[(2-
methyl-1- oxo-2-propenyl)oxy]poly(oxy-1, 2-ethanediyl),
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,
15,16,16,16-nonacosafluoro hexadecyl 2-propenoate,
octadecyl 2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-
pentacosafluorotetradecyl 2-propenoate and
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,
15,16,16,17,17,18,18,18-
tritriacontafluorooctadecyl 2-propenoate

PFOA

2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,12-heneicosa fluorododecyl ester, polymer with
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate,
alpha-(2-methyl-1-1-oxo-2-2- propenyl)-omega-[(2-methyl-1- oxo-2-
propenyl)oxy]poly(oxy-1, 2-ethanediyl),
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,
15,16,16,16-nonacosafluoro hexadecyl 2-propenoate, octadecyl 2-
propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-
pentacosafluorotetradecyl 2-propenoate and
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,
15,16,16,17,17,18,18,18-
tritriacontafluorooctadecyl 2-propenoate

2-Propenoic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,12-heneicosa fluorododecyl ester, polymer with
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,10-heptadecafluorodecyl 2-propenoate,
alpha-(2-methyl-1-1-oxo-2-2- propenyl)-omega-[(2-methyl-1- oxo-2-
propenyl)oxy]poly(oxy-1, 2-ethanediyl),
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,
15,16,16,16-nonacosafluoro hexadecyl 2-propenoate, octadecyl 2-
propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-
pentacosafluorotetradecyl 2-propenoate and
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,
10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,
15,16,16,17,17,18,18,18-
tritriacontafluorooctadecyl 2-propenoate

- (※1) Ⅰ '68333-92-6 脂肪酸, C7-13, ペルフルオロ PFOA Fatty acids, C7-13, perfluoro Fatty acids, C7-13, perfluoro
- (※1) Ⅰ '69278-80-4 脂肪酸, C7-13, ペルフルオロ, エチルアミンとの化合物 PFOA Fatty acids, C7-13, perfluoro, compds. with ethylamine Fatty acids, C7-13, perfluoro, compds. with ethylamine
- (※1) Ⅰ '72623-77-9 脂肪酸, C6-18, ペルフルオロ, アンモニウム 塩 PFOA Fatty acids, C6-18, perfluoro, ammonium salts Fatty acids, C6-18, perfluoro, ammonium salts
- (※1) Ⅰ '72968-38-8 カルボン酸, C7-13, ペルフルオロ, アンモニウム 塩 PFOA Carboxylic acids, C7-13, perfluoro, ammonium salts Carboxylic acids, C7-13, perfluoro, ammonium salts

- (※1) Ⅰ '90480-57-2

オクタン酸, ペンタデカフルオロ-, 2,2'-[1,4-ブタンジイルビス
(オキシメチレン)]ビス[オキシラン]及び2,2'-[1,6-ヘキサンジ
イルビス(オキシメチレン)]ビス[オキシラン]との混合物エステ
ル

PFOA

Octanoic acid, pentadecafluoro-,
mixed esters with 2,2'-[1,4-
butanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane] and
2 2'-[1 6-Hexanediylbis (oxymethylene)]bis[oxirane]

Octanoic acid, pentadecafluoro-,
mixed esters with 2,2'-[1,4-
butanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane] and
2 2'-[1 6-Hexanediylbis (oxymethylene)]bis[oxirane]

- (※1) Ⅰ '91032-01-8 脂肪酸, C7-19, ペルフルオロ PFOA Fatty acids, C7-19, perfluoro Fatty acids, C7-19, perfluoro

- (※1) Ⅰ '90622-99-4
アミデス, C7-19, α-ω-ペルフルオロ-N,N-ビス(ヒドロキシ
エチル)

PFOA
Amides, C7-19,
alpha-omega-perfluoro-N,N- bis(hydroxyethyl)

Amides, C7-19,
alpha-omega-perfluoro-N,N- bis(hydroxyethyl)

- (※1) Ⅰ '95370-51-7
カルバミン酸, [2-(スルホチオ)エチル]-, C-(γ-ω-ペルフル
オロ-C6-9-アルキル) エステルス, 一ナトリウム 塩

PFOA
Carbamic acid,
[2-(sulfothio)ethyl]-,C-(gamma-omega-perfluoro- C6-9-alkyl)
esters, monosodium salts

Carbamic acid,
[2-(sulfothio)ethyl]-,C-(gamma-omega-perfluoro- C6-9-alkyl)
esters, monosodium salts

- (※1) Ⅰ '148240-85-1
1,3-プロパンジオール, 2,2-ビス(γ-ω-ペルフルオロ-C4-
10-アルキル)チオメチル 誘導体, リン酸, アンモニウム 塩

PFOA
1,3-Propanediol,2,2-bis(gamma-omega- perfluoro-C4-10-alkyl)thio
methyl derivs., phosphates, ammonium salts

1,3-Propanediol,2,2-bis(gamma-omega- perfluoro-C4-10-alkyl)thio
methyl derivs., phosphates, ammonium salts

- (※1) Ⅰ '148240-87-3
1,3-プロパンジオール, 2,2-ビス(γ-ω-ペルフルオロ-C6-
12-アルキル)チオメチル 誘導体, リン酸, アンモニウム 塩

PFOA
1,3-Propanediol,2,2-bis(gamma-omega- perfluoro-C6-12-alkyl)thio
methyl derivs., phosphates, ammonium salts

1,3-Propanediol,2,2-bis(gamma-omega- perfluoro-C6-12-alkyl)thio
methyl derivs., phosphates, ammonium salts

- (※1) Ⅰ '71608-61-2
4,4-ビス[(γ-ω-ペルフルオロアルキル(C=8~20))チオ]ペンタ
ン酸と2,2'-イミノジエタノｰルの化合物

PFOA

Pentanoic acid, 4,4-bis (gamma-omega-perfluoro- C8-20-alkyl)thio
derivs., compds.with diethanolamine
又は
4,4-Bis[(γ-ω-perfluoro- alkyl (C=8-20)) thio] pentanoic acid derivs.
compds with diethanolamine

Pentanoic acid, 4,4-bis (gamma-omega-perfluoro- C8-20-alkyl)thio
derivs., compds.with diethanolamine
又は
4,4-Bis[(γ-ω-perfluoro- alkyl (C=8-20)) thio] pentanoic acid derivs.
compds with diethanolamine

- (※1) Ⅰ '93480-00-3
ポリ(オキシ-1,2-エタンジイル),a-[2-
[2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデカフルオロ-1-オキソオク
チル)アミノ]エチル]-w-ヒドロキシ

PFOA
Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-[2- [2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]ethyl] -ω-hydroxy

Poly(oxy-1,2-ethanediyl),α-[2- [2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]ethyl] -ω-hydroxy

- (※1) Ⅰ '53515-73-4
2-プロペン酸, 2-メチル-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-ペンタデ
カフルオロオクチル エステル, ポリマー ウィト 2-プロペン酸

PFOA
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluoro octyl ester, polymer with 2- propenoic acid

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-
pentadecafluoro octyl ester, polymer with 2- propenoic acid

- (※1) Ⅰ '65530-57-6
硫酸メチル α-フルオロ-ω-[2- [[2-(トリメチルアンモニオ)
エチル]チオ]エチル]-,ポリ(ジフルオロメチレン),

PFOA
Poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-[2- [[2-
(trimethylammonio)ethyl]thio]ethyl]-, methyl sulfate

Poly(difluoromethylene), α-fluoro-ω-[2- [[2-
(trimethylammonio)ethyl]thio]ethyl]-, methyl sulfate

- (※1) Ⅰ '65530-62-3
ポリ(ジフルオロメチレン), α,α-ホスフィニコビス(オキシ-
2,1-エタンジイル)ビスω-フルオロ-

PFOA
Poly(difluoromethylene), alpha,alpha- phosphinico bis(oxy-2,1-
ethanediyl) bis-omega-fluoro-

Poly(difluoromethylene), alpha,alpha- phosphinico bis(oxy-2,1-
ethanediyl) bis-omega-fluoro-

- (※1) Ⅰ '65530-61-2
ポリ(ジフルオロメチレン), α-フルオロ-ω-2-(ホスホノオキ
シ)エチル-

PFOA
Poly(difluoromethylene), alpha-fluoro-omega-2-
(phosphonooxy)ethyl-

Poly(difluoromethylene), alpha-fluoro-omega-2-
(phosphonooxy)ethyl-

- (※1) Ⅰ '80010-37-3 ポリ(ジフルオロメチレン), α-フルオロ-ω-(2-スルホエチ PFOA Poly(difluoromethylene), alpha-fluoro-omega-(2-sulfoethyl)- Poly(difluoromethylene), alpha-fluoro-omega-(2-sulfoethyl)-
'0001/042 Ⅱ '14018-95-2 二クロム酸亜鉛 六価クロム化合物、亜鉛の水溶性化合物 Zinc dichromate 重铬酸锌
'0031/003 Ⅱ '13510-89-9 アンチモン酸鉛 鉛化合物、アンチモン及びその化合物 Lead antimonate 锑酸铅
'0031/005 Ⅱ '17220-70-1 アンチモン酸ニッケル（Ｎｉ（ＳｂＯ３）２） ニッケル化合物、アンチモン及びその化合物 Antimony nickel oxide (Sb2NiO6) 锑酸镍
'0031/006 Ⅱ '33992-50-6 アンチモン酸ニッケル（Ｎｉ（ＳｂＯ２）２） ニッケル化合物、アンチモン及びその化合物 Antimony nickel oxide (Sb2NiO4) 氧化镍锑
'0031/043 Ⅱ '55467-74-8 アンチモン酸ニッケル ニッケル化合物、アンチモン及びその化合物 Antimony nickel oxide 锑酸镍; 氧化镍锑
'0044/022 Ⅱ '1303-11-3 ヒ化インジウム 砒素及びその無機化合物、インジウム及びその化合物 Indium arsenide (InAs) 砷化铟

（10／35）
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'0056 Ⅱ '75-21-8 オキシラン エチレンオキシド Oxirane 环氧乙烷; 氧化乙烯; 氧丙环; 恶烷
'0075/000 Ⅱ ' カドミウム及びその化合物 カドミウム及びその化合物 cadmium and its compounds 镉及其化合物

'0075/001 Ⅱ '542-83-6 シアン化カドミウム（ＩＩ）
無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）、カドミウム
及びその化合物

Cadmium cyanide (Cd(CN)2) 氰化镉

'0075/002 Ⅱ '1306-24-7 セレン化カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium selenide (CdSe) 硒化镉
'0075/003 Ⅱ '7790-79-6 フッ化カドミウム（ＩＩ） ふっ化水素及びその水溶性塩、カドミウム及びその化合物 Cadmium fluoride (CdF2) 氟化镉
'0075/004 Ⅱ '10060-09-0 セレン酸カドミウム（ＩＩ）・二水和物 カドミウム及びその化合物 Selenic acid, cadmium salt, dihydrate 硒酸，镉盐，二水合物
'0075/005 Ⅱ '12214-12-9 硫セレン化カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium selenide sulfide (Cd2SeS) 硫硒化镉
'0075/006 Ⅱ '13701-66-1 ホウ酸カドミウム（Ｃｄ３（ＢＯ３）２） ほう素化合物、カドミウム及びその化合物 Diboron tricadmium hexaoxide 六氧化三镉二硼
'0075/007 Ⅱ '13814-62-5 セレン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium selenate  Selenic acid, cadmium salt (1:1) 硒酸镉

'0075/008 Ⅱ '31017-44-4 ドデシルベンゼンスルホン酸カドミウム（ＩＩ）
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限
る。）、カドミウム及びその化合物

Cadmium dodecylbenzenesulphonate 十二烷基苯磺酸镉

'0075/009 Ⅱ '513-78-0 炭酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium carbonate 碳酸镉
'0075/010 Ⅱ '543-90-8 酢酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Acetic acid, cadmium salt  Cadmium acetate 乙酸镉; 醋酸镉
'0075/011 Ⅱ '865-38-3 チオシアン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium dithiocyanate 硫氰酸镉
'0075/012 Ⅱ '1306-19-0 酸化カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium oxide (non-pyrophoric) 氧化镉
'0075/013 Ⅱ '1306-23-6 硫化カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium sulphide 硫化镉; 镉黄
'0075/014 Ⅱ '1306-25-8 テルル化カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium telluride (CdTe) 碲化镉
'0075/015 Ⅱ '2191-10-8 オクタン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium caprylate 辛酸镉
'0075/016 Ⅱ '2223-93-0 ステアリン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium distearate  Cadmium stearate 硬脂酸镉
'0075/017 Ⅱ '2420-97-5 ４－メチル安息香酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium p-toluate p-甲苯酸镉
'0075/018 Ⅱ '2605-44-9 ラウリン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium dilaurate 月桂酸镉; 十二酸镉
'0075/019 Ⅱ '2847-16-7 デカン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Decanoic acid, cadmium salt (2:1) 癸酸镉
'0075/020 Ⅱ '3026-22-0 安息香酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium benzoate 苯甲酸镉
'0075/021 Ⅱ '4167-05-9 ４－（１，１－ジメチルエチル）安息香酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, cadmium salt 4-(1,1-二甲基乙基)苯甲酸镉
'0075/022 Ⅱ '5112-16-3 ノナン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium nonan-1-oate 二壬酸镉
'0075/023 Ⅱ '5743-04-4 酢酸カドミウム（ＩＩ）・二水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmium acetate 乙酸镉二水合物; 醋酸镉二水合物
'0075/024 Ⅱ '6427-86-7 パルミチン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium dipalmitate 棕榈酸镉; 十六烷酸镉
'0075/025 Ⅱ '7440-43-9 カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium (non-pyrophoric) 镉
'0075/026 Ⅱ '7789-42-6 臭化カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium bromide 溴化镉

'0075/027 Ⅱ '7790-78-5 塩化カドミウム（ＩＩ）・５／２水和物 カドミウム及びその化合物
Cadmium chloride 5/2hydrate  Cadmium chloride, hydrate
(2:5)

氯化镉2.5水合物

'0075/028 Ⅱ '7790-80-9 ヨウ化カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium iodide 碘化镉
'0075/029 Ⅱ '7790-84-3 硫酸カドミウム（ＩＩ）・８／３水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmium sulfate 8/3hydrate  Cadmium sulfate, hydrate 硫酸镉8/3水合物
'0075/030 Ⅱ '10022-68-1 硝酸カドミウム（ＩＩ）・四水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmium nitrate tetrahydrate  Cadmium nitrate 硝酸镉四水合物
'0075/031 Ⅱ '10108-64-2 塩化カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium chloride 氯化镉无水物
'0075/032 Ⅱ '10124-36-4 硫酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium sulphate 硫酸镉无水物
'0075/033 Ⅱ '10196-67-5 ミリスチン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium myristate  Tetradecanoic acid, cadmium salt 十四烷酸镉
'0075/034 Ⅱ '10325-94-7 硝酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium nitrate 硝酸镉无水物
'0075/035 Ⅱ '10326-28-0 過塩素酸カドミウム（ＩＩ）・六水和物 カドミウム及びその化合物 Perchloric acid, cadmium salt, hexahydrate 高氯酸镉六水合物
'0075/036 Ⅱ '10468-30-1 オレイン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium dioleate 二油酸镉

'0075/037 Ⅱ '13477-17-3 リン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物
Tricadmium bis(phosphate)  Phosphoric acid, cadmium salt
(2:3)

磷酸镉四水合物

'0075/038 Ⅱ '13760-37-7 過塩素酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Perchloric acid, cadmium salt 高氯酸，镉盐
'0075/039 Ⅱ '13832-25-2 リシノール酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium diricinoleate 二蓖麻油酸镉

'0075/040 Ⅱ '14239-68-0
ビス（Ｎ，Ｎ－ジエチルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）カドミウ
ム

カドミウム及びその化合物
Cadmium diethyldithiocasbamate
Cadmiumbis(diethyldithiocarbamat)

二乙基硫代棕榈酸镉

'0075/041 Ⅱ '14429-85-7 三塩化カドミウムカリウム カドミウム及びその化合物 Cadmate(1-), trichloro-, potassium 三氯镉酸(1-)钾
'0075/042 Ⅱ '14689-45-3 ビス（２，４－ペンタンジオナト－Ｏ，Ｏ’）カドミウム カドミウム及びその化合物 Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')cadmium 乙酰丙酮镉; 二(2,4-乙酰丙铜酸)镉
'0075/043 Ⅱ '14949-59-8 ビス（１－ピペリジンカルボジチオアト－Ｓ，Ｓ’）カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium pentamethylenedithiocarbamate 五亚甲基二硫代氨基甲酸镉
'0075/044 Ⅱ '15276-40-1 六塩化カドミウムカリウム カドミウム及びその化合物 Cadmate(4-), hexachloro-, tetrapotassium 六氯镉酸（4-）四钾盐
'0075/045 Ⅱ '16593-57-0 三臭化カドミウムルビジウム カドミウム及びその化合物 Cadmate(1-), tribromo-, rubidium 三溴代镉酸（1-）铷
'0075/046 Ⅱ '18532-52-0 三塩化カドミウムアンモニウム カドミウム及びその化合物 Cadmate(1-), trichloro-, ammonium 三氯镉酸(1-)铵
'0075/047 Ⅱ '18532-58-6 三塩化カドミウムルビジウム カドミウム及びその化合物 Cadmate(1-), trichloro-, rubidium 三氯镉酸(1-)铷
'0075/048 Ⅱ '18991-05-4 フェノールカドミウム塩 カドミウム及びその化合物 Cadmium diphenolate 二苯酚镉
'0075/049 Ⅱ '21041-95-2 水酸化カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium hydroxide (Cd(OH)2) 氢氧化镉
'0075/050 Ⅱ '21360-94-1 四塩化カドミウムナトリウム カドミウム及びその化合物 Cadmate(2-), tetrachloro-, disodium 四氯代镉酸（2-）二钠
'0075/051 Ⅱ '22750-54-5 塩素酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Chloric acid, cadmium salt 氯酸镉
'0075/052 Ⅱ '27476-27-3 メチル安息香酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Benzoic acid, methyl-, cadmium salt 甲基苯甲酸镉
'0075/053 Ⅱ '28038-18-8 硫酸ナトリウムカドミウム カドミウム及びその化合物 Sulfuric acid, cadmium sodium salt (2:1:2) 硫酸，镉钠盐（2：1：2）
'0075/054 Ⅱ '28038-25-7 硫酸カリウムカドミウム カドミウム及びその化合物 Sulfuric acid, cadmium potassium salt (2:1:2) 硫酸，镉钾盐（2：1：2）
'0075/055 Ⅱ '28041-77-2 硫酸セシウムカドミウム カドミウム及びその化合物 Sulfuric acid, cadmium cesium salt (2:1:2) 硫酸，镉铯盐（2：1：2）
'0075/056 Ⅱ '28302-54-7 三塩化カドミウムカリウム・一水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmate(4-), hexachloro-, tetrapotassium, monohydrate 六氯镉酸（4-）四钾，一水合物
'0075/057 Ⅱ '30304-32-6 イソオクタン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium isooctanoate 异辛酸镉
'0075/058 Ⅱ '30623-04-2 硫酸カリウムカドミウム・六水和物 カドミウム及びその化合物 Sulfuric acid, cadmium potassium salt (2:1:2), hexahydrate 硫酸，镉钾盐（2：1：2），六水合物
'0075/059 Ⅱ '31215-94-8 （１，１－ジメチルエチル）安息香酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium (1,1-dimethylethyl)benzoate （1，1-二甲基乙基）苯甲酸镉
'0075/060 Ⅱ '32593-99-0 三ヨウ化カドミウムアンモニウム カドミウム及びその化合物 Cadmate(1-), triiodo-, ammonium 三碘代镉酸（1-）铵
'0075/061 Ⅱ '34345-39-6 硫酸セシウムカドミウム・六水和物 カドミウム及びその化合物 Sulfuric acid, cadmium cesium salt (2:1:2), hexahydrate 硫酸，镉铯盐（2：1：2），六水合物
'0075/062 Ⅱ '35658-65-2 塩化カドミウム（ＩＩ）・一水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmium chloride (CdCl2), monohydrate 氯化镉一水合物
'0075/063 Ⅱ '36211-44-6 ３，５，５－トリメチルヘキサン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium 3,5,5-trimethylhexanoate 3，5，5-三甲基已酸镉
'0075/064 Ⅱ '38386-25-3 硫酸カリウムカドミウム・二水和物 カドミウム及びその化合物 Sulfuric acid, cadmium potassium salt (2:1:2), dihydrate 硫酸，镉钾盐（2：1：2），二水合物
'0075/065 Ⅱ '38517-19-0 （Ｒ）－１２－ヒドロキシオクタデカン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium(2+) (R)-12-hydroxyoctadecanoate (R)-12-羟基十八烷酸镉（2+）
'0075/066 Ⅱ '52337-78-7 ２－メチル安息香酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium o-toluate 2-甲基苯甲酸镉
'0075/067 Ⅱ '55425-74-6 三塩化カドミウムナトリウム カドミウム及びその化合物 Cadmate(1-), trichloro-, sodium 三氯镉酸（1-）钠
'0075/068 Ⅱ '61951-96-0 ネオデカン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium neodecanoate 新癸酸镉
'0075/069 Ⅱ '63400-09-9 ペンタデカン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium pentadecanoate 十五烷酸镉
'0075/070 Ⅱ '67939-62-2 （Ｚ，Ｚ）－９，１２－オクタデカジエン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 9,12-Octadecadienoic acid, (Z,Z)-, cadmium salt 9，12-十八碳二烯酸，（Z，Z）-，镉盐
'0075/071 Ⅱ '68092-45-5 ３－メチル安息香酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Benzoic acid, 3-methyl-, cadmium salt 3-甲基苯甲酸镉
'0075/072 Ⅱ '69121-20-6 １２－ヒドロキシオクタデカン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium(2+) 12-hydroxyoctadecanoate 12-羟基十八烷酸镉
'0075/073 Ⅱ '71599-06-9 ビス［（Ｚ）－２－ブテン二酸モノオクタデシル］カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 2-Butenedioic acid (Z)-, monooctadecyl ester, cadmium salt 2-丁二烯酸（Z）-，单十八烷酯，镉盐
'0075/074 Ⅱ '76835-97-7 ２２－トリコセン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 22-Tricosenoic acid, cadmium salt 22-二十三烯酸，镉盐
'0075/075 Ⅱ '77289-75-9 六塩化カドミウムマグネシウム・十二水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmate(4-), hexachloro-, magnesium (1:2), dodecahydrate 六氯镉酸盐，镁（1：2），十二水合物
'0075/076 Ⅱ '84696-56-0 イソノナン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium isononanoate 异壬酸镉
'0075/077 Ⅱ '84878-36-4 イソオクタデカン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium isooctadecanoate 异十八烷酸镉
'0075/078 Ⅱ '84878-37-5 ｔｅｒｔ－デカン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium tert-decanoate 叔癸酸镉
'0075/079 Ⅱ '84878-48-8 ノニルフェノールカドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium bis(nonylphenolate) 双（壬基苯酚）镉
'0075/080 Ⅱ '84878-51-3 オクチルフェノールカドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium bis(octylphenolate) 双（辛基苯酚）镉
'0075/081 Ⅱ '87835-30-1 ２－プロピルペンタン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Pentanoic acid, 2-propyl-, cadmium salt 2-丙基戊酸，镉盐
'0075/082 Ⅱ '93820-02-1 炭酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Carbonic acid, cadmium salt 碳酸，镉盐
'0075/083 Ⅱ '93894-08-7 ４－ノニルフェノールカドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium bis(p-nonylphenolate) 4-壬基苯酚, 镉盐

'0075/084 Ⅱ '93894-09-8
４－（１，１，３，３－テトラメチルブチル）フェノールカドミウム（Ｉ
Ｉ）

カドミウム及びその化合物 Cadmium bis[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenolate] 双（p-（1，1，3，3-四甲基丁基）苯酚）镉

'0075/085 Ⅱ '93965-24-3 イソデカン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium isodecanoate 异癸酸镉
'0075/086 Ⅱ '93965-30-1 イソウンデカン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium bis(isoundecanoate) 双（异十一酸）镉
'0075/087 Ⅱ '93983-65-4 ジメチルヘキサン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium dimethylhexanoate 二甲基已酸镉
'0075/088 Ⅱ '95892-12-9 イソヘキサデカン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium isohexadecanoate 异十六酸镉
'0075/089 Ⅱ '97259-82-0 （Ｚ）－２－ブテン二酸モノ（２－メチルプロピル）カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium diisobutyl dimaleate 二异丁基二马来酸镉
'0075/090 Ⅱ '105034-60-4 四ヨウ化カドミウムアンモニウム カドミウム及びその化合物 Cadmate(2-), tetraiodo-, diammonium,(T-4)- 镉酸盐(2-)，四碘代-，二铵，(T-4)-
'0075/091 Ⅱ '116854-17-2 テトラコサン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Tetracosanoic acid, cadmium salt 二十四烷酸，镉盐
'0075/092 Ⅱ '116920-59-3 トリコサン酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Tricosanoic acid, cadmium salt 二十三烷酸，镉盐
'0075/093 Ⅱ '12006-15-4 ヒ化カドミウム 砒素及びその無機化合物、カドミウム及びその化合物 Cadmium arsenide (Cd3As2) 砷化镉
'0075/094 Ⅱ '12626-36-7 硫セレン化カドミウム カドミウム及びその化合物、セレン及びその化合 Cadmium selenide sulfide (Cd(Se,S)) 硫硒化镉
'0075/095 Ⅱ '13972-68-4 モリブデン酸カドミウム モリブデン及びその化合物、カドミウム及びその化合物 Cadmium molybdate  Cadmium molybdenum oxide (CdMoO4) 钼酸镉
'0075/096 Ⅱ '14312-00-6 クロム酸カドミウム 六価クロム化合物、カドミウム及びその化合物 Cadmium chromate 铬酸镉
'0075/097 Ⅱ '14486-19-2 テトラフルオロホウ酸カドミウム ほう素化合物、カドミウム及びその化合物 Cadmium tetrafluoroborate  Cadmium fluoborate 氟硼酸镉; 四氟化硼酸镉
'0075/098 Ⅱ '14518-94-6 臭素酸カドミウム 臭素酸の水溶性塩、カドミウム及びその化合物 Cadmium bromate 溴酸镉
'0075/099 Ⅱ '506-82-1 ジメチルカドミウム カドミウム及びその化合物 Dimethylcadmium 二甲基镉
'0075/100 Ⅱ '592-02-9 ジエチルカドミウム カドミウム及びその化合物 Diethylcadmium 二乙基镉
'0075/101 Ⅱ '4464-23-7 ギ酸カドミウム（ＩＩ） カドミウム及びその化合物 Cadmium diformate  cadmium(+2) cation diformate 甲酸镉
'0075/102 Ⅱ '7790-85-4 タングステン酸カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium tungstate  Cadmium tungsten oxide (CdWO4) 钨酸镉
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'0075/103 Ⅱ '12014-28-7 リン化カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium phosphide (Cd3P2) 磷化镉; 二磷化三镉
'0075/104 Ⅱ '12139-23-0 ジルコニウム酸カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium zirconate  Cadmium zirconium oxide (CdZrO3) 锆酸镉
'0075/105 Ⅱ '12187-14-3 ニオブ酸カドミウム カドミウム及びその化合物 Dicadmium niobate  Cadmium niobium oxide (Cd2Nb2O7) 铌酸镉
'0075/106 Ⅱ '13464-92-1 臭化カドミウム・四水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmium bromide 溴化镉四水合物
'0075/107 Ⅱ '13477-21-9 硫酸カドミウム・四水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmium sulfate tetrahydrate 硫酸镉四水合物
'0075/108 Ⅱ '13847-17-1 リン酸カドミウム（１：？） カドミウム及びその化合物 Cadmium orthophosphate  Phosphoric acid, cadmium salt 磷酸镉
'0075/109 Ⅱ '15244-35-6 硫酸カドミウム・水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmium sulfate hydrate 硫酸镉水合物
'0075/110 Ⅱ '17010-21-8 ヘキサフルオロケイ酸カドミウム カドミウム及びその化合物 Cadmium hexafluorosilicate  Cadmium hexafluorosilicate(2-) 氟硅酸镉
'0075/111 Ⅱ '22465-18-5 硫酸カドミウム・八水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmium sulfate (8/3hydrate) 硫酸镉（8/3水合物）
'0075/112 Ⅱ '29736-89-8 水酸化カドミウム・水和物 カドミウム及びその化合物 Hydroxycadmium 氢氧化镉
'0075/113 Ⅱ '30363-28-1 エチレンジアミン四酢酸二ナトリウムカドミウム カドミウム及びその化合物 Disodium cadmium ethylenediamineacetate 乙二胺乙酸二钠镉
'0075/114 Ⅱ '55700-14-6 カドミウムシクロヘキサンブチラ－ト カドミウム及びその化合物 Cadmium cyclohexanebutyrate 环已烷酪酸镉
'0075/115 Ⅱ '61789-34-2 ナフテン酸カドミウム カドミウム及びその化合物 Naphthenic acids, cadmium salts 环烷酸镉
'0075/116 Ⅱ '79490-00-9 過塩素酸カドミウム・水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmium perchlorate 高氯酸镉
'0075/117 Ⅱ '89759-80-8 酢酸カドミウム・水和物 カドミウム及びその化合物 Cadmium acetate 乙酸镉
'0088/000 Ⅱ ' 六価クロム化合物 六価クロム化合物 chromium(VI) compounds 六价铬化合物
'0088/001 Ⅱ '7758-97-6 クロム酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物、六価クロム化合物 Lead chromate 铬酸铅
'0088/002 Ⅱ '18454-12-1 クロム酸鉛オキシド 鉛化合物、六価クロム化合物 Lead chromate oxide 碱式铬酸铅

'0088/003 Ⅱ '69011-07-0 クロム酸ケイ酸鉛 鉛化合物、六価クロム化合物
Trilead chromate silicate  Lead chromate silicate
(Pb3(CrO4)(SiO4))

硅铬酸铅

'0088/004 Ⅱ '1333-82-0 三酸化クロム（ＶＩ） 六価クロム化合物
Chromium (VI) trioxide, Chromium trioxide  Chromium
trioxide (CrO3)

三氧化铬; 无水铬酸; 铬酸酐; 铬酐

'0088/005 Ⅱ '7775-11-3 クロム酸ナトリウム 六価クロム化合物 Sodium chromate 铬酸钠
'0088/006 Ⅱ '7778-50-9 二クロム酸カリウム 六価クロム化合物 Potassium dichromate 重铬酸钾; 红矾钾; 二铬酸钾
'0088/007 Ⅱ '7784-01-2 クロム酸銀（Ｉ） 六価クロム化合物 Silver chromate 铬酸银
'0088/008 Ⅱ '7784-02-3 二クロム酸銀（Ｉ） 六価クロム化合物 Silver dichromate 重铬酸银
'0088/009 Ⅱ '7788-98-9 クロム酸アンモニウム 六価クロム化合物 Ammonium chromate 铬酸铵
'0088/010 Ⅱ '7789-00-6 クロム酸カリウム 六価クロム化合物 Potassium chromate 铬酸钾
'0088/011 Ⅱ '7789-06-2 クロム酸ストロンチウム（ＩＩ） 六価クロム化合物 Strontium chromate 铬酸锶
'0088/012 Ⅱ '7789-09-5 二クロム酸アンモニウム 六価クロム化合物 Ammonium dichromate  Ammonium bichromate 重铬酸铵; 红矾铵; 阿莫尼红矾
'0088/013 Ⅱ '7789-12-0 二クロム酸ナトリウム・二水和物 六価クロム化合物 Sodium dichromate, dihydrate 重铬酸钠二水合物; 红矾钠
'0088/014 Ⅱ '7789-73-3 二クロム酸カルシウム・三水和物 六価クロム化合物 Chromic acid (H2Cr2O7), calcium salt, trihydrate 铬酸（H2Cr2O7），钙盐，三水合物
'0088/015 Ⅱ '10022-48-7 二クロム酸リチウム・二水和物 六価クロム化合物 Chromic acid (H2Cr2O7), dilithium salt, dihydrate 重铬酸锂二水合物
'0088/016 Ⅱ '10060-08-9 クロム酸カルシウム・二水和物 六価クロム化合物 Calcium chromate 铬酸钙二水合物; 颜料黄33
'0088/017 Ⅱ '10294-40-3 クロム酸バリウム 六価クロム化合物 Barium chromate 铬酸钡
'0088/018 Ⅱ '10588-01-9 二クロム酸ナトリウム 六価クロム化合物 Sodium dichromate anhydrate  Sodium dichromate 重铬酸钠无水物; 红矾钠
'0088/019 Ⅱ '12433-30-6 クロム酸ウランオキシド（ＣｒＵＯ６） 六価クロム化合物 Uranium, (dioxochromium)di-mu-oxodioxo- 铀，（二氧代铬）二-mu-氧代二氧代-
'0088/020 Ⅱ '13423-61-5 クロム酸マグネシウム 六価クロム化合物 Chromic acid (H2CrO4), magnesium salt (1:1) 铬酸镁
'0088/021 Ⅱ '13446-72-5 クロム酸ルビジウム 六価クロム化合物 Rubidium chromate 铬酸铷
'0088/022 Ⅱ '13446-73-6 二クロム酸ルビジウム 六価クロム化合物 Dirubidium dichromate 二铬酸二铷
'0088/023 Ⅱ '13454-78-9 クロム酸セシウム 六価クロム化合物 Cesium chromate 铬酸铯
'0088/024 Ⅱ '13473-75-1 クロム酸タリウム（Ｉ） 六価クロム化合物 Thallium (I) chromate 铬酸铊
'0088/025 Ⅱ '13517-17-4 クロム酸ナトリウム（Ｎａ２ＣｒＯ４）・十水和物 六価クロム化合物 Disodium chromate decahydrate 铬酸二钠十水合物
'0088/026 Ⅱ '13530-65-9 クロム酸亜鉛（ＩＩ） 六価クロム化合物 Zinc chromate 铬酸锌
'0088/027 Ⅱ '13530-68-2 二クロム酸（Ｈ２Ｃｒ２Ｏ７） 六価クロム化合物 Dichromic acid  Chromic acid (H2Cr2O7) 重铬酸
'0088/028 Ⅱ '13548-42-0 クロム酸銅（ＩＩ） 六価クロム化合物 Cupric chromate  Copper chromate 铬酸铜
'0088/029 Ⅱ '13765-19-0 クロム酸カルシウム 六価クロム化合物 Calcium chromate 铬酸钙; 钙铬黄
'0088/030 Ⅱ '13843-81-7 二クロム酸リチウム 六価クロム化合物 Lithium dichromate 重鉻酸鋰
'0088/031 Ⅱ '14104-85-9 二クロム酸マグネシウム 六価クロム化合物 Magnesium dichromate 重铬酸镁
'0088/032 Ⅱ '14307-33-6 二クロム酸カルシウム 六価クロム化合物 Calcium dichromate 重铬酸钙
'0088/033 Ⅱ '14307-35-8 クロム酸リチウム 六価クロム化合物 Lithium chromate 铬酸锂
'0088/034 Ⅱ '14507-18-7 クロム酸鉄（ＩＩ） 六価クロム化合物 Chromic acid, iron(2+) salt (1:1) 铬酸亚鉄
'0088/035 Ⅱ '16037-50-6 塩化クロム酸カリウム 六価クロム化合物 Chromate(1-), chlorotrioxo-, potassium, (T-4)- 氯化铬酸钾
'0088/036 Ⅱ '16565-94-9 クロム酸ランタン（ＩＩＩ） 六価クロム化合物 Chromic acid (H2CrO4), lanthanum(3+) salt (3:2) 铬酸镧
'0088/037 Ⅱ '16569-86-1 クロム酸ランタン（ＩＩＩ）・七水和物 六価クロム化合物 Chromic acid, lanthanum(3+) salt (3:2), heptahydrate 铬酸镧七水合物

'0088/038 Ⅱ '16569-87-2 クロム酸ネオジム（ＩＩＩ）・七水和物 六価クロム化合物
Chromic acid (H2CrO4), neodymium(3+) salt (3:2),
heptahydrate

铬酸（H2CrO4），钕（3+）盐（3：2），七水合物

'0088/039 Ⅱ '34448-20-9 二クロム酸マグネシウム・六水和物 六価クロム化合物 Chromic acid (H2Cr2O), magnesium salt (1:1), hexahydrate 铬酸（H2Cr2O），镁盐（1：1），六水合物

'0088/040 Ⅱ '36563-89-0 クロム酸ランタン（ＩＩＩ）・八水和物 六価クロム化合物
Chromic acid (H2CrO4), lanthanum (3+) salt (3:2),
octahydrate

铬酸（H2CrO4），镧（3+）盐（3:2），八水合物

'0088/041 Ⅱ '37235-82-8 二クロム酸ビスマスオキシド 六価クロム化合物 Dibismuth dichromium nonaoxide 重铬酸铋

'0088/042 Ⅱ '39400-35-6 クロム酸ウランオキシドナトリウム・六水和物 六価クロム化合物
Sodium uranium chromate oxide (Na2U2(CrO4)3O4),
hexahydrate

铬酸氧化钠铀（Na2U2(CrO4)3O4），六水合物

'0088/043 Ⅱ '50316-88-6 クロム酸ネオジム（ＩＩＩ）・二水和物 六価クロム化合物 Chromic acid (H2CrO4), neodymium(3+) salt (3:2), dihydrate 铬酸（H2CrO4），钕（3+）盐（3：2），二水合物
'0088/044 Ⅱ '53206-40-9 クロム酸プラセオジム（ＩＩＩ） 六価クロム化合物 Chromic acid (H2CrO4), praceodymium(3+) salt (3:2) 铬酸（H2CrO4），镨（3+）盐（3：2）

'0088/045 Ⅱ '53206-41-0 クロム酸プラセオジム（ＩＩＩ）・七水和物 六価クロム化合物
Chromic acid (H2CrO4), praceodymium(3+) salt (3:2),
heptahydrate

铬酸（H2CrO4），镨（3+）盐（3：2），七水合物

'0088/046 Ⅱ '63020-43-9 クロム酸亜鉛カリウム 六価クロム化合物 Dipotassium zinc bis(chromate) 铬酸锌钾
'0088/047 Ⅱ '7789-10-8 二クロム酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物、六価クロム化合物 Mercury dichromate 重鉻酸汞

'0088/048 Ⅱ '13444-75-2 クロム酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物、六価クロム化合物
Mercury and its inorganic compounds(Exclusion of Mercury
sulfide)  Mercury (II) chromate

铬酸汞(Ⅱ)

'0088/049 Ⅱ '13455-25-9 クロム酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物、六価クロム化合物 Cobalt chromate 铬酸钴(Ⅱ)
'0088/050 Ⅱ '13675-47-3 二クロム酸銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。）、六価クロム化合物 Copper dichromate 重鉻酸銅
'0088/053 Ⅱ '7738-94-5 クロム酸（Ｈ２ＣｒＯ４） 六価クロム化合物 Chromic acid 铬酸
'0088/054 Ⅱ '10034-82-9 クロム酸ナトリウム・四水和物 六価クロム化合物 Disodium chromate tetrahydrate 铬酸钠四水合物

'0088/055 Ⅱ '11103-86-9 クロム酸ヒドロキシ亜鉛カリウム 六価クロム化合物
Zinc potassium chromate Potassium
hydroxyoctaoxodizincatedi-chromate

铬酸锌钾

'0088/056 Ⅱ '13530-67-1 二クロム酸セシウム 六価クロム化合物 Caesium dichromate 重铬酸铯
'0088/057 Ⅱ '14445-91-1 二クロム酸アンモニウム（１：？） 六価クロム化合物 Chromic acid, ammonium salt 铬酸, 铵盐
'0088/058 Ⅱ '14977-61-8 ジクロロジオキソクロム 六価クロム化合物 Chromyl dichloride  chromic oxychloride  Chromyl chloride 氧氯化铬; 氯化铬酰; 二氯氧化铬; 铬酰氯
'0088/059 Ⅱ '16569-85-0 クロム酸マグネシウム・五水和物 六価クロム化合物 Magnesium chromate pentahydrate 铬酸镁・五水合物
'0088/060 Ⅱ '20039-37-6 二クロム酸ジピリジニウム 六価クロム化合物 Pyridinium dichromate 重铬酸吡啶鎓
'0088/061 Ⅱ '41189-36-0 クロム酸亜鉛カリウム 六価クロム化合物 Chromic acid, potassium zinc salt 铬酸，钾盐，锌盐
'0088/062 Ⅱ '56660-19-6 二クロム酸ビス（テトラブチルアンモニウム） 六価クロム化合物 Tetrabutylammonium, salt with chromic acid (2:1) 双四丁基铵重铬酸盐
'0094 Ⅱ '75-01-4 クロロエチレン クロロエチレン（別名塩化ビニル） Ethene, chloro- 氯乙烯; 乙烯基氯
'0132/010 Ⅱ '24719-19-5 ヒ酸コバルト（ＩＩ） 砒素及びその無機化合物、コバルト及びその化合物 Arsenic acid (H3AsO4), cobalt(2+) salt (2:3) 砷酸钴
'0132/129 Ⅱ '27016-73-5 ヒ化コバルト 砒素及びその無機化合物、コバルト及びその化合物 Cobalt arsenide (CoAs) 砷化钴

'0132/131 Ⅱ '61789-50-2 ナフテン酸コバルト、鉛、マンガン塩
マンガン及びその化合物、鉛化合物、コバルト及びその化合
物

Naphthenic acid, cobalt lead manganese salt 环烷酸，钴铅锰盐

'0144/003 Ⅱ '557-19-7 シアン化ニッケル（ＩＩ）
ニッケル化合物、無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を
除く。）

Nickel cyanide 氰化镍(Ⅱ); 氰化亚镍

'0144/005 Ⅱ '592-05-2 シアン化鉛（ＩＩ） 鉛化合物、無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Lead(II) cyanide  Lead cyanide 氰化铅(Ⅱ)

'0144/010 Ⅱ '73963-97-0 シアン化ニッケル（Ｎｉ（ＣＮ））
ニッケル化合物、無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を
除く。）

Nickel cyanide (Ni(CN)) 氰化镍（Nｉ（CN））

'0180 Ⅱ '91-94-1 ３，３’－ジクロロビフェニル－４，４’－ジイルジアミン ジクロルベンジジン及びその塩、３，３’－ジクロロベンジジン 3,3'-Dichlorobiphenyl-4,4'-diyldiamine 3,3'-二氯联苯胺

'0231 Ⅱ '119-93-7 ３，３’－ジメチルベンジジン
オルト－トリジン及びその塩、３，３’－ジメチルベンジジン（別
名オルト－トリジン）

3,3'-Dimethylbenzidine
3,3'-二甲基联苯胺; 邻联甲苯胺; 3,3'-二甲基-4,4'-二氨基联
苯; 邻二氨基二甲基联苯

'0235/003 Ⅱ '13477-93-5 臭素酸ニッケル（ＩＩ）・六水和物 臭素酸の水溶性塩、ニッケル化合物 Nickel dibromate hexahydrate 溴酸镍（ＩＩ）・六水合物
'0237/044 Ⅱ '7784-37-4 ヒ酸水銀（ＩＩ） 砒素及びその無機化合物、水銀及びその化合物 Mercury hydrogenarsenate  Mercuric arsenate 砷酸汞; 砷酸氢汞

'0239/001 Ⅱ '7304-48-5 フルオロトリス（２－メチルプロピル）スズ
トリブチルスズ＝フルオリド、フルオロトリス（２－メチルプロピ
ル）スズ、有機スズ化合物

Fluorotriisobutylstannane 三丁基锡氟化物

'0239/006 Ⅱ '56-36-0 酢酸トリブチルスズ
トリブチルスズ＝アセタート、酢酸トリブチルスズ、有機スズ
化合物

Tributylstannyl acetate 三丁基锡乙酸酯; 醋酸三丁基锡

'0239/007 Ⅱ '76-87-9 水酸化トリフェニルスズ
トリフェニルスズ＝ヒドロキシド、水酸化トリフェニルスズ、有
機スズ化合物

Triphenylstannanol 三苯基氢氧化锡; 氢氧化三苯基锡

'0239/013 Ⅱ '379-52-2 フッ化トリフェニルスズ
トリフェニルスズ＝フルオリド、フッ化トリフェニルスズ、有機
スズ化合物

Fluoro(triphenyl)stannane 三苯基锡=氟化物

'0239/016 Ⅱ '639-58-7 塩化トリフェニルスズ
トリフェニルスズ＝クロリド、塩化トリフェニルスズ、有機スズ
化合物

Chloro(triphenyl)stannane 三苯基氯化锡; 三苯基锡=氯化物

'0239/020 Ⅱ '900-95-8 酢酸トリフェニルスズ
トリフェニルスズ＝アセタート、酢酸トリフェニルスズ、有機ス
ズ化合物

Triphenylstannyl acetate 酸三苯基锡; 乙酰氧基三苯基锡; 醋薯瘟锡

'0239/028 Ⅱ '1461-22-9 トリブチルクロロスズ
トリブチルスズ＝クロリド、トリブチルクロロスズ、有機スズ化
合物

Tributyltin chloride tributylchlorostannane 三丁基氯锡烷; 三丁基氯化锡

'0239/031 Ⅱ '1803-12-9 ［（ジメチルチオカルバモイル）チオ］トリフェニルスズ
トリフェニルスズ＝Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバマート、［（ジ
メチルチオカルバモイル）チオ］トリフェニルスズ、有機スズ化
合物

Triphenyltin dimethyldithiocarbamate 三苯基锡=N,N-二甲基二硫代氨基甲酸盐

'0239/033 Ⅱ '1983-10-4 トリブチルフルオロスズ
トリブチルスズ＝フルオリド、トリブチルフルオロスズ、有機ス
ズ化合物

Tributyltin fluoride  Stannane, tributylfluoro- 三丁基锡=氟化物

'0239/034 Ⅱ '2155-70-6 メタクリル酸トリブチルスズ
トリブチルスズ＝メタクリラート、メタクリル酸トリブチルスズ、
有機スズ化合物

Tributan-1-ylstannyl methacrylate 三丁基锡=异丁烯酸盐; 甲基丙烯酸三丁基锡

'0239/043 Ⅱ '3090-36-6 ラウリン酸トリブチルスズ
トリブチルスズ＝ラウラート、ラウリン酸トリブチルスズ、有機
スズ化合物

Tributan-1-ylstannyl dodecanoate 月桂酸三丁基锡

'0239/062 Ⅱ '4782-29-0 （フタロイルジオキシ）ビス［トリブチルスズ］
ビス（トリブチルスズ）＝フタラート、（フタロイルジオキシ）ビス
［トリブチルスズ］、有機スズ化合物

Bis(tributan-1-ylstannyl) phthalate 双(三丁基锡)邻苯二甲酸酯; 双(三丁基锡)=酞酸盐

'0239/069 Ⅱ '6454-35-9 （フマロイルジオキシ）ビス［トリブチルスズ］
ビス（トリブチルスズ）＝フマラート、（フマロイルジオキシ）ビ
ス［トリブチルスズ］、有機スズ化合物

(E)-5,5,12,12-tetrabutyl-7,10-dioxo-6,11-dioxa-5,12-
distannahexadec-8-ene Bis(tributan-1-ylstannyl) fumarate

双(三丁基锡)=延胡索酸盐

'0239/070 Ⅱ '6517-25-5 スルファミン酸トリブチルスズ
トリブチルスズ＝スルファマート、スルファミン酸トリブチルス
ズ、有機スズ化合物

Tributan-1-ylstannyl sulfamate 三丁基锡氨基磺酸盐

'0239/072 Ⅱ '7094-94-2 ［（クロロアセチル）オキシ］トリフェニルスズ
トリフェニルスズ＝クロロアセタート、［（クロロアセチル）オキ
シ］トリフェニルスズ、有機スズ化合物

Triphenylstannyl chloroacetate 三苯基锡=氯乙酸盐

'0239/076 Ⅱ '7342-38-3 トリイソブチルスズ＝クロリド
トリブチルスズ＝クロリド、トリイソブチルスズ＝クロリド、有機
スズ化合物

triisobutyltin chloride chloro(triisobutyl)stannane 三异丁基锡氯化物

'0239/089 Ⅱ '14275-57-1 （マレオイルジオキシ）ビス［トリブチルスズ］
ビス（トリブチルスズ）＝マレアート、（マレオイルジオキシ）ビ
ス［トリブチルスズ］、有機スズ化合物

Bis(tributyltin) maleate (8Z)- 5,5,12,12-tetrabutyl-7,10-
dioxo-6,11-Dioxa-5,12-distannahexadec-8-ene
(maleoyldioxy)bis[tributylStannane]

二三丁锡马来酸盐; 双(三丁基锡)=顺丁烯二酸

'0239/101 Ⅱ '18380-71-7
トリフェニル［（２，２，４，４－テトラメチル－１－オキソペンチ
ル）オキシ］スズ

トリフェニルスズ脂肪酸塩（脂肪酸の炭素数が９、１０又は１１
のものに限る。）、トリフェニル［（２，２，４，４－テトラメチル－
１－オキソペンチル）オキシ］スズ、有機スズ化合物

Stannane, triphenyl[(2,2,4,4-tetramethyl-oxopentyl)oxy]- 三苯基锡脂肪酸盐(C:9～11个)

'0239/102 Ⅱ '18380-72-8
｛［２，３－ジメチル－２－（１－メチルエチル）－１－オキソブ
チル］オキシ｝トリフェニルスズ

トリフェニルスズ脂肪酸塩（脂肪酸の炭素数が９、１０又は１１
のものに限る。）、｛［２，３－ジメチル－２－（１－メチルエチ
ル）－１－オキソブチル］オキシ｝トリフェニルスズ、有機スズ
化合物

Stannane, [[2,3-dimethyl-2-(1-methylethyl)-
oxobutyl]oxy]triphenyl-

三苯基锡脂肪酸盐

（12／35）
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'0239/119 Ⅱ '24291-45-0
［（１，４－ジオキソ－２－ブテン－１，４－ジイル）ビス（オキ
シ）］ビス［トリブチルスズ］

ビス（トリブチルスズ）＝マレアート、ビス（トリブチルスズ）＝
フマラート、［（１，４－ジオキソ－２－ブテン－１，４－ジイル）
ビス（オキシ）］ビス［トリブチルスズ］、有機スズ化合物

2-Butenedioic acid, 1,4-bis(tributylstannyl) ester 5,5,12,12-
tetrabutyl-7,10-dioxo-6,11-Dioxa-5,12-distannahexadec-8-
ene

双(三丁基锡)富马酸盐

'0239/129 Ⅱ '26239-64-5

トリブタン－１－イルスタンニル＝（１Ｒ，４ａＲ，４ｂＲ，１０ａＲ）
－７－イソプロピル－１，４ａ－ジメチル－１，２，３，４，４ａ，４
ｂ，５，６，１０，１０ａ－デカヒドロフェナントレン－１－カルボキ
シラート

トリブチルスズ＝１，２，３，４，４ａ，４ｂ，５，６，１０，１０ａ－デ
カヒドロ－７－イソプロピル－１，４ａ－ジメチル－１－フェナン
トレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物（別名ト
リブチルスズロジン塩）、トリブチルスズロジン塩、有機スズ
化合物

(Abietoyloxy)tributyltin Tributyltin abietate 4a-dimethyl-7-
(1-methylethyl)-1-phenanthrenyl]carbonyl]oxy]-Stannane
Tributan-1-ylstannyl (1R,4aR,4bR,10aR)-7-isopropyl-1,4a-
dimethyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydrophenanthrene-
1-carboxylate

三丁基锡酪氨酸盐; 三丁基锡=1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-十氢
-7-异丙基-1,4a-二甲基-1-菲羧基羧酸盐

'0239/144 Ⅱ '31732-71-5
（２Ｒ，３Ｓ）－ｒｅｌ－［（２，３－ジブロモ－１，４－ジオキソ－１，
４－ブタンジイル）ビス（オキシ）］ビス［トリブチルスズ］

ビス（トリブチルスズ）＝２，３－ジブロモスクシナート、（２Ｒ，
３Ｓ）－ｒｅｌ－［（２，３－ジブロモ－１，４－ジオキソ－１，４－ブ
タンジイル）ビス（オキシ）］ビス［トリブチルスズ］、有機スズ化
合物

Bis(tributyltin) meso-2,3-dibromosuccinate Bis(tributyltin)
mesodibromosuccinate (2R,3S)-rel-butanedioic acid, 2,3-
dibromo-, 1,4-bis(tributylstannyl) ester

双(三丁基锡)=2,3-二溴丁二酸盐; 二(三丁基锡)=2,3-二溴基
琥珀硫酸盐

'0239/156 Ⅱ '47672-31-1 ［（１－オキソデシル）オキシ］トリフェニルスズ
トリフェニルスズ脂肪酸塩（脂肪酸の炭素数が９、１０又は１１
のものに限る。）、［（１－オキソデシル）オキシ］トリフェニルス
ズ、有機スズ化合物

Stannane, [(1-oxodecyl)oxy]triphenyl- 三苯基锡脂肪酸盐(C=9-11)

'0239/168 Ⅱ '56323-17-2
８，９－ジブロモ－５，５，１２，１２－テトラブチル－７，１０－
ジオキソ－６，１１－ジオキサ－５，１２－ジスタンナヘキサデ
カン

ビス（トリブチルスズ）＝２，３－ジブロモスクシナート、８，９－
ジブロモ－５，５，１２，１２－テトラブチル－７，１０－ジオキソ
－６，１１－ジオキサ－５，１２－ジスタンナヘキサデカン、有
機スズ化合物

Bis(tributyltin) 2,3-dibromosuccinate Butanedioic acid, 2,3-
dibromo-, 1,4-bis(tributylstannyl) ester 8,9-dibromo-
5,5,12,12-tetrabutyl-7,10-dioxo-6,11-Dioxa-5,12-
distannahexadecane

双(三丁基锡)2,3-二溴丁二酸盐

'0239/227 Ⅱ '94850-90-5 ［（１－オキソウンデシル）オキシ］トリフェニルスズ
トリフェニルスズ脂肪酸塩（脂肪酸の炭素数が９、１０又は１１
のものに限る。）、［（１－オキソウンデシル）オキシ］トリフェニ
ルスズ、有機スズ化合物

Stannane, [(1-oxoundecyl)oxy]triphenyl- 三苯基锡脂肪酸盐

'0239/254 Ⅱ '67772-01-4
オクチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・トリブチルス
ズ＝メタクリラート共重合物

アルキル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・トリブチルス
ズ＝メタクリラート共重合物（アルキル＝アクリラートのアル
キル基の炭素数が８のものに限る。）、オクチル＝アクリラー
ト・メチル＝メタクリラート・トリブチルスズ＝メタクリラート共重
合物、有機スズ化合物

Poly[(methyl methacrylate)-co-(octan-1-yl acrylate)-co-
(tributan-1-ylstannyl methacrylate)]

烷基=丙烯酸盐=甲基丙烯酸甲酯=甲基丙烯酸三丁基锡的
聚合物

'0239/256 Ⅱ '85409-17-2 トリブチルスズ＝ナフテナート

トリブチルスズ＝シクロペンタンカルボキシラート及びこの類
縁化合物の混合物（別名トリブチルスズ＝ナフテナート）、トリ
ブチルスズ＝ナフテナート、トリブチルスズ＝ナフテナート、
有機スズ化合物

Stannane, tributyl-, mono(naphthenoyloxy) derivatives. 磷酸三丁酯锡; 三丁基锡=环烷酸盐

'0242/001 Ⅱ '1303-36-2 三セレン化二ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsenic selenide (As2Se3) 三硒化二砷
'0242/003 Ⅱ '1314-05-2 セレン化ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel selenide 硒化镍(Ⅱ)
'0242/007 Ⅱ '10101-99-2 セレン酸ニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物 NICKEL(II)SELENATE HEXAHYDRATE 硒酸镍(II)六水合物
'0242/011 Ⅱ '15060-62-5 セレン酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel selenate 硒酸镍(Ⅱ)
'0242/112 Ⅱ '12069-00-0 セレン化鉛 鉛化合物、セレン及びその化合物 Lead selenide 硒化铅(Ⅱ)
'0243/000 Ⅱ ' ダイオキシン類 ダイオキシン類 Dioxins 二恶英类
'0243/001 Ⅱ '1746-01-6 ２，３，７，８－テトラクロロジベンゾ－１，４－ジオキシン ダイオキシン類 dioxins 2,3,7,8-四氯-p-二苯并二恶英
'0305/000 Ⅱ ' 鉛化合物 鉛化合物 lead compounds 铅化物
'0305/002 Ⅱ '3687-31-8 ヒ酸鉛（ＩＩ） 砒素及びその無機化合物、鉛化合物 Lead arsenate Trilead diarsenate 砷酸铅
'0305/004 Ⅱ '7784-40-9 ヒ酸鉛（ＰｂＨＡｓＯ４） 砒素及びその無機化合物、鉛化合物 Lead hydrogen arsenate  Lead arsenate 酸式砷酸铅
'0305/005 Ⅱ '10031-13-7 亜ヒ酸鉛（ＩＩ） 砒素及びその無機化合物、鉛化合物 Lead arsenite 亚砷酸铅
'0305/006 Ⅱ '10190-55-3 モリブデン酸鉛（ＩＩ） モリブデン及びその化合物、鉛化合物 Lead molybdenum oxide (PbMoO4)  Lead molybdate 钼酸铅  (PbMoO4)

'0305/007 Ⅱ '10214-39-8 メタホウ酸鉛（ＩＩ）・一水和物 ほう素化合物、鉛化合物
Lead metaborate monohydrate  Boric acid (HBO2), lead(2+)
salt, monohydrate (8CI, 9CI)

硼酸铅一水合物

'0305/009 Ⅱ '13814-96-5 四フッ化ホウ酸鉛（ＩＩ） ほう素化合物、鉛化合物 Lead borofluoride  Lead fluoborate 四氟硼酸铅(Ⅱ)

'0305/010 Ⅱ '14720-53-7 メタホウ酸鉛（ＩＩ） ほう素化合物、鉛化合物
Boric acid (HBO2), lead(2+) salt (2:1) Lead borate  Lead
borate

硼酸铅; 偏硼酸铅

'0305/013 Ⅱ '75-74-1 テトラメチル鉛 鉛化合物 Tetramethyl lead 四甲基铅
'0305/014 Ⅱ '78-00-2 四エチル鉛 鉛化合物 Tetraethyllead 四乙基铅
'0305/015 Ⅱ '301-04-2 酢酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead di(acetate) 乙酸铅; 醋酸铅

'0305/016 Ⅱ '301-08-6 ２－エチルヘキサン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物
Lead bis(2-ethylhexanoate)  Hexanoic acid, 2-ethyl-,
lead(2+) salt

异辛酸铅; 2-乙基己酸铅

'0305/017 Ⅱ '546-67-8 酢酸鉛（ＩＶ） 鉛化合物 Lead(IV) acetate 醋酸铅(Ⅳ)
'0305/018 Ⅱ '592-87-0 チオシアン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(II) thiocyanate  Lead thiocyanate 硫氰酸铅(Ⅱ)
'0305/019 Ⅱ '598-63-0 炭酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead carbonate 碳酸铅
'0305/020 Ⅱ '814-93-7 シュウ酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead oxalate 草酸铅; 乙二酸铅(Ⅱ)
'0305/021 Ⅱ '873-54-1 安息香酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead benzoate  Lead dibenzoate 苯甲酸铅; 安息香酸铅
'0305/022 Ⅱ '1072-35-1 ステアリン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(II) stearate  Stearic acid, lead (2+) salt 硬脂酸铅
'0305/023 Ⅱ '1120-46-3 オレイン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead dioleate  Lead oleate 油酸铅
'0305/024 Ⅱ '1309-60-0 酸化鉛（ＩＶ） 鉛化合物 Lead(IV) oxide  Lead peroxide 二氧化铅; 过氧化铅

'0305/025 Ⅱ '1310-03-8 六フッ化ケイ酸鉛（ＩＩ）・二水和物 鉛化合物
Silicate(2-), hexafluoro-, lead(2+) (1:1), dihydrate  Lead
hexafluorosilicate

六氟硅酸铅

'0305/026 Ⅱ '1314-41-6 四酸化三鉛 鉛化合物 Trilead tetraoxide  Lead tetraoxide 四氧化三铅; 红丹; 铅丹
'0305/027 Ⅱ '1314-87-0 硫化鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(II) sulfide  Lead sulfide (PbS) 硫化铅

'0305/028 Ⅱ '1317-36-8 酸化鉛（ＩＩ） 鉛化合物
Lead(II) oxide Lead oxide (PbO) C.I. Pigment Yellow 46 Lead
monoxide Lead(2+) oxide  Lead monoxide

氧化铅(Ⅱ); 黄丹

'0305/029 Ⅱ '1344-40-7 二塩基性亜リン酸鉛・１／２水和物 鉛化合物 Dibasic lead phosphite  Lead oxide phosphonate, 亚磷酸铅(Ⅱ); 二盐基亚磷酸铅
'0305/030 Ⅱ '6080-56-4 酢酸鉛（ＩＩ）・三水和物 鉛化合物 Lead(II) acetate trihydrate 乙酸铅三水合物; 醋酸铅三水合物
'0305/031 Ⅱ '6838-85-3 フタル酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead phthalate 1,2-苯二甲酸铅; 邻苯二甲酸铅
'0305/032 Ⅱ '7319-86-0 オクタン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Octanoic acid, lead(2+) salt  Lead(2+) octanoate 辛酸铅
'0305/033 Ⅱ '7446-10-8 亜硫酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead sulphite  Sulfurous acid, lead(2++) salt (1:1) 亚硫酸铅(Ⅱ)
'0305/034 Ⅱ '7446-14-2 硫酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead sulphate 硫酸铅(Ⅱ)
'0305/035 Ⅱ '7446-27-7 リン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Trilead bis(orthophosphate)  Lead phosphate 二盐基磷酸铅
'0305/036 Ⅱ '7717-46-6 ステアリン酸鉛（ＩＶ） 鉛化合物 Lead(4+) stearate 硬脂酸铅
'0305/037 Ⅱ '7758-95-4 塩化鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(II) chloride  Lead chloride 氯化铅
'0305/038 Ⅱ '7759-01-5 タングステン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead tungsten tetraoxide  Lead tungsten oxide 钨酸铅(Ⅱ)
'0305/039 Ⅱ '7783-46-2 フッ化鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(II) fluoride  Lead fluoride 二氟化铅
'0305/040 Ⅱ '10031-22-8 臭化鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead bromide (PbBr2) 溴化铅(Ⅱ)
'0305/041 Ⅱ '10099-74-8 硝酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(II) nitrate  Lead nitrate 硝酸铅(Ⅱ)
'0305/042 Ⅱ '10099-76-0 ケイ酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead monosilicate  Silicic acid (H2SiO3), lead(2+) salt (1:1) 硅酸铅
'0305/043 Ⅱ '10101-63-0 ヨウ化鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(II) iodide  Lead iodide 碘化铅
'0305/044 Ⅱ '10294-47-0 塩素酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Chloric acid, lead(2+) salt 氯酸，铅(2+)盐
'0305/045 Ⅱ '12013-69-3 鉛酸二カルシウム 鉛化合物 Calcium lead oxide  Plumbate (PbO44-), calcium (1:2), (T- 铅酸钙
'0305/046 Ⅱ '12034-30-9 亜ナマリ酸ナトリウム 鉛化合物 Lead disodium dioxide  Plumbate (PbO22-), disodium 铅酸钾
'0305/047 Ⅱ '12036-76-9 塩基性硫酸鉛（Ｐｂ２Ｏ（ＳＯ４）） 鉛化合物 Lead oxide sulfate (Pb2O(SO4)) 一价硫酸铅
'0305/048 Ⅱ '12059-89-1 酸化鉛（Ｉ） 鉛化合物 Dilead oxide  Lead oxide (Pb2O) 低氧化化铅
'0305/049 Ⅱ '12202-17-4 三塩基性硫酸鉛（Ｐｂ４Ｏ３（ＳＯ４）） 鉛化合物 Tetralead trioxide sulphate  Lead oxide sulfate 三盐基硫酸铅; 三价硫酸铅

'0305/050 Ⅱ '12275-07-9 マレイン酸三酸化四鉛 鉛化合物
(maleato)trioxotetralead  1,3,5,7,9-Pentaoxa-
2.lambda.2,4.lambda.2,6.lambda.2,8.lambda.2-
tetraplumbacyclotridec-11-ene-10,13-dione, (Z)-

马来酸铅(Ⅱ)三价

'0305/051 Ⅱ '12578-12-0 ジオキソビス（ステアリン酸）三鉛 鉛化合物 Dioxobis(stearato)trilead  Lead, bis(octadecanoato)dioxotri- 双(十八酸基)二氧代三铅
'0305/052 Ⅱ '13094-04-7 ［Ｒ－（Ｚ）］－１２－ヒドロキシ－９－オクタデセン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(2+) (R)-12-hydroxyoleate （R）12－羟基油酸铅（2＋）
'0305/053 Ⅱ '13424-46-9 アジ化鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead diazide  lead azide Lead azide Lead diazide 叠氮化铅(Ⅱ); 迭氮铅
'0305/054 Ⅱ '13453-57-1 亜塩素酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Chlorous acid, lead(2+) salt 亚氯酸，铅(2+)盐
'0305/055 Ⅱ '13453-62-8 過塩素酸鉛（ＩＩ）・三水和物 鉛化合物 Perchloric acid, lead(2+) salt (2:1), trihydrate 高氯酸铅(Ⅱ)三水合物; 过氯酸铅
'0305/056 Ⅱ '13510-96-8 塩素酸鉛（ＩＩ）・一水和物 鉛化合物 Chloric acid, lead(2+) salt, monohydrate 氯酸，铅(2+)盐，一水合物
'0305/057 Ⅱ '13566-17-1 ケイ酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Silicic acid (H4SiO4), lead(2+) salt (1:2)  Lead silicate 硅酸铅
'0305/058 Ⅱ '13637-76-8 過塩素酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(II) perchlorate trihydrate  Lead perchlorate 高氯酸铅(Ⅱ); 过氯酸铅
'0305/059 Ⅱ '13701-91-2 臭化鉛（ＩＶ） 鉛化合物 Plumbane, tetrabromo- 四溴铅烷
'0305/060 Ⅱ '13767-78-7 スルファミン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead disulphamidate 二硫代酰胺化铅

'0305/061 Ⅱ '15245-44-0 ２，４，６－トリニトロ－１，３－ベンゼンジオール鉛（ＩＩ）塩 鉛化合物
Lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide  lead 2,4,6-
trinitroresorcinoxide  lead styphnate  1,3-Benzenediol,
2,4,6-trinitro-, lead salt

三硝基间苯二酚铅; 收敛酸铅

'0305/062 Ⅱ '15282-88-9 ビス（アセチルアセトナト－Ｏ，Ｏ’）鉛 鉛化合物 Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')lead 二(2,4-乙酰丙铜酸)铅(Ⅱ)
'0305/063 Ⅱ '15516-84-4 ４－メチル安息香酸鉛（ＩＶ） 鉛化合物 Benzoic acid, 4-methyl-, lead(4+) salt 4-甲基苯甲酸铅
'0305/064 Ⅱ '15576-47-3 臭化鉛（Ｉ） 鉛化合物 Lead bromide (PbBr) 溴化铅(PbBr)
'0305/065 Ⅱ '15748-73-9 ビス［２－（ヒドロキシ－Ｏ）ベンゾアト－Ｏ］鉛 鉛化合物 Lead, bis(2-hydroxybenzoato-O1,O2)-, (T-4)- 水杨酸铅
'0305/066 Ⅱ '15773-52-1 デカン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(2+) decanoate 羊蜡酸铅
'0305/067 Ⅱ '15773-53-2 ヘキサン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead dihexanoate 己酸铅
'0305/068 Ⅱ '15773-55-4 ラウリン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead dilaurate  Dodecanoic acid, lead(2+) salt 月桂酸铅
'0305/069 Ⅱ '15773-56-5 パルミチン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead dipalmitate 棕榈酸铅

'0305/070 Ⅱ '15845-52-0 リン酸水素鉛（ＩＩ） 鉛化合物
Lead hydrogenorthophosphate  Phosphoric acid, lead(2+)
salt (1:1)

磷酸铅

'0305/071 Ⅱ '17570-76-2 メタンスルホン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物
Lead(II) methanesulphonate  Methanesulfonic acid, lead(2+)
salt

甲基磺酸铅; 阿的平甲磺酸铅(Ⅱ)

'0305/072 Ⅱ '17976-43-1
シクロ［１，２－ベンゼンジカルボキシラト（２－）］ジオキソ三
鉛

鉛化合物
Cyclo-di-mu-oxo(mu-phthalato)trilead  Lead, [mu-[1,2-
benzenedicarboxylato(2-)-O1:O2]]di-mu-oxotri-, cyclo-

环二－m－氧代（m－邻苯二甲酸）三铅

'0305/073 Ⅱ '19783-14-3 水酸化鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(II) hydroxide  Lead hydroxide 氢氧化铅
'0305/074 Ⅱ '20534-94-5 フェノール鉛（ＩＩ）塩 鉛化合物 Phenol, lead(2+) salt 苯酚，铅(2+)盐
'0305/075 Ⅱ '20837-86-9 シアナミド鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Cyanamide, lead(2+) salt (1:1)  Lead cyanamide 氰氨化铅
'0305/076 Ⅱ '25659-31-8 ヨウ素酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead diiodate  Lead iodate 二碘酸铅
'0305/077 Ⅱ '25808-74-6 六フッ化ケイ酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead hexafluorosilicate  Lead fluorosilicate 氟硅酸铅二水合物
'0305/078 Ⅱ '27496-91-9 メチル安息香酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Benzoic acid, methyl-, lead(2+) salt 苯甲酸，甲基-，铅（2 +）盐
'0305/079 Ⅱ '28267-01-8 テトラコサン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Tetracosanoic acid, lead(2+) salt 二十四烷酸，铅（2+）盐

'0305/080 Ⅱ '30051-53-7 ビス（ジイソプロピルジチオカルバマト）鉛 鉛化合物
Lead, bis[bis(1-methylethyl)carbamodithioato-
kappaS,kappaS']-, (T-4)-

铅, 二[二(1-甲基乙基)二硫代氨基甲酸-S,S']-, (T-4)-

'0305/081 Ⅱ '33627-12-2 リノール酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead dilinoleate 二亚油酸铅
'0305/082 Ⅱ '34295-32-4 ２－メチル安息香酸鉛（ＩＶ） 鉛化合物 Benzoic acid, 3-methyl-, lead(4+) salt 3-甲基苯甲酸铅
'0305/083 Ⅱ '35837-70-8 ３，５，５－トリメチルヘキサン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead bis(3,5,5-trimethylhexanoate) 二(3,5,5-三甲基己酸)铅
'0305/084 Ⅱ '41453-50-3 ２，４－ジヒドロキシ安息香酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead bis(2,4-dihydroxybenzoate)  Lead b-resorcylate 2,4-二羟基苯甲酸铅(Ⅱ)

'0305/085 Ⅱ '41556-46-1 ビス（１－ピペリジンカルボジチオアト－Ｓ，Ｓ’）鉛 鉛化合物
Lead pentamethylenedithiocarbamate  Lead bis(piperidine-
1-carbodithioate)

五亚甲基二硫代氨基甲酸铅

'0305/086 Ⅱ '52337-73-2 ２－メチル安息香酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Benzoic acid, 2-methyl-, lead(2+) salt 2-甲基苯甲酸铅
'0305/087 Ⅱ '52847-85-5 イソノナン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Isononanoic acid, lead(2+) salt  Lead bis(isononanoate) 异壬酸铅(Ⅱ)盐

'0305/088 Ⅱ '53113-58-9
［Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グリシナト（３－）－Ｎ，Ｏ，
Ｏ’，Ｏ’’］鉛酸ナトリウム

鉛化合物
Plumbate(1-), [N,(carboxymethyl)glycinato(3-)-N,O,O',O'']-,
sodium, (T-4)-

（N-（羧甲基）甘氨酸基（3-）- N，O，O '，O"）铅酸（1-）钠，
（T-4）-

'0305/089 Ⅱ '56189-09-4 ビス（ステアリン酸）ジオキソ二鉛 鉛化合物 Dibasic lead stearate 二盐基性硬脂酸铅; 二代硬脂酸铅

'0305/090 Ⅱ '57142-78-6 フタル酸オキソ二鉛 鉛化合物
Basic lead phthalate  Lead, [1,2-benzenedicarboxylato(2-
)]oxodi-

二价邻苯二甲酸铅

'0305/091 Ⅱ '58274-53-6 ４－メチル安息香酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Benzoic acid, 4-methyl-, lead(2+) salt 4-甲基苯甲酸铅
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'0305/092 Ⅱ '58405-97-3 １２－ヒドロキシオクタデカン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead bis(12-hydroxystearate) 二(12-羟基硬脂酸)铅
'0305/093 Ⅱ '63399-94-0 ヘプタデカン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Heptadecanoic acid, lead(2+) salt  Lead(2+) heptadecanoate 硬脂酸铅(Ⅱ)
'0305/094 Ⅱ '63400-07-7 ウンデカン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Undecanoic acid, lead(2+) salt 十一烷酸铅(Ⅱ)
'0305/095 Ⅱ '63400-08-8 ノナン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Nonanoic acid, lead(2+) salt 壬酸铅(Ⅱ)

'0305/096 Ⅱ '69011-06-9 ［１，２－ベンゼンジカルボキシラト（２－）］ジオキソ三鉛 鉛化合物
Lead dioxide phthalate  Lead, [1,2-benzenedicarboxylato(2-
)]dioxotri-

二盐基邻苯二甲酸铅; [1,2-苯二羧酸根合(2-)]二氧化三铅

'0305/097 Ⅱ '69090-73-9
ビス［ビス（２－メチルプロピル）カルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’］
鉛

鉛化合物 Lead, bis[bis(2-methylproply)carbanodithioato-S,S']- (T-4)- 铅，双（双（2-甲基丙基）二硫代羧酸基-S，S’）-（T-4）-

'0305/098 Ⅱ '69637-83-8 ビス［（Ｅ）－９－オクタデセン酸］鉛（ＩＩ） 鉛化合物 9-Octadecenoic acid, lead(2+) salt, (E)- 9-十八碳烯酸，铅（2+）盐，（E）-
'0305/099 Ⅱ '70727-02-5 イソステアリン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(2+) isooctadecanoate 异硬脂酸铅
'0305/100 Ⅱ '70995-63-0 ビス（ジプロピルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）鉛 鉛化合物 Lead, bis(dipropylcarbamodithioato-kappaS,kappaS')-, (T- (T-4)-二(二丁基二硫代氨基甲酸-S,S')铅
'0305/101 Ⅱ '71684-29-2 ネオデカン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Neodecanoic acid, lead(2+) salt  Lead(2+) neodecanoate 新癸酸铅(Ⅱ)
'0305/102 Ⅱ '72437-77-5 ２－ヒドロキシエタンスルホン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, lead(2+) salt (2:1) 2-羟基乙磺酸, 铅(Ⅱ)盐(2:1)
'0305/103 Ⅱ '72586-00-6 ノニルフェノール鉛（ＩＩ）塩 鉛化合物 Lead bis(nonylphenolate) 二(壬基苯醚)铅
'0305/104 Ⅱ '76835-98-8 ２２－トリコセン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 22-Tricosenoic acid, lead(2+) salt 22-二十三烯酸，铅（2+）盐
'0305/105 Ⅱ '83689-82-1 六フッ化ケイ酸鉛（ＩＩ）・四水和物 鉛化合物 Silicate(2+), hexafluoro-, lead(2+) (1:1), tetrahydrate 六氟硅酸盐(2 +)，铅（2+）（1：1），四水合物
'0305/106 Ⅱ '84852-34-6 イソデカン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Isodecanoic acid, lead(2+) salt  Lead(II) isodecanoatet 异癸酸铅(Ⅱ)盐

'0305/107 Ⅱ '85292-77-9 ４－（１，１－ジメチルエチル）安息香酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物
Benzoic acid, 4-(1,1-dimethylethyl)-, lead(2+) salt  Lead(2+)
4-(1,1-dimethylethyl)benzoate

4-叔丁基苯甲酸铅

'0305/108 Ⅱ '87835-32-3 ２－プロピルペンタン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Pentanoic acid, 2-propyl-, lead(2+) salt 2-丙基戊酸, 铅(Ⅱ)盐
'0305/109 Ⅱ '91187-55-2 ２－ブチル安息香酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Benzoic acid, 2-butyl-, lead(2+) salt 4-丁基苯甲酸铅

'0305/110 Ⅱ '93892-65-0
ビス（Ｎ－エチル－Ｎ－フェニルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）
鉛

鉛化合物
-N-phenyldithiocarbamate  Carbamodithioic acid,
ethylphenyl-, lead(2+) salt

乙苯基二硫代甲酸铅(Ⅱ)盐

'0305/111 Ⅱ '93894-48-5 ネオノナン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(2+) neononanoate 新壬酸铅
'0305/112 Ⅱ '93894-49-6 ネオウンデカン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(2+) neoundecanoate 新十一烷酸铅
'0305/113 Ⅱ '93965-29-8 イソウンデカン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead bis(isoundecanoate) 异十一烷酸铅(Ⅱ)盐
'0305/114 Ⅱ '93981-67-0 イソオクタン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(II) isooctanoate 异辛酸铅
'0305/115 Ⅱ '95892-13-0 イソヘキサデカン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Lead(2+) isohexadecanoate 异十六烷酸锰(II)盐
'0305/116 Ⅱ '103427-19-6 ２－ヒドロキシ－１－プロパンスルホン酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-, lead(2+) salt (2:1) 2-羟基-1-丙磺酸铅
'0305/117 Ⅱ '128226-81-3 シュウ酸鉛（ＩＩ）・三水和物 鉛化合物 Ethanedioic acid, lead(2+) salt (1:1), trihydrate 乙二酸，铅(2+)盐(1:1)，三水合物
'0305/118 Ⅱ '7645-25-2 ヒ酸鉛（１：？） 砒素及びその無機化合物、鉛化合物 Arsenic acid (H3AsO4), lead salt  Lead arsenate, unspecified 砷酸（H3AsO4），铅盐
'0305/119 Ⅱ '10099-79-3 バナジン酸鉛 バナジウム化合物、鉛化合物 Lead vanadate 钒酸铅
'0305/122 Ⅱ '1311-11-1 水酸化鉛オキシド 鉛化合物 Hydroxylead 碱性氢氧化铅
'0305/123 Ⅱ '1314-91-6 テルル化鉛 鉛化合物 Lead telluride 碲化铅(Ⅱ)
'0305/124 Ⅱ '1319-46-6 水酸化炭酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Trilead bis(carbonate) dihydroxide  Lead carbonate 碳酸铅(Ⅱ), 碱性; 碱式碳酸铅

'0305/125 Ⅱ '1326-05-2 ２’，４’，５’，７’－テトラブロモフルオレセイン鉛（１：？） 鉛化合物
2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-9-yl)benzoic
acid, lead salt  Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-
3-one, 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy-, lead salt

2－（2，4，5，7－四溴－3，6－二羟基杂蒽－9－基）苯甲
酸，铅盐

'0305/126 Ⅱ '1762-26-1 エチルトリメチル鉛 鉛化合物 Ethyltrimethyl lead  Plumbane, ethyltrimethyl- 乙基三甲基铅
'0305/127 Ⅱ '1762-27-2 ジエチルジメチル鉛 鉛化合物 Diethyldimethyl lead  Plumbane, diethyldimethyl- 二乙基二甲基铅
'0305/128 Ⅱ '1762-28-3 トリエチルメチル鉛 鉛化合物 Triethylmethyl lead  Plumbane, triethylmethyl- 三乙基甲基铅
'0305/129 Ⅱ '7428-48-0 ステアリン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Stearic acid, lead salt  Lead stearate 硬脂酸铅
'0305/130 Ⅱ '7783-59-7 四フッ化鉛 鉛化合物 Lead tetrafluoride  Lead(IV) fluoride 四氟化铅
'0305/131 Ⅱ '9008-26-8 樹脂酸とロジン酸の鉛塩 鉛化合物 Resin acids and rosin acids, lead salts 树脂酸铅
'0305/132 Ⅱ '11120-22-2 ケイ酸鉛 鉛化合物 Silicic acid, lead salt  Lead silicate 硅酸铅
'0305/133 Ⅱ '12034-88-7 ニオブ酸鉛 鉛化合物 Lead niobate 铌酸铅
'0305/134 Ⅱ '12060-00-3 チタン酸鉛 鉛化合物 Lead titanate  Lead titanium oxide (PbTiO3) 钛酸铅
'0305/135 Ⅱ '12060-01-4 ジルコニウム酸鉛 鉛化合物 Lead zirconate 锆酸铅(Ⅱ)
'0305/136 Ⅱ '12065-68-8 タンタル酸鉛 鉛化合物 Lead ditantalum hexaoxide Lead tantalate 钽酸铅
'0305/137 Ⅱ '12626-81-2 ジルコニウムチタン鉛オキシド 鉛化合物 Lead titanium zirconium oxide (Pb(Ti,Zr)O3) 锆酸钛酸铅
'0305/138 Ⅱ '13427-42-4 炭酸鉛 鉛化合物 Lead(II) carbonate 碳酸铅（II）
'0305/139 Ⅱ '15306-30-6 ラウリン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Lauric acid, lead salt 2,4-乙酰基丙酮酸铅
'0305/140 Ⅱ '15347-55-4 オレイン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Lead oleate  9-Octadecenoic acid (Z)-, lead salt 油酸铅
'0305/141 Ⅱ '15347-57-6 酢酸鉛（１：？） 鉛化合物 Lead acetate 乙酸铅
'0305/142 Ⅱ '15696-43-2 オクタン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Octanoic acid, lead salt 辛酸铅
'0305/143 Ⅱ '15739-80-7 硫酸鉛（１：？） 鉛化合物 Sulphuric acid, lead salt  Lead sulfate 硫酸铅
'0305/144 Ⅱ '15843-48-8 シュウ酸鉛（１：？） 鉛化合物 Ethanedioic acid, lead salt 乙二酸，铅盐
'0305/145 Ⅱ '15907-04-7 安息香酸鉛（１：？） 鉛化合物 Benzoic acid, lead salt  Lead benzoate 苯甲酸铅
'0305/146 Ⅱ '16038-76-9 亜リン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Phosphonic acid, lead salt (1:?) 亚磷酸铅 (1:?)
'0305/147 Ⅱ '16996-40-0 ２－エチルヘキサン酸鉛（１：？） 鉛化合物 2-ethylhexanoic acid, lead salt  Lead 2-ethylhexoate 异辛酸铅; 2-乙基己酸铅
'0305/148 Ⅱ '16996-51-3 リノール酸鉛（１：？） 鉛化合物 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, lead salt  Lead linoleate 十八碳-9，12-二烯酸（Z，Z）－，铅盐
'0305/149 Ⅱ '19528-55-3 パルミチン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Lead palmitate 棕榈酸铅
'0305/150 Ⅱ '20403-42-3 セバシン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Decanoic acid, lead salt 羊蜡酸铅
'0305/151 Ⅱ '20936-32-7 ２，４－ジヒドロキシ安息香酸鉛（１：？） 鉛化合物 Lead 2,4-dihydroxybenzoate 2,4-二羟基苯甲酸铅

'0305/152 Ⅱ '23621-79-6 ３，５，５－トリメチルヘキサン酸鉛（１：？） 鉛化合物
3,5,5-trimethylhexanoic acid, lead salt  Hexanoic acid, 3,5,5-
trimethyl-, lead salt

3,5,5-三甲基己酸铅

'0305/153 Ⅱ '25510-11-6 炭酸鉛（ＩＩ）（１：？） 鉛化合物 Lead carbonate  Carbonic acid, lead(2+) salt 碳酸, 铅(Ⅱ)盐
'0305/154 Ⅱ '25987-03-5 フェノール鉛塩（１：？） 鉛化合物 Phenol, lead salt 苯酚铅盐
'0305/155 Ⅱ '27253-28-7 ネオデカン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Neodecanoic acid, lead salt  Lead neodecanoate 新癸酸铅
'0305/156 Ⅱ '27253-41-4 イソノナン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Isononanoic acid, lead salt 异壬酸铅
'0305/157 Ⅱ '41234-07-5 ノナン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Nonanoic acid, lead salt 壬酸铅
'0305/158 Ⅱ '61790-14-5 ナフテン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Lead naphthenate 环烷酸铅
'0305/159 Ⅱ '64504-12-7 イソオクタン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Isooctanoic acid, lead salt 异辛酸铅
'0305/160 Ⅱ '65127-78-8 １２－ヒドロキシオクタデカン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Lead 12-hydroxyoctadecanoate 12-羟基十八酸铅
'0305/161 Ⅱ '76925-97-8 ２－メチル安息香酸鉛（１：？） 鉛化合物 Benzoic acid, 2-methyl-, lead salt 2-甲基苯甲酸铅
'0305/162 Ⅱ '82696-30-8 ヒドロキシベンゼンスルホン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Benzenesulfonic acid, hydroxy-, lead salt 羟基苯磺酸铅
'0305/163 Ⅱ '90583-37-2 塩基性亜硫酸鉛（ＩＩ） 鉛化合物 Sulfurous acid, lead(2+) salt, basic 碱式亚硫酸铅
'0305/164 Ⅱ '93966-38-2 テトラコサン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Lead tetracosanoate 木焦油酸铅; 二十四烷酸铅(Ⅱ)盐
'0305/165 Ⅱ '93966-74-6 ペンタデカン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Lead pentadecanoate 异十五烷酸铅(Ⅱ)盐
'0305/166 Ⅱ '95860-12-1 メタンスルホン酸鉛（１：？） 鉛化合物 Methanesulfonic acid, lead salt 阿的平甲磺酸铅
'0305/167 Ⅱ '97952-39-1 ７－メチルオクタン酸鉛（１：？） 鉛化合物 7-methyloctanoic acid, lead salt 7-甲基辛酸铅
'0305/168 Ⅱ '114601-64-8 ２－ヒドロキシ－１－プロパンスルホン酸鉛（１：？） 鉛化合物 1-Propanesulfonic acid, 2-hydroxy-, lead salt 2-羟基-1-丙磺酸铅
'0305/169 Ⅱ '133988-90-6 １－ヒドロキシ－２－プロパンスルホン酸鉛（１：？） 鉛化合物 2-Prpanesulfonic acid, 1-hydroxy-, lead salt 1-羟基-2-丙磺酸，铅盐
'0309/000 Ⅱ ' ニッケル化合物 ニッケル化合物 nickel compounds 镍化合物
'0309/003 Ⅱ '10028-18-9 フッ化ニッケル（ＩＩ） ふっ化水素及びその水溶性塩、ニッケル化合物 Nickel fluoride (NiF2) 氟化镍
'0309/005 Ⅱ '12007-00-0 ホウ化ニッケル（ＩＩＩ） ほう素化合物、ニッケル化合物 Nickel boride (NiB) 硼化镍
'0309/006 Ⅱ '12068-61-0 ヒ化ニッケル（ＮｉＡｓ２） 砒素及びその無機化合物、ニッケル化合物 Nickel diarsenide 二砷化镍
'0309/007 Ⅱ '13940-83-5 フッ化ニッケル（ＩＩ）・四水和物 ふっ化水素及びその水溶性塩、ニッケル化合物 Nickel fluoride (NiF2), tetrahydrate 氟化镍四水和物
'0309/010 Ⅱ '27016-75-7 ヒ化ニッケル（ＮｉＡｓ） 砒素及びその無機化合物、ニッケル化合物 Nickel arsenide (NiAs) 一砷化镍
'0309/013 Ⅱ '373-02-4 酢酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel(II) acetate 乙酸镍; 醋酸镍
'0309/014 Ⅱ '547-67-1 シュウ酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Ethanedioic acid, nickel(2+) salt (1:1) 草酸镍(Ⅱ)
'0309/015 Ⅱ '1313-99-1 酸化ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel oxide 一氧化镍
'0309/016 Ⅱ '1314-06-3 酸化ニッケル（ＩＩＩ） ニッケル化合物 Nickel oxide (Ni2O3) 三氧化二镍
'0309/017 Ⅱ '3264-82-2 ビス（アセチルアセトナト－Ｏ，Ｏ’）ニッケル ニッケル化合物 Nickel, bis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (SP-4-1)- 二(2,4-乙酰丙酮)镍(Ⅱ)二水合物
'0309/018 Ⅱ '3333-67-3 炭酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel carbonate 碳酸镍
'0309/019 Ⅱ '3349-06-2 ギ酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Formic acid, nickel(2+) salt 甲酸镍(Ⅱ)二水合物
'0309/020 Ⅱ '6018-89-9 酢酸ニッケル（ＩＩ）・四水和物 ニッケル化合物 Nickel acetate tetrahydrate 乙酸镍四水合物

'0309/021 Ⅱ '6018-92-4 クエン酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物
1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, nickel(2+) salt
(2:3)

柠檬酸镍; 2-羟基-1,2,3-丙三羧酸镍

'0309/022 Ⅱ '7718-54-9 塩化ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel(II) chloride 氯化镍
'0309/023 Ⅱ '7785-20-8 硫酸ニッケル（ＩＩ）アンモニウム・六水和物 ニッケル化合物 Sulfuric acid, ammonium nickel(2+) salt 二(硫酸)镍(Ⅱ)铵六水合物
'0309/024 Ⅱ '7786-81-4 硫酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel sulphate 硫酸镍
'0309/025 Ⅱ '7790-34-3 ヨウ化ニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物 Nickel diiodide hexahydrate 碘化镍（ＩＩ）・六水合物
'0309/026 Ⅱ '7791-20-0 塩化ニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物 Nickel(II) chloride hexahydrate (1:2:6) 氯化镍六水合物
'0309/027 Ⅱ '10101-98-1 硫酸ニッケル（ＩＩ）・七水和物 ニッケル化合物 Sulfuric acid, nickel(2+) salt (1:1), heptahydrate 硫酸镍七水合物
'0309/028 Ⅱ '10294-65-2 硫酸カリウムニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物 Sulfuric acid, nickel(2+) potassium salt (2:1:2), hexahydrate 硫酸镍钾（ＩＩ）・六水合物
'0309/029 Ⅱ '10381-36-9 リン酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Phosphoric acid, nickel(2+) salt (2:3) 磷酸镍

'0309/030 Ⅱ '10471-42-8 （Ｒ，Ｒ）－酒石酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物
Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, nickel(2+) salt
(1:1)

（Ｒ,Ｒ）-酒石酸镍（ＩＩ）

'0309/031 Ⅱ '12035-36-8 酸化ニッケル（ＩＶ） ニッケル化合物 Nickel oxide (NiO2) 二氧化镍
'0309/032 Ⅱ '12035-72-2 二硫化三ニッケル ニッケル化合物 Nickel subsulfide 二硫化三镍
'0309/033 Ⅱ '12054-48-7 水酸化ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel hydroxide 氢氧化镍
'0309/034 Ⅱ '12137-12-1 四硫化三ニッケル ニッケル化合物 trinickel tetrasulfidenickel sulfide (Ni3S4) 四硫化三镍，硫化镍(Ni3S4)
'0309/035 Ⅱ '12607-70-4 塩基性炭酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 [carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel （碳酸（2－））四羟基三镍
'0309/036 Ⅱ '13138-45-9 硝酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel nitrate (2+ salt) 无水硝酸镍; 硝酸亚镍
'0309/037 Ⅱ '13462-88-9 臭化ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel bromide (NiBr2) 溴化镍
'0309/038 Ⅱ '13462-90-3 ヨウ化ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel(II) iodide 碘化镍(Ⅱ)
'0309/039 Ⅱ '13463-39-3 ニッケルカルボニル ニッケル化合物 Nickel carbonyl (Ni(CO)4) 羰基镍; 碳酰基镍; 四碳酰镍
'0309/041 Ⅱ '13477-94-6 塩素酸ニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物 Nickel dichlorate hexahydrate 六水高氯酸镍（ＩＩ）
'0309/042 Ⅱ '13478-00-7 硝酸ニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物 Nickel(II) nitrate, hexahydrate (1:2:6) 硝酸镍(Ⅱ)六水合物; 硝酸亚镍

'0309/043 Ⅱ '13478-93-8
ビス［［２，３－ブタンジオン ジ（オキシマト－Ｎ）］（１－）］ニッ
ケル

ニッケル化合物 Bis(butanedione dioximato)nickel 二(二甲基乙二肟)镍

'0309/044 Ⅱ '13520-61-1 過塩素酸ニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物 Perchloric acid, nickel(2+) salt, hexahydrate 高氯酸镍(Ⅱ)六水合物
'0309/045 Ⅱ '13637-71-3 過塩素酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel perchlorate 高氯酸镍(Ⅱ); 过氯酸镍
'0309/046 Ⅱ '13770-89-3 スルファミン酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Sulfamic acid, nickel(2+) salt (2:1) 氨基硫酸镍
'0309/047 Ⅱ '13842-46-1 硫酸カリウムニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel dipotassium bis(sulphate) 二硫酸二钾一镍
'0309/048 Ⅱ '13927-77-0 ビス（Ｎ，Ｎ－ジブチルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）ニッケル ニッケル化合物 Nickel, bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')-, (SP-4-1)- 二丁基二硫代氨基甲酸镍

'0309/049 Ⅱ '14055-02-8 ［フタロシアニナト（２－）］ニッケル ニッケル化合物
Nickel, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-,
(SP-4-1)-

酞菁镍

'0309/050 Ⅱ '14216-75-2 硝酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel nitrate 硝酸镍
'0309/051 Ⅱ '14220-17-8 テトラシアン化ニッケル酸二カリウム ニッケル化合物 Nickel potassium cyanide 四氰化镍(Ⅱ)酸钾
'0309/052 Ⅱ '14267-17-5 ビス（Ｎ，Ｎ－ジエチルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）ニッケル ニッケル化合物 Nickel, bis(diethylcarbamodithioato-S,S')-, (SP-4-1)- 双(二乙基双二硫代氨基甲酸)镍
'0309/053 Ⅱ '14332-33-3 ホスホン酸水素ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Phosphonic acid, nickel(2+) salt (1:1) 膦酸镍（ＩＩ）
'0309/054 Ⅱ '14332-34-4 リン酸水素ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel hydrogen phosphate 磷酸氢镍

'0309/055 Ⅱ '14363-30-5
ビス［２－ヒドロキシベンズアルデヒドオキシマト－Ｎ，Ｏ］ニッ
ケル

ニッケル化合物 Bis(2-hydroxybenzaldehyde oximato-N,O)nickel 双[2-羟基苯甲醛肟-N,O］镍
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'0309/056 Ⅱ '14516-71-3
（１－ブタナミン）［［２，２’－チオビス［４－（１，１，３，３－テト
ラメチルブチル）フェノラト］］（２－）］ニッケル

ニッケル化合物
(butylamine)[[2,2'-thiobis[4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenolato]](2-)-O,O',S]nickel

(1-丁胺)[[2,2'-(硫-kS)二[4-(1,1,3,3,-四甲基丁基)苯酚根合-
kO]](2-)]镍

'0309/057 Ⅱ '14550-87-9 臭素酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel dibromate 二溴酸镍

'0309/058 Ⅱ '14931-84-1 エチレンジアミン四酢酸ニッケル ニッケル化合物
(OC-6-21)-[[N,N'-1,2-Ethanediylbis[N-[(carboxy-
O)methyl]glycinato-N,O]](4-)]nickelate

乙二胺四乙酸镍

'0309/059 Ⅱ '14998-37-9 酢酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel acetate 乙酸镍
'0309/060 Ⅱ '15099-34-0 硝酸ニッケル（ＩＩＩ） ニッケル化合物 Nickel trinitrate 硝酸镍（ＩＩＩ）

'0309/061 Ⅱ '15317-78-9
ビス［Ｎ，Ｎ－ビス（２－メチルプロピル）カルバモジチオアト－
Ｓ，Ｓ’］ニッケル

ニッケル化合物
Nickel, bis[bis(2-methylpropyl)carbamodithioato-S,S']-, (SP-
4-1)-

二异丁基二硫代氨基甲酸镍

'0309/062 Ⅱ '15521-65-0 ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）ニッケル ニッケル化合物 Nickel dimethyldithiocarbamate 二甲基二硫代氨基甲酸镍
'0309/063 Ⅱ '15699-18-0 硫酸ニッケル（ＩＩ）アンモニウム ニッケル化合物 Nickel ammonium sulfate 硫酸镍铵
'0309/064 Ⅱ '15699-20-4 硫酸ルビジウムニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Sulfuric acid, nickel(2+) rubidium salt (2:1:2) 硫酸镍铷（ＩＩ）

'0309/065 Ⅱ '16432-37-4
［［２，２’－スルホニルビス［４－（１，１，３，３－テトラメチルブ
チル）フェノラト－Ｏ］］（２－）］ニッケル

ニッケル化合物
Nickel, [[2,2'-sulfonylbis[4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenolato]](2-)-O1,O1',O2]-

[[2,2'-(磺酰基-κO)双[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基化-κ
O]](2-)]镍

'0309/066 Ⅱ '16812-54-7 硫化ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel sulfide (NiS) 硫化镍(Ⅱ)
'0309/067 Ⅱ '18718-11-1 酸性リン酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel bis(dihydrogen phosphate) 磷酸二氢镍; 酸式磷酸镍

'0309/068 Ⅱ '18756-97-3 （Ｒ，Ｒ）－酒石酸ナトリウムニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物
(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, nickel(2+) sodium
salt (2:1:2)

（Ｒ,Ｒ）-酒石酸钠镍（ＩＩ）

'0309/069 Ⅱ '18984-98-0 ビス（ヒドロキシ酢酸）ニッケル ニッケル化合物 Bis[(hydroxy-O)acetato-O]nickel 双（羟基乙酸）镍

'0309/070 Ⅱ '20249-62-1
［［Ｎ，Ｎ’－１，２－エタンジイルビス［Ｎ－（カルボキシメチル）
グリシナト］］（４－）－Ｎ，Ｎ’，Ｏ，Ｏ’，ＯＮ，ＯＮ’］ニッケル酸
二水素・一水和物

ニッケル化合物
(OC-6-21)-Dihydrogen [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-
(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']nickelate
monohydrate

［［N,N'-1,2-亚乙基双[N-（羧甲基）甘氨酸］］（4-）-
N,N',O,O',ON,ON'］镍酸二氢盐・一水合物

'0309/071 Ⅱ '21707-27-7 硫酸タリウム（Ｉ）ニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物 Sulfuric acid, nickel(2+) thallium(1+) salt (2:1:2), hexahydrate 六水硫酸铊（Ｉ）镍（ＩＩ）
'0309/072 Ⅱ '22451-23-6 硫酸ルビジウムニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物 Sulfuric acid, nickel(2+) rubidium salt (2:1:2), hexahydrate 六水硫酸铷镍（ＩＩ）

'0309/073 Ⅱ '25481-21-4
［Ｎ，Ｎ’－１，２－エタンジイルビス［Ｎ－［（カルボキシメチル）
グリシナト－Ｎ，Ｏ］］（４－）］ニッケル酸二水素

ニッケル化合物
Nickelate(2-), [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-
(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-,
dihydrogen, (OC-6-21)-

乙二胺四乙酸镍

'0309/074 Ⅱ '26043-11-8 六フッ化ケイ酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel(II) fluosilicate 氟硅镍(Ⅱ)六水合物

'0309/075 Ⅱ '27574-34-1
［［２，２’－（チオ－Ｓ）ビス［４－（１，１，３，３－テトラメチルブ
チル）フェノラト－Ｏ］］（２－）］ニッケル

ニッケル化合物
Nickel, [[2,2'-thiobis[4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenolato]](2-)-O,O',S]-

[[2,2'-(硫代-κS)二[4-(1,1,3,3-四甲基丁基)酚-κO]](2-)]镍

'0309/076 Ⅱ '28038-27-9 硫酸タリウム（Ｉ）ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Sulfuric acid, nickel(2+) thallium(1+) salt (2:1:2) 硫酸铊（Ｉ）镍（ＩＩ）

'0309/077 Ⅱ '36153-28-3 硝酸プラセオジム（ＩＩＩ）ニッケル（ＩＩ）・二十四水和物 ニッケル化合物
Nitric acid, nickel(2+) praseodymium(3+) salt (12:3:2),
tetracosahydrate

硝酸镨（ＩＩＩ）镍（ＩＩ）・二十四水合物

'0309/078 Ⅱ '39430-27-8 塩基性炭酸ニッケル（ＩＩ）・四水和物 ニッケル化合物 Nickel, (carbonato(2-))tetrahydroxytri-, tetrahydrate （碳酸（2－））四羟基三镍，四水合物

'0309/079 Ⅱ '42844-93-9
［１，３－ジヒドロ－５，６－ビス［［（２－ヒドロキシ－１－ナフタ
レニル）メチレン］アミノ］－２Ｈ－ベンズイミダゾール－２－オ
ナト（２－）－Ｎ５，Ｎ６，Ｏ５，Ｏ６］ニッケル

ニッケル化合物
Nickel, [1,3-dihydro-5,6-bis[[(2-hydroxy-1-
naphthalenyl)methylene]amino]-2H-benzimidazol-2-
onato(2-)-N5,N6,O5,O6]-, (SP-4-2)-

[1,3-二氢-5,6-二[[[2-(羟基- kappa O)-1-萘基]亚甲基]氨
基镍

'0309/080 Ⅱ '50897-08-0
ビス［２－（ヒドロキシ－Ｏ）ベンズアルデヒドオキシマト－Ｎ］
ニッケル

ニッケル化合物 (SP-4-1)-Bis[2-(hydroxy-O)benzaldehyde oximato-N]nickel 双[2-（羟基-O）苯甲醛肟-N］镍

'0309/081 Ⅱ '51931-46-5
ビス［３－［（４－クロロフェニル）アゾ］－２，４（１Ｈ，３Ｈ）－キ
ノリンジオナト－Ｏ］ニッケル

ニッケル化合物
Nickel, bis[3-[(4-chlorophenyl)azo]-2,4(1H,3H)-
quinolinedionato]-

二[3-[(4-氯苯基)偶氮]-2,4(1H,3H)-喹啉二酮]合镍

'0309/082 Ⅱ '52057-73-5
ビス［Ｏ－（１－メチルエチル）カルボノジチオアト－Ｓ，Ｓ’］
ニッケル

ニッケル化合物
Nickel, bis[O-(1-methylethyl) carbonodithioato-
.kappa.S,.kappa.S']-, (SP-4-1)-

双[邻（1-甲基乙酯）二硫代羧酸-S,S'］镍

'0309/083 Ⅱ '52610-81-8 ビス（ジエチルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）ニッケル ニッケル化合物 Bis(diethyldithiocarbamato-S,S')nickel 双（二乙基二硫代氨基甲酸－S，S'）镍

'0309/084 Ⅱ '56408-24-3
［［Ｎ，Ｎ’－１，２－エタンジイルビス［Ｎ－（カルボキシメチル）
グリシナト－Ｎ，Ｏ］］（４－）］ニッケル

ニッケル化合物
(OC-6-21)-[[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[(carboxy-
O)methyl]glycinato-N,O]](4-)]nickelate

［［N,N'-1,2-亚乙基双[N-（羧甲基）甘氨酸-N,O］］（4-）］镍

'0309/085 Ⅱ '64696-98-6
［２，３－ビス［［（２－ヒドロキシフェニル）メチレン］アミノ－Ｎ］
－２－ブテンジニトリラト（２－）］ニッケル

ニッケル化合物
[2,3'-Bis[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]but-2-
enedinitrilato(2-)-N2,N3,O2,O3]nickel

溶剂棕53; 1:1 型 镍(2)与二(2-羟基苯乙醇氨基)马来腈复合
物

'0309/086 Ⅱ '65272-92-6
３，５－ビス（１，１－ジメチルエチル）－２－ヒドロキシ安息香
酸ニッケル（ＩＩ）

ニッケル化合物 Nickel bis[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-2-hydroxybenzoate] 3,5-双（1,1-二甲基乙酯）-2-羟基苯甲酸镍（ＩＩ）

'0309/087 Ⅱ '67562-43-0 ２－ヒドロキシエタンスルホン酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel bis(2-hydroxyethanesulfonate) 2-羟乙基磺酸镍（ＩＩ）

'0309/088 Ⅱ '67952-41-4 （Ｒ，Ｒ）－２，３－ジヒドロキシブタン二酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物
Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, nickel(2+)
salt (2:1)

2,3-二羟基丁二酸镍(Ⅱ)

'0309/089 Ⅱ '67952-43-6 塩素酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Chloric acid, nickel(2+) salt 氯酸镍

'0309/090 Ⅱ '72253-10-2 １，２，４－ベンゼントリカルボン酸ニッケル（ＩＩ）・八水和物 ニッケル化合物
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, nickel(2+) salt (2:1),
octahydrate

1,2,4-苯三甲酸镍（ＩＩ）・八水合物

'0309/091 Ⅱ '73882-06-1
２，２’－スルホニルビス［４－（１－メチル－１－フェニルエチ
ル）フェノール］ニッケル（ＩＩ）

ニッケル化合物
Nickel 2,2'-sulfonylbis[4-(1-methyl-1-
phenylethyl)phenolate]

2,2'-磺酰基双[4-（1-甲基-1-苯乙基）苯酚］镍（ＩＩ）

'0309/092 Ⅱ '73882-10-7 ２，２’－スルホニルビス［４－ノニルフェノール］ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nickel 2,2'-sulfonylbis[4-nonylphenolate] 2,2'-磺酰基双[4-壬基酚］镍（ＩＩ）

'0309/093 Ⅱ '75578-87-9
［［２，２’－スルホニルビス［４－（１－メチル－１－フェニルエ
チル）フェノラト］］（２－）］ニッケル

ニッケル化合物
[[2,2'-Sulfonylbis[4-(1-methyl-1-phenylethyl)phenolato]](2-
)-O1,O1',O2]nickel

［［2,2'-磺酰基双[4-（1-甲基-1-苯乙基）苯酚］］（2-）］镍

'0309/094 Ⅱ '76625-10-0
ビス［Ｎ－（２－ヒドロキシエチル）－Ｎ－メチルグリシナト－
Ｎ，Ｏ，ＯＮ］ニッケル

ニッケル化合物 Bis[N-(2-hydroxyethyl)-N-methylglycinato-N,O,ON]nickel 双（N－（2－羟基乙基）－N－甲基甘氨酸－N，O，ON）镍

'0309/095 Ⅱ '84682-59-7 硝酸プラセオジム（ＩＩＩ）ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 Nitric acid, nickel(2+) praseodymium(3+) salt (12:3:2) 硝酸镨（ＩＩＩ）镍（ＩＩ）

'0309/096 Ⅱ '86249-83-4
［［５，５’－アゾビス［２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－ピリミジントリ
オナト－Ｏ４］］（２－）］ニッケル

ニッケル化合物
[[5,5'-(Azo-N)bis[2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrionato-
O4]](2-)]nickel

［［5,5'-偶氮双[2,4,6（1H,3H,5H）-嘧啶三酮-O4］］（2-）］镍

'0309/097 Ⅱ '106340-73-2 テトラ［（Ｒ，Ｒ）－酒石酸］二ナトリウム三ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物
(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, nickel(2+) sodium
salt (4:3:2)

酒石酸钠镍（ＩＩ） (4:3:2)

'0309/098 Ⅱ '106340-74-3 トリ［（Ｒ，Ｒ）－酒石酸］二ナトリウム二ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物
(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, nickel(2+) sodium
salt (3:2:2)

酒石酸钠镍（ＩＩ） (3:2:2)

'0309/099 Ⅱ '106340-75-4 ヘプタ［（Ｒ，Ｒ）－酒石酸］八ナトリウム三ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物
(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, nickel(2+) sodium
salt (7:3:8)

酒石酸钠镍（ＩＩ） (7:3:8)

'0309/100 Ⅱ '113738-82-2 （Ｒ，Ｒ）－酒石酸ニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物
(2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, nickel(2+) salt (2:3),
hexahydrate

六水酒石酸镍（ＩＩ）

'0309/101 Ⅱ '124827-66-3 ３－ヒドロキシ－１－プロパンスルホン酸ニッケル（ＩＩ） ニッケル化合物 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid, nickel(2+) salt (2:1) 3-羟基-1-丙磺酸镍（ＩＩ）
'0309/102 Ⅱ '14708-14-6 テトラフルオロホウ酸ニッケル（ＩＩ） ほう素化合物、ニッケル化合物 Nickel(II) fluoborate 氟硼酸镍
'0309/104 Ⅱ '1314-04-1 硫化ニッケル ニッケル化合物 millerite 针镍矿
'0309/105 Ⅱ '7580-31-6 ２－エチルヘキサン酸ニッケル（１：？） ニッケル化合物 2-Ethylhexanoic acid, nickel salt 2-乙基己酸镍
'0309/106 Ⅱ '10101-97-0 硫酸ニッケル（ＩＩ）・六水和物 ニッケル化合物 Nickel(II) sulfate hexahydrate (1:1:6) 硫酸镍六水合物
'0309/107 Ⅱ '11113-74-9 水酸化ニッケル ニッケル化合物 Nickel hydroxide 氢氧化镍
'0309/108 Ⅱ '11113-75-0 硫化ニッケル ニッケル化合物 Nickel sulfide 二硫化三镍
'0309/109 Ⅱ '14507-36-9 ホスフィン酸ニッケル ニッケル化合物 Nickel bis(phosphinate) 双次膦酸镍
'0309/110 Ⅱ '15843-02-4 ギ酸ニッケル（１：？） ニッケル化合物 Nickel formate 甲酸镍
'0309/111 Ⅱ '16122-03-5 トリクロロニッケル酸アンモニウム・六水和物 ニッケル化合物 Ammonium trichloronickelate(1-) hexahydrate 三氯镍酸铵・六水合物
'0309/112 Ⅱ '20543-06-0 シュウ酸ニッケル（１：？） ニッケル化合物 Oxalic acid, nickel salt 乙二酸，镍盐
'0309/113 Ⅱ '22605-92-1 クエン酸ニッケル（１：？） ニッケル化合物 Citric acid, nickel salt 柠檬酸，镍盐
'0309/114 Ⅱ '52022-10-3 （Ｒ，Ｒ）－酒石酸ニッケル（１：？） ニッケル化合物 Nickel [R(R*,R*)]-tartrate （R（R*，R*））－酒石酸镍
'0309/115 Ⅱ '61788-71-4 ナフテン酸ニッケル ニッケル化合物 Naphthenic acids, nickel salts 环烷酸镍
'0309/116 Ⅱ '68334-36-1 樹脂酸とロジン酸のニッケル塩 ニッケル化合物 Resin acids and Rosin acids, nickel salts (松脂酸、树脂酸)镍
'0332/000 Ⅱ ' 砒素及びその無機化合物 砒素及びその無機化合物 arsenic and its inorganic compounds 砷及其无机化合物
'0332/003 Ⅱ '7784-38-5 ヒ酸水素マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物、砒素及びその無機化合物 Manganese hydrogenarsenate 砷酸氢锰
'0332/006 Ⅱ '12005-69-5 ヒ化ホウ素（ＢＡｓ） ほう素化合物、砒素及びその無機化合物 Boron arsenide (BAs) 砷化硼
'0332/007 Ⅱ '12005-70-8 六ホウ化ヒ素 ほう素化合物、砒素及びその無機化合物 Boron arsenide (B6As) 砷化六硼
'0332/011 Ⅱ '1303-00-0 ヒ化ガリウム 砒素及びその無機化合物 Gallium arsenide 砷化镓
'0332/012 Ⅱ '1303-28-2 五酸化二ヒ素 砒素及びその無機化合物 Diarsenic pentaoxide  Arsenic pentoxide 五氧化二砷; 无水砷酸; 砷酸酐
'0332/013 Ⅱ '1303-33-9 三硫化二ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsenic trisulfide 三硫化二砷
'0332/014 Ⅱ '1303-34-0 五硫化二ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsenic sulfide (As2S5) 五硫化二砷
'0332/015 Ⅱ '1303-39-5 ヒ酸亜鉛オキシド・四水和物 砒素及びその無機化合物 Zinc arsenate 砷酸锌
'0332/016 Ⅱ '1327-53-3 三酸化二ヒ素 砒素及びその無機化合物 Diarsenic trioxide 亚砷酸; 三氧化二砷; 砒霜; 白砒
'0332/017 Ⅱ '7440-38-2 ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsenic, elemental 砷
'0332/018 Ⅱ '7774-41-6 ヒ酸（Ｈ３ＡｓＯ４）・１／２水和物 砒素及びその無機化合物 Arsenic acid (H3AsO4), hydrate (2:1) (9CI) 砷酸(H3AsO4)，水合物(2：1) (9CI)
'0332/019 Ⅱ '7778-39-4 ヒ酸 砒素及びその無機化合物 Arsenic acid 砷酸
'0332/020 Ⅱ '7778-43-0 ヒ酸水素二ナトリウム 砒素及びその無機化合物 Disodium hydrogen arsenate 砷酸氢钠; 碱式砷酸钠
'0332/021 Ⅱ '7778-44-1 ビス（ヒ酸）三カルシウム 砒素及びその無機化合物 Calcium bis(arsenate) 砷酸钙; 砷酸三钙
'0332/022 Ⅱ '7784-34-1 三塩化ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsenous trichloride 三氯化砷; 氯化亚砷
'0332/023 Ⅱ '7784-35-2 三フッ化ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsenous trifluoride 三氟化砷; 氟化亚砷
'0332/024 Ⅱ '7784-36-3 五フッ化ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsorane, pentafluoro- 五氟化砷
'0332/025 Ⅱ '7784-41-0 ヒ酸二水素カリウム 砒素及びその無機化合物 Potassium arsenate 砷酸钾
'0332/026 Ⅱ '7784-42-1 アルシン 砒素及びその無機化合物 Arsine  Arsin 砷化氢; 砷化三氢; 胂
'0332/027 Ⅱ '7784-44-3 ヒ酸一水素二アンモニウム 砒素及びその無機化合物 Ammonium arsenate 砷酸氢二铵
'0332/028 Ⅱ '7784-45-4 ヨウ化ヒ素（ＩＩＩ） 砒素及びその無機化合物 Arsenous triiodide 三碘化砷; 碘化亚砷
'0332/029 Ⅱ '7784-46-5 亜ヒ酸ナトリウム 砒素及びその無機化合物 Sodium arsenite 亚砷酸钠; 偏亚砷酸钠
'0332/030 Ⅱ '10102-49-5 ヒ酸鉄（ＩＩＩ） 砒素及びその無機化合物 Ferric arsenate 砷酸铁
'0332/031 Ⅱ '10103-62-5 ヒ酸カルシウム 砒素及びその無機化合物 Calcium arsenate 砷酸钙
'0332/032 Ⅱ '12005-88-8 ヒ化二鉄 砒素及びその無機化合物 Iron arsenide (Fe2As) 砷化铁
'0332/033 Ⅱ '12006-21-2 二ヒ化一鉄 砒素及びその無機化合物 Iron arsenide (FeAs2) 二砷化铁
'0332/034 Ⅱ '12044-16-5 ヒ化鉄（ＦｅＡｓ） 砒素及びその無機化合物 Iron arsenide (FeAs) 砷化铁
'0332/035 Ⅱ '12044-20-1 ガリウムヒ素リン（Ｇａ２ＡｓＰ） 砒素及びその無機化合物 Gallium arsenide phosphide (Ga2AsP) 磷砷化鎵
'0332/036 Ⅱ '12044-32-5 ヒ化スズ（ＳｎＡｓ） 砒素及びその無機化合物 Tin arsenide (SnAs) 砷化锡

'0332/037 Ⅱ '12044-79-0 一硫化一ヒ素 砒素及びその無機化合物
Arsino thioxo Arsenic sulfide C.I. 77085 Aresenic
monosulfide AsS, As2S2 As3S3 Aresenic Sulfide Re

Arsino thioxo

'0332/038 Ⅱ '12279-90-2 四硫化四ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsenic sulfideArsenic tetrasulfide 四硫化四砷
'0332/039 Ⅱ '13462-93-6 ヒ酸二水素アンモニウム 砒素及びその無機化合物 Arsenic acid (H3AsO4), monoammonium salt 砷酸（H3AsO4），单铵盐
'0332/040 Ⅱ '13464-36-3 ヒ酸カリウム 砒素及びその無機化合物 Arsenic acid (H3AsO4), tripotassium salt (8CI, 9CI) 砷酸(H3AsO4)，三钾盐(8CI，9CI)
'0332/041 Ⅱ '13464-38-5 ヒ酸ナトリウム 砒素及びその無機化合物 Arsenic acid, trisodium salt 砷酸钠
'0332/042 Ⅱ '13464-44-3 ヒ酸亜鉛 砒素及びその無機化合物 Zinc arsenate 砷酸锌
'0332/043 Ⅱ '13510-44-6 ヒ酸銀（Ｉ） 砒素及びその無機化合物 Arsenic acid (H3AsO4), trisilver(1+) salt 砷酸银

'0332/044 Ⅱ '13510-46-8 ヒ酸ナトリウム・十二水和物 砒素及びその無機化合物
Arsenic acid (H3AsO4), trisodium salt, dodecahydrate (8CI,
9CI)

砷酸(H3AsO4)，三钠盐，十二水合物（8CI，9CI）

'0332/045 Ⅱ '17068-86-9 六フッ化ヒ酸カルシウム 砒素及びその無機化合物 Arsenate(1-), hexafluoro-, calcium (2:1) 氟砷酸钙
'0332/046 Ⅱ '22441-45-8 五塩化ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsenic pentachloride 五氯化砷
'0332/047 Ⅱ '27152-57-4 亜ヒ酸カルシウム 砒素及びその無機化合物 Calcium arsenite (2:3) 亚砷酸钙; 亚砒酸钙
'0332/048 Ⅱ '29935-35-1 六フッ化ヒ酸リチウム 砒素及びその無機化合物 Arsenate(1-), hexafluoro-, lithium 六氟砷酸锂
'0332/049 Ⅱ '61462-16-6 三ヒ化ストロンチウム 砒素及びその無機化合物 Strontium arsenide (SrAs3) 砷化锡
'0332/050 Ⅱ '62702-52-7 ヒ酸カリウム・３／２水和物 砒素及びその無機化合物 Arsenic acid (H3AsO4),tripotassium salt, hydrate (2:3) 砷酸(H3AsO4)，三钾盐，水合物(2:3)
'0332/051 Ⅱ '164170-84-7 ヒ酸二水素カリウム・１／５水和物 砒素及びその無機化合物 Arsenic acid (H3AsO4), monopotassium salt, hydrate (5:1) 砷酸(H3AsO4)，单钾盐，水合物(5:1)
'0332/065 Ⅱ '12005-95-7 ヒ化マンガン マンガン及びその化合物、砒素及びその無機化合物 Manganese arsenide (MnAs) 砷化锰
'0332/068 Ⅱ '7631-89-2 ヒ酸ナトリウム 砒素及びその無機化合物 Sodium arsenate 砷酸钠; 原砷酸钠; 砷酸三钠
'0332/069 Ⅱ '7784-08-9 亜ヒ酸三銀 砒素及びその無機化合物 Silver arsenite 亚砷酸银
'0332/070 Ⅱ '7784-33-0 三臭化ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsenic bromide 三溴化砷; 溴化亚砷
'0332/071 Ⅱ '10048-95-0 ヒ酸二ナトリウム・七水和物 砒素及びその無機化合物 Disodium hydrogen arsenate 砷酸二钠七水合物
'0332/072 Ⅱ '10102-50-8 ヒ酸鉄（ＩＩ） 砒素及びその無機化合物 Ferrous arsenate 砷酸亚铁
'0332/073 Ⅱ '10102-53-1 メタヒ酸（ＨＡｓＯ３） 砒素及びその無機化合物 Metaarsenic acid 偏砷酸
'0332/074 Ⅱ '10103-50-1 ヒ酸マグネシウム（１：？） 砒素及びその無機化合物 Magnesium arsenate 砷酸镁
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'0332/075 Ⅱ '10103-61-4 ヒ酸銅（１：？） 砒素及びその無機化合物 Arsenic acid (H3AsO4), copper salt 砷酸铜
'0332/076 Ⅱ '10124-50-2 亜ヒ酸カリウム（１：？） 砒素及びその無機化合物 Potassium arsenite 亚砷酸钾; 偏亚砷酸钾
'0332/077 Ⅱ '10290-12-7 アルソン酸銅（ＩＩ） 砒素及びその無機化合物 Copper arsenite 亚砷酸铜; 亚砷酸氢铜
'0332/078 Ⅱ '10326-24-6 亜ヒ酸亜鉛（ＩＩ） 砒素及びその無機化合物 Zinc arsenite 亚砷酸锌
'0332/079 Ⅱ '12005-75-3 ヒ化銅（Ｉ） 砒素及びその無機化合物 Copper arsenide (Cu3As) 砷化铜
'0332/080 Ⅱ '12005-82-2 ヘキサフルオロヒ酸銀（Ｉ） 砒素及びその無機化合物 Silver hexafluoroarsenate 六氟砷酸银
'0332/081 Ⅱ '12005-86-6 ヘキサフルオロヒ酸ナトリウム 砒素及びその無機化合物 Sodium hexafluoroarsenate 六氟砷酸钠
'0332/082 Ⅱ '12006-40-5 ヒ化亜鉛 砒素及びその無機化合物 Zinc arsenide (Zn3As2) 砷化锌
'0332/083 Ⅱ '12044-49-4 ヒ化マグネシウム 砒素及びその無機化合物 Magnesium arsenide (Mg3As2) 砷化镁
'0332/084 Ⅱ '12044-50-7 五酸化二ヒ素・５／３水和物 砒素及びその無機化合物 Arsenic oxide hydrate 五氧化二砷
'0332/086 Ⅱ '12255-50-4 ヒ化バリウム 砒素及びその無機化合物 Barium arsenide (Ba3As2) 砷化钡
'0332/087 Ⅱ '12344-68-2 四硫化二ヒ素 砒素及びその無機化合物 Arsenic sulfide (As2S4) 四硫化二砷
'0332/088 Ⅱ '13453-15-1 二ヒ酸 砒素及びその無機化合物 Diarsenic acid 焦砷酸
'0332/089 Ⅱ '13464-37-4 亜ヒ酸三ナトリウム 砒素及びその無機化合物 Arsenous acid, trisodium salt 亚砷酸钠
'0332/090 Ⅱ '13464-42-1 二ヒ酸四ナトリウム 砒素及びその無機化合物 Diarsenic acid tetrasodium salt 二砷酸四钾
'0332/091 Ⅱ '15194-98-6 亜ヒ酸カルシウム 砒素及びその無機化合物 Calcium arsenite (2:1) 亚砷酸钙
'0332/092 Ⅱ '17029-22-0 ヘキサフルオロヒ酸カリウム 砒素及びその無機化合物 Arsenate(1-), hexafluoro-, potassium 六氟胂酸钾
'0332/093 Ⅱ '22831-42-1 ヒ化アルミニウム 砒素及びその無機化合物 Aluminum arsenide (AlAs) 砷化鋁
'0332/094 Ⅱ '29871-13-4 ヒ酸銅（ＩＩ）（１：？） 砒素及びその無機化合物 Copper arsenate 砷酸铜
'0332/095 Ⅱ '63989-69-5 亜ヒ酸鉄オキシド・五水和物 砒素及びその無機化合物 Ferric arsenite 五水合-o-亚砷酸铁(Ⅲ)
'0332/096 Ⅱ '91724-16-2 亜ヒ酸ストロンチウム 砒素及びその無機化合物 Strontium arsenite 亚砷酸锶; 原亚砷酸锶
'0332/097 Ⅱ '12044-55-2 二ヒ化一亜鉛 砒素及びその無機化合物 Zinc arsenide (ZnAs2) 砷化锌
'0332/098 Ⅱ '12254-85-2 ヒ化クロム 砒素及びその無機化合物 Chromium arsenide (Cr2As) 砷化铬
'0351 Ⅱ '106-99-0 １，３－ブタジエン １，３－ブタジエン 1,3-Butadiene 1,3-丁二烯; 联乙烯
'0374/008 Ⅱ '7787-49-7 フッ化ベリリウム ベリリウム及びその化合物、ふっ化水素及びその水溶性塩 Beryllium fluoride 氟化铍
'0385 Ⅱ '75-26-3 ２－ブロモプロパン ２－ブロモプロパン 2-Bromopropane 2-溴丙烷; 异丙基溴; 溴化异丙烷
'0394/000 Ⅱ ' ベリリウム及びその化合物 ベリリウム及びその化合物 beryllium and its compounds 铍及其化合物
'0394/002 Ⅱ '1304-56-9 酸化ベリリウム ベリリウム及びその化合物 Beryllium oxide (BeO) 氧化铍 (BeO)
'0394/003 Ⅱ '7440-41-7 ベリリウム ベリリウム及びその化合物 Beryllium 铍
'0394/004 Ⅱ '7787-47-5 塩化ベリリウム ベリリウム及びその化合物 Beryllium chloride (BeCl2) 氯化铍
'0394/005 Ⅱ '7787-50-0 四フッ化ベリリウム酸カリウム ベリリウム及びその化合物 Beryllate(2-), tetrafluoro-, dipotassium, (T-4)- (9CI) 四氟铍酸钾
'0394/006 Ⅱ '7787-56-6 硫酸ベリリウム・四水和物 ベリリウム及びその化合物、硫酸ベリリウム・四水和物 Beryllium sulphate tetrahydrate 硫酸铍四水合物

'0394/007 Ⅱ '10210-64-7 ビス（アセチルアセトナト－Ｏ，Ｏ’）ベリリウム ベリリウム及びその化合物
Acetylacetone beryllium salt  Bis(pentane-2,4-dionato-
O,O')beryllium

乙酰丙酮铍; 2,4-戊二酮铍

'0394/008 Ⅱ '13327-32-7 水酸化ベリリウム ベリリウム及びその化合物 Beryllium hydroxide (Be(OH)2) 氢氧化铍 (Be(OH)2)
'0394/009 Ⅱ '13466-27-8 塩化ベリリウム・四水和物 ベリリウム及びその化合物 Beryllium chloride, tetrahydrate (8CI, 9CI) 氯化铍四水合物
'0394/010 Ⅱ '13510-49-1 硫酸ベリリウム ベリリウム及びその化合物 Beryllium sulphate 硫酸铍四水合物
'0394/011 Ⅱ '13597-95-0 過塩素酸ベリリウム ベリリウム及びその化合物 Perchloric acid, beryllium salt (8CI, 9CI) 过氯酸铍
'0394/012 Ⅱ '13597-99-4 硝酸ベリリウム ベリリウム及びその化合物 Beryllium nitrate trihydrate  Beryllium nitrate 硝酸铍
'0394/013 Ⅱ '13598-15-7 リン酸水素ベリリウム ベリリウム及びその化合物 Beryllium compound, N.O.S.  Beryllium phosphate 磷酸氢铍
'0394/014 Ⅱ '13598-26-0 リン酸ベリリウム ベリリウム及びその化合物 Phosphoric acid, beryllium salt (2:3) 磷酸，铍盐（2：3）
'0394/015 Ⅱ '13814-50-1 塩化ベリリウム（ＢｅＣｌ） ベリリウム及びその化合物 Beryllium chloride (BeCl) 氯化铍(BeCl)
'0394/016 Ⅱ '13871-27-7 四フッ化ベリリウム酸ナトリウム ベリリウム及びその化合物 Disodium tetrafluoroberyllate 四氟铍酸钠
'0394/017 Ⅱ '13874-36-7 四フッ化ベリリウム酸リチウム ベリリウム及びその化合物 Beryllate(2-), tetrafluoro-, dilithium, (T-4)- 四氟化铍酸锂
'0394/018 Ⅱ '15339-40-9 四フッ化ベリリウム酸バリウム ベリリウム及びその化合物 Beryllate(2-), tetrafluoro-, barium (1:1), (T-4)- (9CI) 四氟化铍酸钡
'0394/019 Ⅱ '16923-64-1 四フッ化ベリリウム酸二水素 ベリリウム及びその化合物 Beryllate(2-), tetrafluoro-, dihydrogen, (T-4)- (9CI) 四氟化铍酸·2氢
'0394/020 Ⅱ '53514-39-9 四フッ化ベリリウム酸カルシウム ベリリウム及びその化合物 Beryllate(2-), tetrafluoro-, calcium (1:1), (T-4)- (9CI) 铍氟化钙
'0394/021 Ⅱ '35089-00-0 リン酸ベリリウム（１：？） ベリリウム及びその化合物 Beryllium phosphate  Phosphoric acid, beryllium salt 磷酸铍
'0397/000 Ⅱ ' ベンジリジン＝トリクロリド ベンジリジン＝トリクロリド Benzotrichloride 三氯甲苯
'0397/001 Ⅱ '98-07-7 ベンジリジン＝トリクロリド ベンゾトリクロリド、ベンジリジン＝トリクロリド Benzotrichloride 三氯甲苯
'0400/000 Ⅱ ' ベンゼン ベンゼン Benzene 苯
'0400/001 Ⅱ '71-43-2 ベンゼン ベンゼン Benzene 苯
'0400/002 Ⅱ '1076-43-3 （（２）Ｈ６）ベンゼン ベンゼン ((2)H6)benzene 氘代苯

'0406/138 Ⅱ '53469-21-9 ＰＣＢ　１２４２
塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ）、ポリ塩化ビフェニル（別名ＰＣ
Ｂ）

Arochlor 1242 多氯联苯; 氯化三联苯

'0411 Ⅱ '50-00-0 ホルムアルデヒド ホルムアルデヒド Formaldehyde 甲醛; 福尔马林; 蚁醛
'1401/000 Ⅱ ' ジクロルベンジジン及びその塩 ジクロルベンジジン及びその塩 Dichlor benzidine and the salt 二氯联苯胺及其盐
'1401/001 Ⅱ '84-68-4 ２，２’－ジクロロベンジジン ジクロルベンジジン及びその塩 2,2'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine 2,2'-二氯联苯胺
'1401/003 Ⅱ '1331-47-1 ジクロロベンジジン ジクロルベンジジン及びその塩 dichlorobenzidine 二氯联苯胺
'1402 Ⅱ '134-32-7 １－ナフチルアミン アルファ－ナフチルアミン及びその塩 1-Naphthylnamine 1-萘胺
'1405 Ⅱ '119-90-4 ３，３’－ジメトキシベンジジン ジアニシジン及びその塩 3,3'-Dimethoxybenzidine 3,3'-二甲氧基联苯胺; 邻联茴香胺
- (※1) Ⅱ '355-46-4 トリデカフルオロヘキサン-1-スルホン酸 PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '3871-99-6 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-2-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '41184-65-0 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-3-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '41242-12-0 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-4-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '55120-77-9 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-5-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '68259-08-5 アンモニウム=トリデカフルオロヘキサン-1-スルホナート PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-6-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '70136-72-0 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-7-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '70225-16-0 トリデカフルオロヘキサン-1-スルホン酸と2,2'-イミノジエタノーPFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-8-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '72033-41-1 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-9-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '82382-12-5 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-10-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '92011-17-1 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-11-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '108427-54-9 1-ブタンアミニウム, N,N,N-トリブチル-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-12-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '108427-55-0 エタンアミニウム, N,N,N-トリエチル-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トPFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-13-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '144116-10-9 スルホニウム, トリフェニル-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフPFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-14-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '153443-35-7 ヨードニウム, ジフェニル-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルPFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-15-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '189274-31-5 メタンアミニウム, N,N,N-トリメチル-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-ト PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-16-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '202189-84-2 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-17-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '213740-81-9 ヨードニウム, ビス[4-(1,1-ジメチルエチル)フェニル]-, 1,1,2,2,3PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-18-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '341035-71-0 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-19-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '341548-85-4 スルホニウム, ビス(4-メチルフェニル)フェニル-, 1,1,2,2,3,3,4,4PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-20-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '350836-93-0 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-21-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '421555-73-9 スルホニウム, (チオジ-4,1-フェニレン)ビス[ジフェニル-, と1,1,PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-22-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '421555-74-0 ヨードニウム, ビス[4-(1,1-ジメチルプロピル)フェニル]-, 1,1,2,2PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-23-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '425670-70-8 スルホニウム, トリス[4-(1,1-ジメチルエチル)フェニル]-, 1,1,2, PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-24-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '866621-50-3 ヨードニウム, ビス[(1,1-ジメチルエチル)フェニル]-, と1,1,2,2,3 PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-25-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '910606-39-2 スルホニウム, (4-メチルフェニル)ジフェニル-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5 PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-26-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '911027-68-4 スルホニウム, [4-[(2-メチル-1-オキソ-2-プロペン-1-イル)オPFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-27-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '911027-69-5 スルホニウム, [4-[(2-メチル-1-オキソ-2-プロペニル)オキシ]PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-28-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '928049-42-7 ジベンゾ[k,n][1,4,7,10,13]テトラオキサチアシクロペンタデシニ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-29-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '1000597-52-3 ホスホニウム, トリフェニル(フェニルメチル)-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-30-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '1187817-57-7 1-ヘキサンスルホン酸, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-トリデカフルオ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-31-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '1310480-24-0 エタンアミニウム, N-[4-[[4-(ジエチルアミノ)フェニル][4-(エチ PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-32-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '1310480-27-3 メタンアミニウム, N-[4-[[4-(ジメチルアミノ)フェニル][4-(エチルPFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-33-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '1310480-28-4 メタンアミニウム, N-[4-[[4-(ジメチルアミノ)フェニル][4-(フェニPFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-34-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '1329995-45-0 β-シクロデキストリン, コンプド. ウィト 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-35-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '1329995-69-8 γ-シクロデキストリン, コンプド. ウィト 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-PFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-36-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
- (※1) Ⅱ '1462414-59-0 キノリニウム, 1-(カルボキシメチル)-4-[2-[4-[4-(2,2-ジフェニPFHxS Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS) Perfluorohexane-37-sulphonic acid and its salts (PFHxS)
'0001/000 Ⅲ ' 亜鉛の水溶性化合物 亜鉛の水溶性化合物 zinc compounds(water-soluble) 锌的水溶性化合物
'0001/001 Ⅲ '7783-49-5 フッ化亜鉛（ＩＩ） ふっ化水素及びその水溶性塩、亜鉛の水溶性化合物 Zinc fluoride 氟化锌（ＩＩ）
'0001/002 Ⅲ '13986-18-0 フッ化亜鉛（ＩＩ）・四水和物 ふっ化水素及びその水溶性塩、亜鉛の水溶性化合物 Zinc difluoride tetrahydrate 氟化锌（ＩＩ）・四水合物
'0001/003 Ⅲ '23414-72-4 過マンガン酸亜鉛（ＩＩ） マンガン及びその化合物、亜鉛の水溶性化合物 Zinc permanganate 高锰酸锌（ＩＩ）
'0001/004 Ⅲ '557-13-1 テトラシアノ亜鉛酸二カリウム 亜鉛の水溶性化合物 Dipotassium tetrakis(cyano-C)zincate 四氰基锌酸钾
'0001/005 Ⅲ '557-34-6 酢酸亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Zinc di(acetate) 醋酸锌（ＩＩ）
'0001/006 Ⅲ '557-42-6 チオシアン酸亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Zinc thiocyanate 硫氰酸锌（ＩＩ）
'0001/007 Ⅲ '5970-45-6 酢酸亜鉛（ＩＩ）・二水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc diacetate dihydrate 醋酸锌（ＩＩ）・二水合物
'0001/008 Ⅲ '7446-20-0 硫酸亜鉛（ＩＩ）・七水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc sulfate heptahydrate 硝酸锌（ＩＩ）・七水合物
'0001/009 Ⅲ '7646-85-7 塩化亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Zinc chloride 氯化锌（ＩＩ）
'0001/010 Ⅲ '7699-45-8 臭化亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Zinc bromide (ZnBr2) 溴化锌（ＩＩ）
'0001/011 Ⅲ '7733-02-0 硫酸亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Sulfuric acid, zinc salt (1:1) 硝酸锌（ＩＩ）
'0001/012 Ⅲ '7779-86-4 亜ジチオン酸亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Dithionous acid, zinc salt (1:1) 低亚硫酸锌（ＩＩ）
'0001/013 Ⅲ '7779-88-6 硝酸亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Nitric acid, zinc salt (2:1) 硝酸锌（ＩＩ）
'0001/014 Ⅲ '7783-24-6 硫酸亜鉛アンモニウム・六水和物 亜鉛の水溶性化合物 Sulfuric acid, ammonium zinc salt (2:2:1), hexahydrate 硝酸锌铵・六水合物
'0001/015 Ⅲ '7790-65-0 硫酸亜鉛カリウム・六水和物 亜鉛の水溶性化合物 Sulfuric acid, potassium zinc salt (2:2:1), hexahydrate 硝酸锌钾・六水合物
'0001/016 Ⅲ '10139-47-6 ヨウ化亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Zinc iodide 碘化锌（ＩＩ）
'0001/017 Ⅲ '10196-18-6 硝酸亜鉛（ＩＩ）・六水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dinitrate hexahydrate 硝酸锌（ＩＩ）・六水合物
'0001/018 Ⅲ '10361-95-2 塩素酸亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Zinc chlorate 氯酸锌（ＩＩ）
'0001/019 Ⅲ '12034-31-0 亜鉛酸ナトリウム 亜鉛の水溶性化合物 Disodium zinc dioxide 锌酸钠
'0001/020 Ⅲ '13637-61-1 過塩素酸亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Zinc perchlorate 高氯酸锌（ＩＩ）
'0001/021 Ⅲ '13770-90-6 スルファミン酸亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Zinc disulphamate 氨基磺酸锌（ＩＩ）
'0001/022 Ⅲ '13814-87-4 硫酸亜鉛アンモニウム 亜鉛の水溶性化合物 Diammonium zinc disulphate 硝酸锌铵
'0001/023 Ⅲ '13932-17-7 硫酸亜鉛カリウム 亜鉛の水溶性化合物 Dipotassium zinc bis(sulphate) 六水硫酸锌钾
'0001/024 Ⅲ '14244-62-3 テトラシアノ亜鉛酸カリウム 亜鉛の水溶性化合物 Dipotassium tetracyanozincate 四氰基锌酸钾
'0001/025 Ⅲ '15671-21-3 テトラシアノ亜鉛酸二タリウム 亜鉛の水溶性化合物 (T-4)-Dithallium tetrakis(cyano-C)zincate 四氰基锌酸铊
'0001/026 Ⅲ '16871-71-9 六フッ化ケイ酸亜鉛 亜鉛の水溶性化合物 Zinc hexafluorosilicate 氟硅酸锌
'0001/027 Ⅲ '18433-42-6 六フッ化ケイ酸亜鉛・六水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc hexafluorosilicate hexahydrate 氟硅酸锌・六水合物
'0001/028 Ⅲ '18534-08-2 硝酸亜鉛（ＩＩ）・八水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dinitrate octahydrate 硝酸锌（ＩＩ）・八水合物
'0001/029 Ⅲ '19154-63-3 硝酸亜鉛（ＩＩ）・四水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dinitrate tetrahydrate 硝酸锌（ＩＩ）・四水合物
'0001/030 Ⅲ '19417-15-3 塩化亜鉛（ＩＩ）・二水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dichloride dihydrate 氯化锌（ＩＩ）・二水合物
'0001/031 Ⅲ '20712-47-4 硫酸亜鉛タリウム（Ｉ）・六水和物 亜鉛の水溶性化合物 Sulfuric acid, thallium(1+) zinc salt (2:2:1), hexahydrate 硝酸锌铊（Ｉ）・六水合物
'0001/032 Ⅲ '21351-91-7 塩化亜鉛（ＩＩ）・３／２水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dichloride 3/2hydrate 氯化锌（ＩＩ）・3／2水合物
'0001/033 Ⅲ '21351-92-8 塩化亜鉛（ＩＩ）・一水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dichloride monohydrate 氯化锌（ＩＩ）・一水合物
'0001/034 Ⅲ '22763-46-8 硝酸亜鉛（ＩＩ）・７／２水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dinitrate 7/2hydrate 硝酸锌（ＩＩ）・7／2水合物
'0001/035 Ⅲ '28037-77-6 硫酸亜鉛ルビジウム・六水和物 亜鉛の水溶性化合物 Sulfuric acid, rubidium zinc salt (2:2:1), hexahydrate 六水硝酸锌铷
'0001/036 Ⅲ '28038-30-4 硫酸亜鉛タリウム（Ｉ） 亜鉛の水溶性化合物 Sulfuric acid, thallium(1+) zinc salt (2:2:1) 硝酸锌铊（Ｉ）
'0001/037 Ⅲ '28041-67-0 硫酸亜鉛ルビジウム 亜鉛の水溶性化合物 Sulfuric acid, rubidium zinc salt (2:2:1) 硝酸锌铷
'0001/038 Ⅲ '29426-92-4 塩化亜鉛（ＩＩ）・四水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dichloride tetrahydrate 氯化锌（ＩＩ）・四水合物
'0001/039 Ⅲ '74173-38-9 塩化亜鉛（ＩＩ）・５／２水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dichloride 5/2hydrate 氯化锌（ＩＩ）・5／2水合物
'0001/040 Ⅲ '74182-35-7 塩化亜鉛（ＩＩ）・三水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dichloride trihydrate 氯化锌（ＩＩ）・三水合物
'0001/041 Ⅲ '88103-06-4 亜塩素酸亜鉛（ＩＩ） 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dichlorite 亚氯酸锌（ＩＩ）
'0001/043 Ⅲ '73640-07-0 フッ化亜鉛（ＩＩ）・水和物 亜鉛の水溶性化合物、ふっ化水素及びその水溶性塩 Zinc difluoride hydrate 氟化锌（ＩＩ）・水合物
'0001/044 Ⅲ '29604-34-0 塩化亜鉛（ＩＩ）・水和物 亜鉛の水溶性化合物 Zinc dichloride hydrate 氯化锌（ＩＩ）・水合物
'0002 Ⅲ '79-06-1 アクリルアミド アクリルアミド Acrylamide 丙烯酰胺
'0003 Ⅲ '140-88-5 エチル＝アクリラート アクリル酸エチル Ethyl acrylate 丙烯酸乙酯

（16／35）



当社管理番号
Classification No.
管理号码

管理レベル
Classification
levels
管理等級

CAS番号
CAS No.
CAS号码

物質名称
Substance name
物质名称

物質名（別名）
Substance name(Synonyms)
物质名(别名)

英語名
Substance name
英语名

中国語名
Substance name
中文名

'0004/000 Ⅲ ' アクリル酸及びその水溶性塩 アクリル酸及びその水溶性塩 Acrylic acid 丙烯酸及其水溶性盐
'0004/001 Ⅲ '79-10-7 アクリル酸 アクリル酸及びその水溶性塩 Acrylic acid 丙烯酸
'0004/002 Ⅲ '7446-81-3 アクリル酸ナトリウム アクリル酸及びその水溶性塩 Sodium acrylate 丙烯酸钠
'0004/003 Ⅲ '15743-20-1 アクリル酸アルミニウム アクリル酸及びその水溶性塩 Aluminium acrylate 丙烯酸铝
'0005 Ⅲ '2439-35-2 ２－（ジメチルアミノ）エチル＝アクリラート アクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル 2-(Dimethylamino)ethyl acrylate 2-（二甲基氨基）丙烯酸乙酯
'0006 Ⅲ '818-61-1 ２－ヒドロキシエチル＝アクリラート アクリル酸２－ヒドロキシエチル 2-Hydroxyethyl acrylate 丙烯酸羟乙酯
'0007 Ⅲ '141-32-2 ブタン－１－イル＝アクリラート アクリル酸ノルマル－ブチル Butan-1-yl acrylate 丙烯酸正丁酯
'0008 Ⅲ '96-33-3 メチル＝アクリラート アクリル酸メチル Methyl acrylate 丙烯酸甲酯
'0009 Ⅲ '107-13-1 アクリロニトリル アクリロニトリル Acrylonitrile 2-丙烯腈; 乙烯基氰; 氰基乙烯
'0010 Ⅲ '107-02-8 アクリルアルデヒド アクロレイン Acrylaldehyde 丙烯醛
'0011 Ⅲ '26628-22-8 アジ化ナトリウム アジ化ナトリウム Sodium azide 迭氮化钠; 叠氮化钠; 迭氮钠
'0012 Ⅲ '75-07-0 アセトアルデヒド アセトアルデヒド Acetaldehyde 乙醛; 醋醛
'0013/000 Ⅲ ' アセトニトリル アセトニトリル Acetonitrile 乙腈
'0013/001 Ⅲ '75-05-8 アセトニトリル アセトニトリル Acetonitrile 乙腈
'0013/002 Ⅲ '2206-26-0 アセトニトリル－２，２，２－ｄ３ アセトニトリル [2H3]acetonitrile 氘代乙腈
'0014 Ⅲ '75-86-5 ２－ヒドロキシ－２－メチルプロパンニトリル アセトンシアノヒドリン 2-Hydroxy-2-methylpropanenitrile 丙酮氰醇
'0015 Ⅲ '83-32-9 アセナフテン アセナフテン Acenaphthene 萘嵌戊烷
'0016 Ⅲ '78-67-1 ２，２’－アゾビスイソブチロニトリル ２，２’－アゾビスイソブチロニトリル Propanenitrile, 2,2'-azobis[2-methyl- 2,2'-偶氮二异丁腈
'0017 Ⅲ '90-04-0 ２－メトキシアニリン オルト－アニシジン 2-Methoxyaniline 邻茴香胺; 邻氨基苯甲醚; 2-甲氧基苯胺
'0018 Ⅲ '62-53-3 アニリン アニリン Aniline 苯胺; 氨基苯
'0019 Ⅲ '82-45-1 １－アミノ－９，１０－アントラキノン １－アミノ－９，１０－アントラキノン 1-Amino-9,10-anthraquinone 1-氨基蒽醌
'0020 Ⅲ '141-43-5 ２－アミノエタノール ２－アミノエタノール Ethanol, 2-amino- 2-氨基乙醇

'0021 Ⅲ '1698-60-8
５－アミノ－４－クロロ－２－フェニルピリダジン－３（２Ｈ）－
オン

５－アミノ－４－クロロ－２－フェニルピリダジン－３（２Ｈ）－
オン（別名クロリダゾン）

5-Amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one 膦基聚羧酸

'0022 Ⅲ '120068-37-3
５－アミノ－１－［２，６－ジクロロ－４－（トリフルオロメチル）
フェニル］－３－シアノ－４－［（トリフルオロメチル）スルフィニ
ル］ピラゾール

５－アミノ－１－［２，６－ジクロロ－４－（トリフルオロメチル）
フェニル］－３－シアノ－４－［（トリフルオロメチル）スルフィニ
ル］ピラゾール（別名フィプロニル）

Fipronil
5-氨基-1-(2,6-二氯-4-三氟甲苯基)-4-三氟甲基亚磺酰基
吡唑-3-腈 （别名：氟虫腈）

'0023 Ⅲ '123-30-8 ４－アミノフェノール パラ－アミノフェノール 4-Aminophenol 4-氨基苯酚
'0024 Ⅲ '591-27-5 ｍ－アミノフェノール メタ－アミノフェノール 3-aminophenol 间氨基苯酚

'0025 Ⅲ '21087-64-9
４－アミノ－６－ｔｅｒｔ－ブチル－３－（メチルスルファニル）－
１，２，４－トリアジン－５（４Ｈ）－オン

４－アミノ－６－ターシャリ－ブチル－３－メチルチオ－１，
２，４－トリアジン－５（４Ｈ）－オン（別名メトリブジン）

4-Amino-6-tert-butyl-3-(methylsulfanyl)-1,2,4-triazin-
5(4H)-one

4-氨基-6-特丁基-3-甲硫基-1,2,4-三嗪-5-酮 （别名：嗪草
酮）

'0026 Ⅲ '107-11-9 アリルアミン ３－アミノ－１－プロペン Allylamine 烯丙胺

'0027 Ⅲ '41394-05-2
４－アミノ－３－メチル－６－フェニル－１，２，４－トリアジン
－５（４Ｈ）－オン

４－アミノ－３－メチル－６－フェニル－１，２，４－トリアジン
－５（４Ｈ）－オン（別名メタミトロン）

4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5(4H)-one
4-氨基-3-甲基-6-苯基-1,2,3-三嗪-5-酮 （别名：苯嗪草
酮）

'0028 Ⅲ '107-18-6 アリルアルコール アリルアルコール 2-Propen-1-ol 丙烯醇
'0029/000 Ⅲ ' １－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン １－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- 1-烯丙氧基-2,3-环氧丙烷
'0029/001 Ⅲ '106-92-3 Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- １－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン Oxirane, [(2-propenyloxy)methyl]- [（2-丙烯基氧基）甲基] 环氧乙烷
'0029/002 Ⅲ '95043-55-3 （Ｓ）－２－［（アリルオキシ）メチル］オキシラン １－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン (S)-2-[(Allyloxy)methyl]oxirane （S）-2-［（烯丙氧基）甲基］环氧乙烷
'0029/003 Ⅲ '95043-56-4 （Ｒ）－２－［（アリルオキシ）メチル］オキシラン １－アリルオキシ－２，３－エポキシプロパン (R)-2-[(Allyloxy)methyl]oxirane （Ｒ）-2-［（烯丙氧基）甲基］环氧乙烷

'0030/000 Ⅲ '
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

n-alkylbenzenesulfonic acid and its salts(alkyl C=10-14)
直链烷基苯磺酸及其盐（限烷基碳原子数在10到14之间的
物质及其混合物。）

'0030/001 Ⅲ '121-65-3 ｐ－ドデシルベンゼンスルホン酸
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

P-dodecylbenzenesulphonic acid 4-十二烷基苯磺酸

'0030/003 Ⅲ '140-60-3 ｐ－デシルベンゼンスルホン酸
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

P-decylbenzenesulphonic acid 4-癸基苯磺酸

'0030/004 Ⅲ '1322-98-1 デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Sodium decylbenzenesulphonate 癸基苯磺酸钠盐

'0030/005 Ⅲ '1330-69-4 ドデシルベンゼンスルホン酸イオン
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Dodecylbenzenesulphonate 十二烷基苯磺酸离子

'0030/006 Ⅲ '1331-61-9 ドデシルベンゼンスルホン酸アンモニウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Benzenesulfonic acid, dodecyl-, ammonium salt 十二烷基苯磺酸铵盐

'0030/007 Ⅲ '1797-33-7 ｐ－テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Sodium 4-tetradecylbenzenesulphonate 4-四癸基苯磺酸钠盐

'0030/009 Ⅲ '2211-98-5 ｐ－ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Sodium 4-dodecylbenzenesulphonate 4-十二烷基苯磺酸钠盐

'0030/012 Ⅲ '2627-06-7 ｐ－デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Sodium p-decylbenzenesulphonate 4-癸基苯磺酸钠盐

'0030/013 Ⅲ '12068-16-5 ドデシルベンゼンスルホン酸亜鉛（ＩＩ）
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Zinc dodecylbenzenesulphonate 十二烷基苯磺酸锌（ＩＩ）

'0030/014 Ⅲ '14356-33-3 ｐ－ドデシルベンゼンスルホン酸アンモニウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, ammonium salt (1:1) 4-十二烷基苯磺酸铵盐

'0030/015 Ⅲ '14564-74-0 ｐ－ドデシルベンゼンスルホン酸カリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Potassium 4-dodecylbenzenesulphonate 4-十二烷基苯磺酸钾盐

'0030/018 Ⅲ '15163-46-9 ｏ－ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Sodium o-dodecylbenzenesulphonate 2-十二烷基苯磺酸钠盐

'0030/021 Ⅲ '19589-59-4 ｍ－ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Benzenesulfonic acid, 3-dodecyl-, sodium salt (1:1) 3-十二烷基苯磺酸钠盐

'0030/022 Ⅲ '25155-30-0 ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Sodium dodecylbenzenesulfonate 十二烷基苯磺酸钠盐

'0030/025 Ⅲ '25496-01-9 トリデシルベンゼンスルホン酸
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Benzenesulfonic acid, tridecyl- 十三烷基苯磺酸

'0030/026 Ⅲ '26248-24-8 トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Benzenesulfonic acid, tridecyl-, sodium salt 十三烷基苯磺酸钠盐

'0030/028 Ⅲ '26264-06-2 ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム（ＩＩ）
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Calcium dodecylbenzenesulphonate 十二烷基苯磺酸钙盐（ＩＩ）

'0030/031 Ⅲ '27176-87-0 ドデシルベンゼンスルホン酸
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Dodecylbenzenesulfonic acid 十二烷基苯磺酸

'0030/033 Ⅲ '27177-77-1 ドデシルベンゼンスルホン酸カリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Potassium dodecylbenzenesulphonate 十二烷基苯磺酸钾盐

'0030/036 Ⅲ '27479-45-4 ドデシルベンゼンスルホン酸マグネシウム（ＩＩ）
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Magnesium dodecylbenzenesulphonate 十二烷基苯磺酸镁盐（ＩＩ）

'0030/038 Ⅲ '27636-75-5 ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Sodium undecylbenzenesulphonate 十一基苯磺酸钠盐

'0030/040 Ⅲ '28348-61-0 テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Sodium tetradecylbenzenesulphonate 四癸基苯磺酸钠盐

'0030/042 Ⅲ '28575-89-5 ドデシルベンゼンスルホン酸バリウム（ＩＩ）
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Barium dodecylbenzenesulphonate 十二烷基苯磺酸钡盐（ＩＩ）

'0030/044 Ⅲ '29062-27-9 ドデシルベンゼンスルホン酸リチウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Lithium dodecylbenzenesulphonate 十二烷基苯磺酸锂盐

'0030/045 Ⅲ '29756-98-7 ドデシルベンゼンスルホン酸アルミニウム（ＩＩＩ）
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Aluminium dodecylbenzenesulphonate 十二烷基苯磺酸铝（ＩＩＩ）

'0030/046 Ⅲ '30776-59-1 テトラデシルベンゼンスルホン酸
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Tetradecylbenzenesulphonic acid 四癸基苯磺酸

'0030/048 Ⅲ '31093-47-7 デカン－１－イルベンゼンスルホン酸
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Decan-1-ylbenzenesulfonic acid 癸烷-1-苯磺酸

'0030/049 Ⅲ '47236-10-2 ４－ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム（ＩＩ）
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, calcium salt (2:1) 4-十二烷基苯磺酸钙（ＩＩ）

'0030/052 Ⅲ '47377-16-2 ｐ－テトラデシルベンゼンスルホン酸
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

4-tetradecylbenzenesulphonic acid 对四癸基苯磺酸

'0030/053 Ⅲ '50854-94-9 ウンデシルベンゼンスルホン酸
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Undecylbenzenesulphonic acid 十一烷基苯磺酸

'0030/054 Ⅲ '61931-75-7 アンモニウム＝ウンデカン－１－イルベンゼンスルホナート
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Ammonium undecan-1-ylbenzenesulfonate 铵=十一烷-1-基苯磺酸

'0030/055 Ⅲ '85409-86-5 ｍ－トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Sodium 3-tridecylbenzenesulphonate 间三癸基苯磺酸钠

'0030/057 Ⅲ '94131-36-9 ｏ（又はｐ）－ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基
の炭素数が１０から１４までのもの及びその混合物に限る。）

Sodium 2(or 4)-dodecylbenzenesulphonate 对（间）十二烷基苯磺酸钠

'0031/000 Ⅲ ' アンチモン及びその化合物 アンチモン及びその化合物 antimony and its compounds 锑及其化合物
'0031/001 Ⅲ '7783-56-4 フッ化アンチモン（ＩＩＩ） ふっ化水素及びその水溶性塩、アンチモン及びその化合物 Antimony trifluoride 氟化锑（ＩＩＩ）
'0031/002 Ⅲ '7783-70-2 フッ化アンチモン（Ｖ） ふっ化水素及びその水溶性塩、アンチモン及びその化合物 Antimony pentafluoride 氟化锑（Ｖ）
'0031/004 Ⅲ '14486-20-5 四フッ化ホウ酸アンチモン（ＩＩＩ） ほう素化合物、アンチモン及びその化合物 Antimony(3+) tetrafluoroborate(1-) 四氟硼酸锑（ＩＩＩ）
'0031/007 Ⅲ '603-36-1 トリフェニルアンチモン アンチモン及びその化合物 Triphenylstibine 三苯基锑
'0031/008 Ⅲ '1309-64-4 三酸化二アンチモン アンチモン及びその化合物 Diantimony trioxide 三氧化锑
'0031/009 Ⅲ '1314-60-9 五酸化二アンチモン アンチモン及びその化合物 Diantimony pentoxide 五氧化二锑
'0031/010 Ⅲ '1315-04-4 硫化アンチモン（Ｖ） アンチモン及びその化合物 Diantimony pentasulphide 硫化锑（Ｖ）
'0031/011 Ⅲ '1327-50-0 三テルル化二アンチモン アンチモン及びその化合物 Diantimony tritelluride 碲化锑
'0031/012 Ⅲ '1345-04-6 硫化アンチモン（ＩＩＩ） アンチモン及びその化合物 Antimony sulphide 硫化锑（ＩＩＩ）
'0031/013 Ⅲ '2155-74-0 トリブトキシアンチモン（ＩＩＩ） アンチモン及びその化合物 Antimony tributanolate 丁氧基锑（ＩＩＩ）

'0031/014 Ⅲ '2155-75-1
２，２’，２’’－［スチビリジントリス（チオ）］トリス酢酸トリス（６
－メチルヘプチル）

アンチモン及びその化合物
2,2',2''-[Stibylidynetris(thio)]tris(acetic acid), tris(6-
methylheptyl)ester

2,2',2''-［次吡啶三（硫脲）］三乙酸三（6-甲基庚基）酯

'0031/015 Ⅲ '4933-27-1 １，３，２－ジオキサスチボラン アンチモン及びその化合物 1,3,2-Dioxastibolane 1,3,2-硼戊烷
'0031/016 Ⅲ '7440-36-0 アンチモン アンチモン及びその化合物 Antimony 锑
'0031/017 Ⅲ '7647-18-9 五塩化アンチモン アンチモン及びその化合物 Antimony pentachloride 五氯化锑
'0031/018 Ⅲ '7791-08-4 クロロオキソアンチモン アンチモン及びその化合物 Antimony chloride oxide 氯氧化锑
'0031/019 Ⅲ '7803-52-3 スチビン アンチモン及びその化合物 Stibine 锑化氢
'0031/020 Ⅲ '10025-91-9 三塩化アンチモン アンチモン及びその化合物 Antimony trichloride 三氯化锑

'0031/021 Ⅲ '11071-15-1 （Ｒ，Ｒ）－酒石酸アンチモニルカリウム アンチモン及びその化合物
Dipotassium bis{mu-[(2R,3R)-2,3-di(oxido-
kappaO)butanedioato-kappaO(1):kappaO(4)]}diantimonate(2-

酒石酸氧锑钾

'0031/022 Ⅲ '12208-13-8 六ヒドロキシアンチモン酸カリウム アンチモン及びその化合物 Potassium hexahydroxoantimonate 焦锑酸钾
'0031/023 Ⅲ '14459-60-0 アンチモン酸カリウム アンチモン及びその化合物 Potassium antimonate 锑酸钾
'0031/024 Ⅲ '15432-85-6 アンチモン酸ナトリウム アンチモン及びその化合物 Sodium antimonate 锑酸钠
'0031/025 Ⅲ '15593-75-6 アンチモン酸ナトリウム（Ｎａ３ＳｂＯ４） アンチモン及びその化合物 Trisodium antimonate(3-) 锑酸钠（Na3SBO4）
'0031/026 Ⅲ '15874-48-3 ジチオリン酸＝Ｏ，Ｏ－ジプロピルアンチモン（ＩＩＩ） アンチモン及びその化合物 Antimony tris[O,O-dipropyl] tris(dithiophosphate) 二硫代磷酸＝O,O-二丙基锑（ＩＩＩ）
'0031/027 Ⅲ '15874-50-7 ジチオリン酸＝Ｏ，Ｏ－ジペンチルアンチモン（ＩＩＩ） アンチモン及びその化合物 Antimony tris[O,O-dipentyl] tris(dithiophosphate) 二硫代磷酸＝O,O-二戊基锑（ＩＩＩ）

'0031/028 Ⅲ '15874-52-9
ジチオリン酸＝Ｏ，Ｏ－ビス（２－エチルヘキシル）アンチモン
（ＩＩＩ）

アンチモン及びその化合物 Antimony tris[O,O-bis(2-ethylhexyl)] tris(dithiophosphate) 二硫代磷酸＝O,O-二（2-乙基己基）锑

'0031/029 Ⅲ '15890-25-2 ジペンチルジチオカルバミン酸アンチモン アンチモン及びその化合物 Tris(dipentyldithiocarbamato-S,S')antimony 三(二戊基氨基二硫代甲酸)锑

'0031/030 Ⅲ '16039-64-8 二酒石酸二アンチモン酸二カリウム・三水和物、立体異性体 アンチモン及びその化合物
Bis[mu-[2,3-di(hydroxy-O)butanedioato(4-)-
O1:O4]]diantimonate(2-), potassium, hydrate (1:2:3),
stereoisomer

半水合酒石酸锑钾（立体异构体）

'0031/031 Ⅲ '16893-92-8 ヘキサフルオロアンチモン酸カリウム アンチモン及びその化合物 (OC-6-11)-Potassium hexafluoroantimonate 六氯锑酸钾
'0031/032 Ⅲ '16925-25-0 ヘキサフルオロアンチモン酸ナトリウム アンチモン及びその化合物 Sodium hexafluoroantimonate 六氯锑酸钠
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'0031/033 Ⅲ '26864-36-8 （スチビリジントリチオ）三酢酸トリス（２－エチルヘキシル） アンチモン及びその化合物
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-
oxoethyl]thio]-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stibatetradecanoate

（次吡啶三硫代）三乙酸三（2-乙基己基酯）

'0031/034 Ⅲ '27253-22-1 トリス［（イソオクチルチオ）アセタト］アンチモン アンチモン及びその化合物 Tris[(isooctylthio)acetato]antimony 三［（异辛基硫代）醋酸根］锑

'0031/035 Ⅲ '28300-74-5 二酒石酸二アンチモン二カリウム・三水和物、立体異性体 アンチモン及びその化合物
Dipotassium bis{mu-[(2R,3R)-2,3-di(oxido-
kappaO)butanedioato-kappaO(1):kappaO(4)]}diantimonate(2-
) trihydrate, stereoisomer

三水合酒石酸氧锑钾（立体异构体）

'0031/036 Ⅲ '30718-75-3 アンチモン酸ナトリウム・一水和物 アンチモン及びその化合物 Sodium antimonate(NaSbO3) monohydrate 锑酸钠・一水合物
'0031/037 Ⅲ '34521-09-0 ビス［（Ｒ，Ｒ）－酒石酸］二アンチモン酸二ナトリウム アンチモン及びその化合物 Antimony sodium tartrate 双[（Ｒ,Ｒ）-酒石酸］锑酸二钠
'0031/038 Ⅲ '51900-05-1 アンチモン酸ナトリウム（Ｎａ２Ｓｂ４Ｏ７） アンチモン及びその化合物 Disodium antimonate (Na2Sb4O7) 锑酸钠（Na2SB4O7）

'0031/039 Ⅲ '74365-27-8 二酒石酸二アンチモン酸二ナトリウム、立体異性体 アンチモン及びその化合物
Disodium bis[mu-[2,3-di(hydroxy-O)butanedioato(4-)-
O1:O4]]diantimonate, stereoisomer

酒石酸锑钠（立体异构体）

'0031/040 Ⅲ '157368-22-4 アンチモン酸二水素二カリウム（Ｋ２Ｈ２Ｓｂ２Ｏ７） アンチモン及びその化合物 Dipotassium dihydrogen antimonate (K2H2Sb2O7) 焦锑酸钾（Ｋ2H2SB2O7）
'0031/041 Ⅲ '1312-41-0 インジウムアンチモン インジウム及びその化合物、アンチモン及びその化合物 Indium antimonide 锑化铟
'0031/042 Ⅲ '1315-05-5 セレン化アンチモン アンチモン及びその化合物、セレン及びその化合物 Diantimony triselenide 硒化锑(Ⅲ)
'0031/044 Ⅲ '594-10-5 トリメチルアンチモン アンチモン及びその化合物 Trimethylstibine 三甲基锑
'0031/045 Ⅲ '594-31-0 トリフェニルアンチモンジクロリド アンチモン及びその化合物 Dichlorotriphenylantimony 三苯基二氯化锑
'0031/046 Ⅲ '617-85-6 トリエチルアンチモン アンチモン及びその化合物 Triethylstibine 三乙基锑
'0031/047 Ⅲ '1332-81-6 四酸化アンチモン アンチモン及びその化合物 Diantimony tetraoxide 四氧化锑
'0031/048 Ⅲ '1586-91-0 トリフェニルメチリウムヘキサクロロアンチモン酸 アンチモン及びその化合物 Tritylium hexachloroantimonate 三苯基六氯锑酸碳
'0031/049 Ⅲ '2155-73-9 トリブチルアンチモン アンチモン及びその化合物 Tributylstibine 三丁基锑
'0031/050 Ⅲ '3264-67-3 トリエチルオキソニウムヘキサクロロアンチモナート アンチモン及びその化合物 Triethyloxonium hexachloroantimonate(1-) 六氯锑酸三乙基氧鎓
'0031/051 Ⅲ '6923-52-0 酢酸アンチモン（ＩＩＩ） アンチモン及びその化合物 Acetic acid, antimony(3+) salt 醋酸锑（ＩＩＩ）
'0031/052 Ⅲ '7446-32-4 硫酸アンチモン（ＩＩＩ） アンチモン及びその化合物 Diantimony tris(sulphate) 硫酸锑（ＩＩＩ）
'0031/053 Ⅲ '7789-61-9 三臭化アンチモン アンチモン及びその化合物 Antimony pentachloride 三溴化锑
'0031/054 Ⅲ '7790-44-5 三ヨウ化アンチモン アンチモン及びその化合物 Antimony triiodide 三碘化锑
'0031/055 Ⅲ '10049-22-6 アンチモン酸ナトリウム・一水和物 アンチモン及びその化合物 Sodium antimonate monohydrate 锑酸钠・一水合物
'0031/056 Ⅲ '10433-06-4 アンチモン（ＩＩＩ）トリエトキシド アンチモン及びその化合物 Antimony triethoxide 乙醇锑（ＩＩＩ）
'0031/057 Ⅲ '12039-35-9 アンチモン化亜鉛 アンチモン及びその化合物 Antimony, compound with zinc (1:1) 锑化锌
'0031/058 Ⅲ '12064-03-8 ガリウムアンチモン アンチモン及びその化合物 Gallium antimonide 锑化镓
'0031/059 Ⅲ '16950-06-4 ヘキサフルオロアンチモン酸 アンチモン及びその化合物 Hexafluoroantimonyic acid 氢六氟锑酸盐
'0031/060 Ⅲ '17856-92-7 ヘキサフルオロアンチモン酸ニトリル アンチモン及びその化合物 Nitryl hexafluoroantimonate 六氟锑酸硝

'0031/061 Ⅲ '24964-91-8
トリス（４－ブロモフェニル）アミンヘキサンクロロアンチモナー
ト

アンチモン及びその化合物 Tris(4-bromophenyl)amine hexachloroantimonate  三(4-溴苯基)六氯锑酸铵

'0031/062 Ⅲ '26042-64-8 ヘキサフルオロアンチモン酸銀 アンチモン及びその化合物 Silver hexafluoroantimonate(1-) 六氟锑酸银
'0031/063 Ⅲ '28980-49-6 アンチモン化スズ アンチモン及びその化合物 Antimony, compound with tin (1:1) 锑化锡
'0031/064 Ⅲ '53120-23-3 リン化アンチモン アンチモン及びその化合物 Antimony phosphide 磷化锑
'0031/065 Ⅲ '54075-76-2 ヘキサクロロアンチモン酸トリメチルオキソニウム アンチモン及びその化合物 Trimethyloxonium hexachloroantimonate(1-) 三甲基氧鎓六氯锑酸盐
'0031/066 Ⅲ '58164-88-8 乳酸アンチモン（ＩＩＩ） アンチモン及びその化合物 Antimony trilactate 乳酸锑（ＩＩＩ）
'0031/067 Ⅲ '64070-10-6 酒石酸アンチモニル二カリウム（立体異性体） アンチモン及びその化合物 Antimonyl dipotassium tartarate stereoisomer 酒石酸锑钾（立体异构体）
'0031/068 Ⅲ '64070-11-7 Ｄ－酒石酸アンチモニル二カリウム アンチモン及びその化合物 D-Antimonyl dipotassium tartarate Ｄ-酒石酸锑钾
'0031/069 Ⅲ '64070-12-8 ＤＬ－酒石酸アンチモニル二カリウム アンチモン及びその化合物 DL-Antimonyl dipotassium tartarate ＤＬ-酒石酸锑钾
'0032 Ⅲ '120-12-7 アントラセン アントラセン Anthracene 蒽; 多环芳烃; 绿油脑

'0034 Ⅲ '4098-71-9
３－イソシアナトメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシル
＝イソシアナート

３－イソシアナトメチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシル
＝イソシアネート

3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate 1,3,3-三甲基-5-异氰酸基-1-异氰酸(基)甲基环己烷

'0035 Ⅲ '78-84-2 イソブチルアルデヒド イソブチルアルデヒド Isobutyraldehyde 异丁醛
'0036 Ⅲ '78-79-5 イソプレン イソプレン Isoprene 异戊二烯; 异戊间二烯; 2-甲基-1,3-丁二烯
'0037 Ⅲ '80-05-7 ４，４’－プロパン－２，２－ジイルジフェノール ４，４’－イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノールＡ） 4,4'-Propane-2,2-diyldiphenol 4,4'-异亚丙基二苯酚

'0038 Ⅲ '4162-45-2
２，２’－｛イソプロピリデンビス［（２，６－ジブロモ－４，１－
フェニレン）オキシ］｝ジエタノール

２，２’－｛イソプロピリデンビス［（２，６－ジブロモ－４，１－
フェニレン）オキシ］｝ジエタノール

2,2'-[(1-Methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-
phenylene)oxy]]bis[ethanol]

四溴双酚A双(羟基乙基醚); 2,2-双[4-(2,3-二溴丙氧基)-
3,5-二溴苯基]丙烷

'0039 Ⅲ '22224-92-6
エチル＝３－メチル－４－（メチルスルファニル）フェニル＝Ｎ
－イソプロピルホスホロアミダート

Ｎ－イソプロピルアミノホスホン酸Ｏ－エチル－Ｏ－（３－メチ
ル－４－メチルチオフェニル）（別名フェナミホス）

Ethyl 3-methyl-4-(methylsulfanyl)phenyl N-
isopropylphosphoroamidate

乙基-3-甲基-4-(甲硫基)苯基异丙基氨基磷酸酯 （别名：苯
线磷）

'0040 Ⅲ '149877-41-8
イソプロピル＝２－（４－メトキシビフェニル－３－イル）ヒドラ
ジン－１－カルボキシラート

イソプロピル＝２－（４－メトキシビフェニル－３－イル）ヒドラ
ジノホルマート（別名ビフェナゼート）

Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazine-1-
carboxylate

N′-(4-甲氧基联苯-3-基)肼羧酸异丙酯

'0041 Ⅲ '66332-96-5
３’－イソプロポキシ－２－（トリフルオロメチル）ベンズアニリ
ド

３’－イソプロポキシ－２－トリフルオロメチルベンズアニリド
（別名フルトラニル）

3'-Isopropoxy-2-(trifluoromethyl)benzanilide
N-(3'-异丙氧基苯基)-2-三氟甲基苯甲酰胺 （别名：氟担菌
宁）

'0042 Ⅲ '96-45-7 ２－イミダゾリジンチオン ２－イミダゾリジンチオン Ethylene Thiourea 2-巯基咪唑啉; 亚乙基硫脲; 2-硫醇基咪唑啉

'0043 Ⅲ '13516-27-3 １，１’－［イミノジ（オクタメチレン）］ジグアニジン
１，１’－［イミノジ（オクタメチレン）］ジグアニジン（別名イミノ
クタジン）

Guazatine 双胍辛胺三乙酸酯

'0044/000 Ⅲ ' インジウム及びその化合物 インジウム及びその化合物 indium and its compounds 铟及其化合物
'0044/001 Ⅲ '7783-52-0 フッ化インジウム（ＩＩＩ） インジウム及びその化合物 Indium trifluoride 氟化铟（ＩＩＩ）
'0044/002 Ⅲ '14166-78-0 フッ化インジウム（ＩＩＩ）・三水和物 ふっ化水素及びその水溶性塩、インジウム及びその化合物 Indium trifluoride trihydrate 氟化铟（ＩＩＩ）・三水合物
'0044/003 Ⅲ '27765-48-6 四フッ化ホウ酸インジウム（ＩＩＩ） ほう素化合物、インジウム及びその化合物 Indium(3+) tetrafluoroborate(1-) 四氟硼酸铟（ＩＩＩ）
'0044/004 Ⅲ '923-34-2 トリエチルインジウム インジウム及びその化合物 Triethylindium 三乙基铟
'0044/005 Ⅲ '1312-43-2 酸化インジウム（ＩＩＩ） インジウム及びその化合物 Indium oxide (In2O3) 氧化铟（ＩＩＩ）
'0044/006 Ⅲ '3385-78-2 トリメチルインジウム インジウム及びその化合物 Trimethylindium 三甲基铟
'0044/007 Ⅲ '7440-74-6 インジウム インジウム及びその化合物 Indium 铟
'0044/008 Ⅲ '10025-82-8 塩化インジウム（ＩＩＩ） インジウム及びその化合物 Indium trichloride 氯化铟（ＩＩＩ）
'0044/009 Ⅲ '12030-24-9 三硫化二インジウム インジウム及びその化合物 Diindium trisulphide 三硫化二铟
'0044/010 Ⅲ '12136-26-4 酸化インジウム（ＩＩ） インジウム及びその化合物 Indium oxide (InO) 氧化铟（ＩＩ）
'0044/011 Ⅲ '13464-82-9 硫酸インジウム（ＩＩＩ） インジウム及びその化合物 Diindium tris(sulphate) 硫酸铟（ＩＩＩ）
'0044/012 Ⅲ '13465-09-3 臭化インジウム（ＩＩＩ） インジウム及びその化合物 Indium tribromide 溴化铟（ＩＩＩ）
'0044/013 Ⅲ '13510-35-5 ヨウ化インジウム（ＩＩＩ） インジウム及びその化合物 Indium triiodide 碘化铟（ＩＩＩ）
'0044/014 Ⅲ '13966-94-4 ヨウ化インジウム（Ｉ） インジウム及びその化合物 Indium iodide 碘化铟（Ｉ）
'0044/015 Ⅲ '14693-82-4 リン酸インジウム（ＩＩＩ） インジウム及びその化合物 Phosphoric acid, indium(3+) salt (1:1) 磷酸铟（ＩＩＩ）
'0044/016 Ⅲ '20661-21-6 水酸化インジウム（ＩＩＩ） インジウム及びその化合物 Indium trihydroxide 氢氧化铟（ＩＩＩ）
'0044/017 Ⅲ '30734-38-4 硫酸インジウム（ＩＩＩ）アンモニウム インジウム及びその化合物 Sulfuric acid, ammonium indium(3+) salt (2:1:1) 硫酸铟（ＩＩＩ）铵

'0044/018 Ⅲ '40399-07-3 硫酸インジウム（ＩＩＩ）アンモニウム・十二水和物 インジウム及びその化合物
Sulfuric acid, ammonium indium(3+) salt (2:1:1),
dodecahydrate

硫酸铟（ＩＩＩ）铵・十二水合物

'0044/019 Ⅲ '66027-93-8 スルファミン酸インジウム（ＩＩＩ） インジウム及びその化合物 Indium(3+) trisulphamate 氨基磺酸铟（ＩＩＩ）

'0044/020 Ⅲ '84012-59-9 アビエチン酸インジウム（ＩＩＩ） インジウム及びその化合物
Indium tris[1R-(1alpha,4abeta,4balpha,10aalpha)]-
1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decahydro-7-isopropyl-1,4a-
dimethylphenanthren-1-carboxylate

松香酸铟（ＩＩＩ）

'0044/021 Ⅲ '139767-61-6 臭化インジウム（ＩＩＩ）・二水和物 インジウム及びその化合物 Indium tribromide dihydrate 溴化铟（ＩＩＩ）・二水合物
'0044/024 Ⅲ '12056-07-4 セレン化インジウム インジウム及びその化合物、セレン及びその化合 Diindium triselenide 硒化铟(Ⅲ)
'0044/025 Ⅲ '20694-56-8 リン酸インジウム（１：？） インジウム及びその化合物 Phosphoric acid, indium salt (1:?) 磷酸铟（1：？）
'0044/026 Ⅲ '50926-11-9 インジウムスズ酸化物 インジウム及びその化合物 Indium tin oxide 铟锡氧化物
'0045 Ⅲ '75-08-1 エタンチオール エタンチオール Ethanethiol 乙硫醇

'0046 Ⅲ '76578-14-8
エチル＝２－［４－（６－クロロ－２－キノキサリニルオキシ）
フェノキシ］プロピオナート

エチル＝２－［４－（６－クロロ－２－キノキサリニルオキシ）
フェノキシ］プロピオナート（別名キザロホップエチル）

Quizalofop-ethyl
2-[4-(6-氯-2-喹恶啉氧基)-苯氧基]丙酸乙酯 （别名：喹禾
灵）

'0047 Ⅲ '36335-67-8
Ｏ－エチル＝Ｏ－（６－ニトロ－ｍ－トリル）＝ｓｅｃ－ブチルホ
スホルアミドチオアート

Ｏ－エチル＝Ｏ－（６－ニトロ－メタ－トリル）＝セカンダリ－
ブチルホスホルアミドチオアート（別名ブタミホス）

O-Ethyl O-(6-nitro-m-tolyl) sec-
butylphosphoramidothioate

O-乙基O-（6-硝基 - 间甲苯基）仲丁基硫代磷（别名丁胺
磷）

'0048/000 Ⅲ '
Ｏ－エチル＝Ｏ－４－ニトロフェニル＝フェニルホスホノチオ
アート（別名ＥＰＮ）

Ｏ－エチル＝Ｏ－４－ニトロフェニル＝フェニルホスホノチオ
アート（別名ＥＰＮ）

Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl)
ester

邻乙酯＝邻4-硝基苯基＝苯基硫逐膦酸酯 （別名：EPN）

'0048/001 Ⅲ '2104-64-5
Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl)
ester

Ｏ－エチル＝Ｏ－４－ニトロフェニル＝フェニルホスホノチオ
アート（別名ＥＰＮ）

Phosphonothioic acid, phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl)
ester

O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代磷酸酯

'0048/002 Ⅲ '65580-79-2
Ｏ－エチル＝Ｏ－（４－ニトロフェニル）＝（Ｒ）－フェニルホス
ホノチオアート

Ｏ－エチル＝Ｏ－４－ニトロフェニル＝フェニルホスホノチオ
アート（別名ＥＰＮ）

O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) (R)-phenylphosphonothioate 邻乙酯＝邻（4-硝基苯基）＝（R）-苯基硫逐膦酸酯

'0048/003 Ⅲ '65580-80-5
Ｏ－エチル＝Ｏ－（４－ニトロフェニル）＝（Ｓ）－フェニルホス
ホノチオアート

Ｏ－エチル＝Ｏ－４－ニトロフェニル＝フェニルホスホノチオ
アート（別名ＥＰＮ）

O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) (S)-phenylphosphonothioate 邻乙酯＝邻（4-硝基苯基）＝（S）-苯基硫逐膦酸酯

'0049 Ⅲ '40487-42-1
Ｎ－（１－エチルプロピル）－２，６－ジニトロ－３，４－キシリ
ジン

Ｎ－（１－エチルプロピル）－２，６－ジニトロ－３，４－キシリ
ジン（別名ペンディメタリン）

Pendimethalin
N-(1-乙基丙基)-2,6-二硝基-3,4-二甲基苯胺 （别名：二甲
戊灵）

'0050 Ⅲ '2212-67-1
Ｓ－エチル＝ヘキサヒドロ－１Ｈ－アゼピン－１－カルボチオ
アート

Ｓ－エチル＝ヘキサヒドロ－１Ｈ－アゼピン－１－カルボチオ
アート（別名モリネート）

Molinate S-乙基-N,N-大亚甲基硫代氨基甲酸酯 （别名：禾草敌）

'0051 Ⅲ '149-57-5 ２－エチルヘキサン酸 ２－エチルヘキサン酸 2-Ethylhexanoic acid 异辛酸

'0052 Ⅲ '83130-01-2
エチル＝（Ｚ）－４－ベンジル－６，１０－ジメチル－７－オキ
ソ－８－オキサ－５，１１－ジチア－４，６，９－トリアザドデカ
－９－エノアート

エチル＝（Ｚ）－３－（Ｎ－ベンジル－Ｎ－｛［メチル（１－メチル
チオエチリデンアミノオキシカルボニル）アミノ］チオ｝アミノ）プ
ロピオナート（別名アラニカルブ）

Ethyl (Z)-4-benzyl-6,10-dimethyl-7-oxo-8-oxa-5,11-
dithia-4,6,9-triazadodec-9-enoate

乙基(Z)-N-苄基-N-[(甲基(1-甲硫基亚乙基氨基-氧羰基)氨
基)硫]-Β丙氨酸酯 （别名：棉铃威）

'0053/000 Ⅲ ' エチルベンゼン エチルベンゼン Ethylbenzene 乙苯
'0053/001 Ⅲ '100-41-4 エチルベンゼン エチルベンゼン Ethylbenzene 乙苯

'0054 Ⅲ '98886-44-3
Ｓ－ｓｅｃ－ブチル＝Ｏ－エチル＝（２－オキソ－１，３－チア
ゾリジン－３－イル）ホスホノチオアート

Ｏ－エチル＝Ｓ－１－メチルプロピル＝（２－オキソ－３－チ
アゾリジニル）ホスホノチオアート（別名ホスチアゼート）

S-sec-Butyl O-ethyl (2-oxo-1,3-thiazolidin-3-
yl)phosphonothioate

O-乙基-S-仲丁基-2-氧代-1,3-噻唑烷-3-基硫代膦酸酯
（别名：噻唑磷）

'0055 Ⅲ '151-56-4 アジリジン エチレンイミン Aziridine 乙撑亚胺; 吖丙啶; 氮丙坏
'0057/000 Ⅲ ' エチレングリコールモノエチルエーテル エチレングリコールモノエチルエーテル 110-80-7 乙二醇单乙基醚
'0057/001 Ⅲ '110-80-5 ２－エトキシエタノール エチレングリコールモノエチルエーテル ethylene glycol monoethyl ether 乙二醇乙醚; 2-乙氧基乙醇; 乙基溶纤剂
'0058 Ⅲ '109-86-4 ２－メトキシエタノール エチレングリコールモノメチルエーテル 2-Methoxyethanol 2-甲氧基乙醇; 羟乙基甲醚; 二甲氧基甲烷; 乙二醇一甲醚
'0059 Ⅲ '107-15-3 エチレンジアミン エチレンジアミン Ethylenediamine 乙二胺
'0060/000 Ⅲ ' エチレンジアミン四酢酸 エチレンジアミン四酢酸 E.D.T.A 乙二胺四乙酸
'0060/001 Ⅲ '60-00-4 エチレンジアミン四酢酸 エチレンジアミン四酢酸 ethylenediaminetetraacetic acid 乙二胺四乙酸

'0061 Ⅲ '12427-38-2
［Ｎ－［２－［（ジチオカルボキシ）アミノ］エチル］カルバモジチ
オアト（２－）－Ｓ，Ｓ’］マンガン

Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン（別名マ
ンネブ）、マンネブ、［Ｎ－［２－［（ジチオカルボキシ）アミノ］エ
チル］カルバモジチオアト（２－）－Ｓ，Ｓ’］マンガン、マンガン
及びその化合物

[Ethylene(dithiocarbamato-
kappa(2)S,S')(dithiocarbamato)]manganese

[1,2-亚乙基-双(二硫代氨基甲酸)]锰 （别名：代森锰）

'0062/000 Ⅲ '
Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガンとＮ，Ｎ’
－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化合物（別名
マンコゼブ又はマンゼブ）

Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガンとＮ，Ｎ’
－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化合物（別名
マンコゼブ又はマンゼブ）

Mancozeb
[1,2-亚乙基-双(二硫代氨基甲酸)]锰锌盐的配位化合物 （別
名：代森锰锌,叶斑青）

'0062/001 Ⅲ '8018-01-7
Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガンとＮ，Ｎ’
－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の混合物

Ｎ，Ｎ’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガンとＮ，Ｎ’
－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化合物（別名
マンコゼブ又はマンゼブ）

Mancozeb [1,2-亚乙基-双(二硫代氨基甲酸)]锰锌盐的混合物

'0063/000 Ⅲ '
１，１’－エチレン－２，２’－ビピリジニウム＝ジブロミド（別名
ジクアトジブロミド又はジクワット）

１，１’－エチレン－２，２’－ビピリジニウム＝ジブロミド（別名
ジクアトジブロミド又はジクワット）

6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazine-5,8-diium
dibromide

1,1'-亚乙基-2,2'-联吡啶二溴盐 （別名：敌草快）

'0063/001 Ⅲ '85-00-7 -
１，１’－エチレン－２，２’－ビピリジニウム＝ジブロミド（別名
ジクアトジブロミド又はジクワット）

6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazine-5,8-diium
dibromide

6,7-Dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazine-5,8-diium
dibromide

'0063/002 Ⅲ '6385-62-2
１，１’－エチレン－２，２’－ビピリジニウム＝ジブロミド・一水
和物

１，１’－エチレン－２，２’－ビピリジニウム＝ジブロミド（別名
ジクアトジブロミド又はジクワット）

Diquat dibromide monohydrate 1,1'-乙烯-2,2'-联吡啶二溴盐(一水物)

'0064 Ⅲ '80844-07-1
４－（４－エトキシフェニル）－４－メチル－１－（３－フェノキ
シフェニル）－２－オキサペンタン

２－（４－エトキシフェニル）－２－メチルプロピル＝３－フェノ
キシベンジルエーテル（別名エトフェンプロックス）

4-(4-Ethoxyphenyl)-4-methyl-1-(3-phenoxyphenyl)-2-
oxapentane

[2-(4-乙氧基苯基)-2-甲基]丙基(3-苯氧)苄基醚

'0065/000 Ⅲ ' エピクロロヒドリン エピクロロヒドリン 2-(Chloromethyl)oxirane 环氧氯丙烷
'0065/001 Ⅲ '106-89-8 ２－（クロロメチル）オキシラン エピクロロヒドリン 2-(Chloromethyl)oxirane 环氧氯丙烷; 表氯醇; 3-氯-1,2-环氧丙烷
'0065/002 Ⅲ '51594-55-9 （２Ｒ）－２－（クロロメチル）オキシラン エピクロロヒドリン R-1-chloro-2,3-epoxypropane R－1－氯－2，3－环氧丙烷
'0065/003 Ⅲ '67843-74-7 Oxirane, (chloromethyl)-, (2S)- エピクロロヒドリン Oxirane, (chloromethyl)-, (2S)- 右旋环氧氯丙烷
'0066 Ⅲ '106-88-7 ２－エチルオキシラン １，２－エポキシブタン 2-Ethyloxirane 1,2-环氧丁烷
'0067 Ⅲ '556-52-5 オキシラン－２－イルメタノール ２，３－エポキシ－１－プロパノール Oxiran-2-ylmethanol 2,3-环氧-1-丙醇

（18／35）
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'0068 Ⅲ '75-56-9 ２－メチルオキシラン
１，２－エポキシプロパン（別名酸化プロピレン）、酸化プロピ
レン

2-Methyloxirane 1,2-环氧丙烷; 氧化丙烯; 甲基环氧乙烷

'0069/000 Ⅲ ' ２，３－エポキシプロピル＝フェニルエーテル ２，３－エポキシプロピル＝フェニルエーテル 2-(Phenoxymethyl)oxirane 2,3-环氧丙基苯基醚
'0069/001 Ⅲ '122-60-1 ２－（フェノキシメチル）オキシラン ２，３－エポキシプロピル＝フェニルエーテル 2-(Phenoxymethyl)oxirane 缩水甘油苯基醚

'0070 Ⅲ '155569-91-8
（４’’Ｒ）－４’’－デオキシ－４’’－（メチルアミノ）アベルメク
チンＢ１＝ベンゾアート

エマメクチン安息香酸塩（別名エマメクチンＢ１ａ安息香酸塩
及びエマメクチンＢ１ｂ安息香酸塩の混合物）、エマメクチンＢ
１ａ安息香酸塩及びエマメクチンＢ１ｂ安息香酸塩の混合物

(4''R)-4''-Deoxy-4''-(methylamino)avermectin B1 benzoate (4″R)-4″-去氧-4″-(甲氨基)阿维菌素 B1 苯甲酸盐

'0071 Ⅲ '7705-08-0 三塩化鉄（ＩＩＩ） 塩化第二鉄 Iron(III) trichloride 三氯化鉄（ＩＩＩ）

'0072/000 Ⅲ '
塩化パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの及びその混
合物に限る。）

塩化パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの及びその混
合物に限る。）

Chloroalkane(C10-13) 氯化石蜡（限碳原子数在10到14之间的物质及其混合物。）

'0072/001 Ⅰ '18993-26-5 １，１，１，３，５，７，９，１１，１１－ノナクロロウンデカン
塩化パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの及びその混
合物に限る。）

Undecane, 1,1,1,3,5,7,9,11,11-nonachloro- 1，1，1，3，5，7，9，11，11-九氯十一烷

'0072/002 Ⅰ '36312-81-9 オクタクロロウンデカン
塩化パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの及びその混
合物に限る。）

Undecane, octachloro- 八氯十一烷

'0072/003 Ⅲ '85535-84-8 クロロアルカン（Ｃ＝１０～１３）
塩化パラフィン（炭素数が１０から１３までのもの及びその混
合物に限る。）

Chloroalkane(C10-13) 氯化-C10-13-烷烃; 短链型氯化石蜡

'0073 Ⅲ '111-87-5 オクタン－１－オール １－オクタノール Octan-1-ol 1-辛醇
'0074/000 Ⅲ ' パラ－オクチルフェノール パラ－オクチルフェノール p-octylphenol 对辛基苯酚
'0074/001 Ⅲ '140-66-9 ４－（２，４，４－トリメチルペンタン－２－イル）フェノール パラ－オクチルフェノール 4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenol 4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚
'0074/002 Ⅲ '1806-26-4 ４－オクタン－１－イルフェノール パラ－オクチルフェノール 4-Octan-1-ylphenol 4-辛基酚
'0074/003 Ⅲ '1818-08-2 ｐ－（１－メチルヘプチル）フェノール パラ－オクチルフェノール P-(1-methylheptyl)phenol 对（1-甲基庚基）苯酚
'0074/004 Ⅲ '3307-00-4 ｐ－（１－エチルヘキシル）フェノール パラ－オクチルフェノール P-(1-ethylhexyl)phenol 对（1-乙基己基）苯酚
'0074/005 Ⅲ '3307-01-5 ｐ－（１－プロピルペンチル）フェノール パラ－オクチルフェノール P-(1-propylpentyl)phenol 对（1-丙基戊基）苯酚
'0074/006 Ⅲ '27013-89-4 ｐ－イソオクチルフェノール パラ－オクチルフェノール P-isooctylphenol 对异辛酯苯酚
'0074/007 Ⅲ '27214-47-7 ｐ－ｓｅｃ－オクチルフェノール パラ－オクチルフェノール ｐ－ｓｅｃ－オクチルフェノール 4-仲辛烷基苯酚
'0076 Ⅲ '105-60-2 アゼパン－２－オン イプシロン－カプロラクタム Azepan-2-one 己内酰胺
'0077 Ⅲ '156-62-7 カルシウムシアナミド カルシウムシアナミド Calcium cyanamide 氰氨化钙
'0078/000 Ⅲ ' ２，４－キシレノール ２，４－キシレノール 2,4-Xylenol 2,4-二甲基苯酚
'0078/001 Ⅲ '105-67-9 ２，４－キシレノール ２，４－キシレノール 2,4-xylenol 2,4-二甲基苯酚
'0079/000 Ⅲ ' ２，６－キシレノール ２，６－キシレノール 2,6-Xylenol 2,6-二甲基苯酚
'0079/001 Ⅲ '576-26-1 ２，６－キシレノール ２，６－キシレノール 2,6-xylenol 2,6-二甲基苯酚
'0080/000 Ⅲ ' キシレン キシレン xylene 二甲苯
'0080/001 Ⅲ '95-47-6 ｏ－キシレン キシレン o-Xylene 邻二甲苯
'0080/003 Ⅲ '106-42-3 ｐ－キシレン キシレン p-Xylene 对二甲苯
'0080/005 Ⅲ '108-38-3 ｍ－キシレン キシレン m-Xylene 间二甲苯
'0080/007 Ⅲ '1330-20-7 キシレン キシレン Xylene 二甲苯
'0081 Ⅲ '91-22-5 キノリン キノリン Quinoline 喹啉; 苯并吡啶; 氮杂萘;　苯并(b)吡啶; 1-偶氮萘
'0082/000 Ⅲ ' 銀及びその水溶性化合物 銀及びその水溶性化合物 silver and its water-soluble compounds 银及其水溶性化合物
'0082/001 Ⅲ '7775-41-9 フッ化銀 ふっ化水素及びその水溶性塩、銀及びその水溶性化合物 Silver fluoride 氟化银
'0082/002 Ⅲ '506-61-6 ジシアノ銀酸カリウム 銀及びその水溶性化合物 Potassium dicyanoargentate 氰化银钾
'0082/003 Ⅲ '563-63-3 酢酸銀（Ｉ） 銀及びその水溶性化合物 Silver acetate 醋酸银（Ｉ）
'0082/005 Ⅲ '7440-22-4 銀 銀及びその水溶性化合物 Silver 银
'0082/006 Ⅲ '7761-88-8 硝酸銀（Ｉ） 銀及びその水溶性化合物 Nitric acid silver(1+) salt 硝酸银(Ⅰ)
'0082/007 Ⅲ '7783-92-8 塩素酸銀（Ｉ） 銀及びその水溶性化合物 Silver chlorate 氯酸银（Ｉ）
'0082/008 Ⅲ '7783-93-9 過塩素酸銀（Ｉ） 銀及びその水溶性化合物 Silver perchlorate 高氯酸银（Ｉ）
'0082/009 Ⅲ '14325-99-6 スルファミン酸銀（Ｉ） 銀及びその水溶性化合物 Sulfamic acid, monosilver(1+) salt 氨基磺酸银（Ｉ）
'0082/010 Ⅲ '15634-29-4 ジシアノ銀酸タリウム 銀及びその水溶性化合物 Thallium bis(cyano-C)argentate 氰化银铊
'0082/011 Ⅲ '34445-07-3 フッ化ジアンミン銀（Ｉ） 銀及びその水溶性化合物 Diamminesilver fluoride 氟化氨银（Ｉ）
'0083 Ⅲ '98-82-8 クメン クメン Cumene 异丙基苯
'0084 Ⅲ '107-22-2 オキサルアルデヒド グリオキサール Oxalaldehyde 乙二醛
'0085 Ⅲ '111-30-8 グルタルアルデヒド グルタルアルデヒド Glutaraldehyde 戊二醛
'0086/000 Ⅲ ' クレゾール クレゾール cresol 甲酚
'0086/001 Ⅲ '95-48-7 ｏ－クレゾール クレゾール o-Cresol 邻甲酚
'0086/003 Ⅲ '106-44-5 ｐ－クレゾール クレゾール ｐ－クレゾール 对甲酚
'0086/005 Ⅲ '108-39-4 ｍ－クレゾール クレゾール m-Methylphenol 间甲酚
'0086/007 Ⅲ '1319-77-3 クレゾール クレゾール Cresol, mixed 甲酚
'0087/000 Ⅲ ' クロム及び三価クロム化合物 クロム及び三価クロム化合物 chromium and chromium(III) compounds 铬及三价铬化合物
'0087/001 Ⅲ '12006-79-0 ホウ化クロム（ＩＩＩ） ほう素化合物、クロム及び三価クロム化合物 Chromium boride 硼化铬（ＩＩＩ）
'0087/002 Ⅲ '27519-39-7 四フッ化ホウ酸クロム（ＩＩＩ） ほう素化合物、クロム及び三価クロム化合物 Tetrafluoroborate(1-), chromium(3+) (3:1) 四氟硼酸铬（ＩＩＩ）
'0087/003 Ⅲ '1066-30-4 酢酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium triacetate 醋酸铬（ＩＩＩ）
'0087/004 Ⅲ '1308-14-1 水酸化クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Dichromium trioxide hydrate 氢氧化铬（ＩＩＩ）
'0087/005 Ⅲ '1308-38-9 酸化クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium (III) oxide (Cr2O3) 氧化铬（ＩＩＩ）

'0087/006 Ⅲ '5601-29-6
ビス［２－［（４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－オキソ－１－
フェニル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）アゾ］ベンゾアト（２
－）］クロム酸水素

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-
1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)

双[2-［（4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基）
偶氮］苯甲酸（2-）］铬酸氢盐 （别名：溶剂黄 21）

'0087/007 Ⅲ '6449-00-9 炭酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Dichromium tricarbonate 碳酸铬（ＩＩＩ）
'0087/008 Ⅲ '7440-47-3 クロム クロム及び三価クロム化合物 Chromium 铬
'0087/009 Ⅲ '7788-97-8 フッ化クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium trifluoride 氟化铬（ＩＩＩ）
'0087/010 Ⅲ '7788-99-0 硫酸カリウムクロム（ＩＩＩ）・十二水和物 クロム及び三価クロム化合物 Chromium(III) potassium sulfate, dodecahydrate 硫酸钾铬（ＩＩＩ）・十二水合物
'0087/011 Ⅲ '7789-02-8 硝酸クロム（ＩＩＩ）・九水和物 クロム及び三価クロム化合物 Chromium(III) nitrate nonahydrate 硝酸铬（ＩＩＩ）・九水合物
'0087/012 Ⅲ '7789-04-0 リン酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium orthophosphate 磷酸铬（ＩＩＩ）

'0087/013 Ⅲ '10022-47-6 硫酸クロム（ＩＩＩ）アンモニウム・十二水和物 クロム及び三価クロム化合物
Sulfuric acid, ammonium chromium(3+) salt (2:1:1),
dodecahydrate

硫酸铬（ＩＩＩ）铵十二水酯

'0087/014 Ⅲ '10025-73-7 塩化クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium trichloride 氯化铬（ＩＩＩ）
'0087/015 Ⅲ '10060-12-5 塩化クロム（ＩＩＩ）・六水和物 クロム及び三価クロム化合物 Chromium(III) chloride, hexahydrate 氯化铬（ＩＩＩ）・六水合物
'0087/016 Ⅲ '10101-53-8 硫酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium (III) sulfate 硫酸铬（ＩＩＩ）
'0087/017 Ⅲ '10141-00-1 硫酸カリウムクロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium potassium bis(sulphate) 硫酸钾铬（ＩＩＩ）
'0087/018 Ⅲ '12336-95-7 塩基性硫酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium hydroxide sulfate (Cr(OH)(SO4)) 盐基性硫酸铬（ＩＩＩ）
'0087/019 Ⅲ '13520-66-6 硫酸クロム（ＩＩＩ）・十八水和物 クロム及び三価クロム化合物 Sulfuric acid, chromium(3+) salt (3:2), octadecahydrate 硫酸铬（ＩＩＩ）・十八水合物
'0087/020 Ⅲ '13537-21-8 過塩素酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium(3+) perchlorate 高氯酸铬（ＩＩＩ）
'0087/021 Ⅲ '13548-38-4 硝酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium trinitrate 硝酸铬（ＩＩＩ）
'0087/022 Ⅲ '13548-43-1 硫酸クロム（ＩＩＩ）アンモニウム クロム及び三価クロム化合物 Ammonium chromium bis(sulphate) 硫酸铬（ＩＩＩ）铵
'0087/023 Ⅲ '13601-11-1 ヘキサシアノクロム酸三カリウム クロム及び三価クロム化合物 Tripotassium hexa(cyano-C)chromate(3-) 六氰基铬酸钾
'0087/024 Ⅲ '13820-25-2 三塩化ヘキサアンミンクロム クロム及び三価クロム化合物 (OC-6-11)-Hexaamminechromium trichloride 三氯化六氨合铬
'0087/025 Ⅲ '14320-13-9 ｔｒａｎｓ－トリス（グリシナト－Ｎ，Ｏ）クロム クロム及び三価クロム化合物 (OC-6-21)-Tris(glycinato-N,O)chromium 反-三（甘氨酸-N,O）铬
'0087/026 Ⅲ '14325-26-9 ｃｉｓ－トリス（グリシナト－Ｎ，Ｏ）クロム クロム及び三価クロム化合物 (OC-6-22)-Tris(glycinato-N, O)chromium 顺-三（甘氨酸-N,O）铬
'0087/027 Ⅲ '14640-57-4 硫酸クロム（ＩＩＩ）セシウム クロム及び三価クロム化合物 Sulfuric acid, cesium chromium(3+) salt (2:1:1) 硫酸铬（ＩＩＩ）铯
'0087/028 Ⅲ '15005-90-0 硫酸クロム（ＩＩＩ）・六水和物 クロム及び三価クロム化合物 Sulfuric acid, chromium(3+) salt (3:2), hexahydrate 硫酸铬（ＩＩＩ）・六水合物

'0087/029 Ⅲ '15363-19-6 硫酸クロム（ＩＩＩ）セシウム・十二水和物 クロム及び三価クロム化合物
Sulfuric acid, cesium chromium(3+) salt (2:1:1),
dodecahydrate

硫酸铬（ＩＩＩ）铯・十二水合物

'0087/030 Ⅲ '15363-28-7 三硝酸ヘキサアンミンクロム クロム及び三価クロム化合物 (OC-6-11)-Hexaamminechromium trinitrate 三硝酸六氨合铬
'0087/031 Ⅲ '16671-27-5 フッ化クロム（ＩＩＩ）・三水和物 ふっ化水素及びその水溶性塩、クロム及び三価クロム化合 Chromium trifluoride trihydrate 氟化铬（ＩＩＩ）・三水合物

'0087/032 Ⅲ '19154-31-5
ビス［３－ヒドロキシ－４－［（２－ヒドロキシ－１－ナフタレニ
ル）アゾ］－１－ナフタレンスルホナト（３－）］クロム酸三水素

クロム及び三価クロム化合物
Trihydrogen bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-
naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)

双[3-羟基-4-［（2-羟基-1-萘）偶氮］-1-萘磺酸基（3-）］铬
酸氢盐

'0087/033 Ⅲ '19512-14-2 硫酸クロム（ＩＩＩ）・十六水和物 クロム及び三価クロム化合物 Sulfuric acid, chromium(3+) salt (3:2), hexadecahydrate 硫酸铬（ＩＩＩ）・十六水合物
'0087/034 Ⅲ '25013-81-4 過塩素酸クロム（ＩＩＩ）・九水和物 クロム及び三価クロム化合物 Chromium triperchlorate nonahydrate 高氯酸铬（ＩＩＩ）・九水合物
'0087/035 Ⅲ '27115-36-2 ギ酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium triformate 甲酸铬（ＩＩＩ）

'0087/036 Ⅲ '32517-36-5
ビス［１－［（２－ヒドロキシ－４－ニトロフェニル）アゾ］－２－
ナフタレノラト（２－）］クロム酸水素

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-
naphtholato(2-)]chromate(1-)

双[1-［（2-羟基-4-硝基苯基）偶氮］-2-萘酚（2-）］铬酸氢盐
（别名：溶剂黑34）

'0087/037 Ⅲ '33270-70-1
ビス［２，４－ジヒドロ－４－［（２－ヒドロキシ－４－ニトロフェ
ニル）アゾ］－５－メチル－２－フェニル－３Ｈ－ピラゾール－
３－オナト（２－）］クロム酸水素

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-
nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-
onato(2-)]chromate(1-)

双[2,4-二氢-4-［（2-羟基-4-硝基苯基）偶氮］-5-甲基-2-苯
基-3H-吡唑-3-酮酸根（2-）］铬酸氢盐 （别名：溶剂红 8）

'0087/038 Ⅲ '33518-89-7
ビス［２－［（２－ヒドロキシ－４－ニトロフェニル）アゾ］－３－
オキソ－Ｎ－フェニルブタンジオナト（２－）］クロム酸水素

クロム及び三価クロム化合物
Chromate(1-), bis[2-[(2-hydroxy-4-
nitrophenyl)azo]acetoacetanilidato(2-)]-, hydrogen

双[2-［（2-羟基-4-硝基苯基）偶氮］-3-氧代-N-苯基丁二酮
（2-）］铬酸氢盐

'0087/039 Ⅲ '34156-26-8 ヘキサシアノクロム酸三タリウム クロム及び三価クロム化合物 Trithallium hexacyanochromate 六氰基铬酸铊
'0087/040 Ⅲ '34215-66-2 過塩素酸クロム（ＩＩＩ）・十水和物 クロム及び三価クロム化合物 Chromium triperhlorate decahydrate 高氯酸铬（ＩＩＩ）・十水合物
'0087/041 Ⅲ '40752-90-7 三臭化ヘキサアンミンクロム クロム及び三価クロム化合物 OC-6-11)-Hexaamminechromium tribromide 三溴化六氨合铬

'0087/042 Ⅲ '52256-37-8
ビス［２，４－ジヒドロ－４－［（２－ヒドロキシ－５－ニトロフェ
ニル）アゾ］－５－メチル－２－フェニル－３Ｈ－ピラゾール－
３－オナト（２－）］クロム酸水素

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-
nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-
onato(2-)]chromate(1-)

双[2,4-二氢-4-［（2-羟基-5-硝基苯基）偶氮］-5-甲基-2-苯
基-3H-吡唑-3-酮（2-）］铬酸氢盐 （别名：溶剂橙 62）

'0087/043 Ⅲ '52677-44-8

［４－［［４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－（オキソ－Ｏ）－１
－（３－スルホフェニル）－１Ｈ－ピラゾール－４－イル］アゾ］
－３－（ヒドロキシ－Ｏ）－１－ナフタレンスルホナト（４－）］ク
ロム酸ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物
Sodium [4-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-
sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-3-
hydroxynaphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)

［4-［［4,5-二氢-3-甲基-5-（氧代-O）-1-（3-磺基苯基）-1H-
吡唑-4-基］偶氮］-3-（羟基-O）-1-萘磺酸基（4-）］铬酸钠
（别名：酸性红186）

'0087/044 Ⅲ '55147-94-9 過塩素酸クロム（ＩＩＩ）・六水和物 クロム及び三価クロム化合物 Chromium triperchlorate hexahydrate 高氯酸铬（ＩＩＩ）・六水合物
'0087/045 Ⅲ '55917-86-7 サリチル酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Tris(salicylato-O1,O2)chromium 水杨酸铬（ＩＩＩ）
'0087/046 Ⅲ '56269-88-6 過塩素酸クロム（ＩＩＩ）・二水和物 クロム及び三価クロム化合物 Chromium triperchlorate dihydrate 二水高氯酸铬（ＩＩＩ）

'0087/047 Ⅲ '61931-84-8
［２－ヒドロキシ－３－［［（２－ヒドロキシフェニル）メチレン］ア
ミノ］－５－ニトロベンゼンスルホナト（３－）－Ｎ３，Ｏ２，Ｏ３］
クロム

クロム及び三価クロム化合物
[2-hydroxy-3-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]-5-
nitrobenzene-1-sulphonato(3-)-N3,O2,O3]chromium

［2-羟基-3-［［（2-羟基苯基）亚甲基］氨基］-5-硝基苯磺酸
根合（3-）-N3,O2,O3］铬

'0087/048 Ⅲ '62037-24-5 アビエチン酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物
(1R,4aR,4bR,10aR)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-Decahydro-1,4a-
dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic acid,
chromium(3+) salt, (3:1)

松香酸铬（ＩＩＩ）

'0087/049 Ⅲ '68239-51-0 六フッ化ケイ酸クロム（ＩＩＩ） クロム及び三価クロム化合物 Chromium(3+) hexafluorosilicate(2-) 六氟硅酸铬（ＩＩＩ）

'0087/050 Ⅲ '75199-05-2

［２－（２－クロロフェニル）－２，４－ジヒドロ－４－［（２－ヒド
ロキシ－５－ニトロフェニル）アゾ］－５－メチル－３Ｈ－ピラ
ゾール－３－オナト（２－）］［２－ヒドロキシ－３－［（２－ヒド
ロキシ－１－ナフタレニル）アゾ］－５－ニトロベンゼンスルホ
ナト（３－）］クロム酸二ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物

Disodium [2-(2-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-
5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-
hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-5-nitrobenzene-1-
sulphonato(3-)]chromate(2-)

［2-（2-氯苯基）-2,4-二氢-4-［（2-羟基-5-硝基苯基）偶氮］
-5-甲基-3H-吡唑-3-酮（2-）］［2-羟基-3-［（2-羟基-1-萘）
偶氮］-5-硝基苯磺酸根合（3-）］铬酸二钠

'0087/051 Ⅲ '75214-58-3
ビス［３－ヒドロキシ－４－［（２－ヒドロキシ－１－ナフタレニ
ル）アゾ］－１－ナフタレンスルホナト（３－）］クロム酸三ナトリ
ウム

クロム及び三価クロム化合物
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-
naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)

双[3-羟基-4-［（2-羟基-1-萘）偶氮］-1-萘磺酸基（3-）］铬
酸三钠

'0087/052 Ⅲ '83733-23-7

［３－［（４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－オキソ－１－フェニ
ル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）アゾ］－４－ヒドロキシ－５
－ニトロベンゼンスルホナト（３－）］［２－［（２－ヒドロキシフェ
ニル）メチレン］アミノ］－４－ニトロフェニラト（２－）－Ｎ２，Ｏ
１，Ｏ２］クロム酸二ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物

Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-
pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-
)][2-[(2-hydroxybenzylidene)amino]-4-nitrophenolato(2-)-
N2,O1,O2]chromate(2-)

［3-［（4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基）偶
氮］-4-羟基-5-硝基苯磺酸根合（3-）］［2-［（2-羟基苯基）亚
甲基］氨基］-4-复硝酚（2-）-N2,O1,O2］铬酸二钠

'0087/053 Ⅲ '83833-37-8

［２，４－ジヒドロ－４－［（２－ヒドロキシ－４－ニトロフェニ
ル）アゾ］－５－メチル－２－フェニル－３Ｈ－ピラゾール－３
－オンアト（２－）］［４－［（４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－
オキソ－１－フェニル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）アゾ］－
３－ヒドロキシ－１－ナフタレンスルホナト（３－）］クロム酸二
ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物

Chromate(2-), [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-
nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-
onato(2-)][4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-
pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]-,
disodium

［2,4-二氢-4-［（2-羟基-4-硝基苯基）偶氮］-5-甲基-2-苯
基-3H-吡唑-3-酮（2-）］［4-［（4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-
苯基-1H-吡唑-4-基）偶氮］-3-羟基-1-萘磺酸基（3-）］铬酸
二钠 （别名：酸性红 S-B）

（19／35）
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'0087/054 Ⅲ '84030-55-7
ジアクアビス［３－ヒドロキシ－２－ナフタレンカルボキシラト
（２－）－Ｏ２，Ｏ３］クロム酸水素

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen diaquabis[3-hydroxynaphthalene-2-
carboxylato(2-)-O2,O3]chromate(1-)

二水合双[3-羟基-2-萘甲酸根（2-）-O2,O3］铬酸氢盐

'0087/055 Ⅲ '84179-66-8
ビス［３－ヒドロキシ－４－［（２－ヒドロキシ－３，５－ジジトロ
フェニル）アゾ］－Ｎ－フェニル－２－ナフタレンカルボキシア
ミド（２－）］クロム酸水素

クロム及び三価クロム化合物
Chromate(1-), bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-3,5-
dinitrophenyl)azo]-N-phenyl-2-
naphthalenecarboxamidato(2-)]-, hydrogen

双[3-羟基-4-［（2-羟基-3,5-二硝基苯基）偶氮］-N-苯基-2-
萘酰胺（2-）］铬酸氢盐

'0087/056 Ⅲ '84204-63-7

ビス［３－［［１－（３－クロロフェニル）－４，５－ジヒドロ－３－
メチル－５－オキソ－１Ｈ－ピラゾール－４－イル］アゾ］－４
－ヒドロキシ－５－ニトロベンゼンスルホナト（３－）］クロム酸
三ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物
Trisodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-
methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-5-
nitrobenzene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)

双[3-［［1-（3-氯苯基）-4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1H-吡唑
-4-基］偶氮］-4-羟基-5-硝基苯磺酸根合（3-）］铬酸三钠

'0087/057 Ⅲ '84682-44-0

［２－［（４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－オキソ－１－フェニ
ル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）アゾ］ベンゾアト（２－）］［２
－［［４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－オキソ－１－（４－ス
ルホフェニル）－１Ｈ－ピラゾール－４－イル］アゾ］ベンゾア
ト（３－）］クロム酸二ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物

Disodium [2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-
pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)][2-[[4,5-dihydro-3-methyl-
5-oxo-1-(4-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-
yl]azo]benzoato(3-)]chromate(2-)

［2-［（4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基）偶
氮］苯甲酸（2-）］［2-［［4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-（4-磺
基苯基）-1H-吡唑-4-基］偶氮］苯甲酸（3-）］铬酸二钠

'0087/058 Ⅲ '85443-63-6
［３－［［４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－オキソ－１－フェニ
ル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル］アゾ］－２－ヒドロキシ－５
－ニトロベンゼンスルホナト（３－）］ヒドロキシクロム酸水素

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-
pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-
)]hydroxychromate(1-)

［3-［［4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基］偶
氮］-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合（3-）］羟基铬酸氢盐

'0087/059 Ⅲ '85443-64-7

［３－［（４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－オキソ－１－フェニ
ル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）アゾ］－２－ヒドロキシ－５
－ニトロベンゼンスルホナト（３－）］ヒドロキシクロム酸水素と
２－アミノエタノールの（１：１）付加物

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-
pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-
)]hydroxychromate(1-), compound with 2-aminoethanol (1:1)

［3-［（4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基）偶
氮］-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合（3-）］羟基铬酸氢盐和2-氨
基乙醇络合物（1：1）

'0087/060 Ⅲ '85443-68-1

［３－［（４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－オキソ－１－フェニ
ル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）アゾ］－２－ヒドロキシ－５
－ニトロベンゼンスルホナト（３－）］ヒドロキシクロム酸水素と
２，２’－イミノジエタノールの（１：１）付加物

クロム及び三価クロム化合物

Hydrogen [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-
pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-
)]hydroxychromate(1-), compound with 2,2'-iminodiethanol
(1:1)

［3-［（4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基）偶
氮］-2-羟基-5-硝基苯磺酸根合（3-）］羟基铬酸氢盐和2,2'-
亚氨基二乙醇络合物（1：1）

'0087/061 Ⅲ '90677-69-3

［７－（２，３－ジブロモ－１－オキソプロピル）アミノ］－４－ヒ
ドロキシ－３－［（２－ヒドロキシ－５－ニトロフェニル）アゾ］
－２－ナフタレンスルホナト（３－）］［４－［［６－［（２，３－ジブ
ロモ－１－オキソプロピル）アミノ｝－１－ヒドロキシ－３－ス
ルホ－２－ナフタレニル］アゾ］－３－ヒドロキシ－７－ニトロ
－１－ナフタレンスルホナト（４－）］クロム酸四ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物

Chromate(4-), [7-[(2,3-dibromo-1-oxopropyl)amino]-4-
hydroxy-3-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-
naphthalenesulfonato(3-)][4-[[6-[(2,3-dibromo-1-
oxopropyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthalenyl]azo]-
3-hydroxy-7-nitro-1-naphthalenesulfonato(4-)]-,
tetrasodium

［7-（2,3-二溴-1-氧代丙基）氨基］-4-羟基-3-［（2-羟基-5-
硝基苯基）偶氮］-2-萘磺酸基（3-）］［4-［［6-［（2,3-二溴-1-
氧代丙基）氨基｝-1-羟基-3-磺基-2-萘］偶氮］-3-羟基-7-
硝基-1-萘磺酸基（4-）］铬酸四钠

'0087/062 Ⅲ '93964-94-4
ビス［４－［４，５－ジヒドロ－４－［（２－ヒドロキシ－４－ニト
ロフェニル）アゾ］－３－メチル－５－オキソ－１Ｈ－ピラゾ－
１－イル］－ベンゼンスルホナト（３－）］クロム酸三ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物
Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-
nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-
yl]benzenesulphonato(3-)]chromate(3-)

双[4-［4,5-二氢-4-［（2-羟基-4-硝基苯基）偶氮］-3-甲基-
5-氧代-1H-吡唑-1-基］-苯磺酸（3-）］铬酸三钠

'0087/063 Ⅲ '94276-21-8
［６－アミノ－５－［（２－ヒドロキシ－４－ニトロフェニル）ア
ゾ］－１－ナフタレンスルホナト（３－）］ヒドロキシクロム酸水
素

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-
nitrophenyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-
)]hydroxychromate(1-)

［6-氨基-5-［（2-羟基-4-硝基苯基）偶氮］-1-萘磺酸基（3-
）］羟基铬酸氢盐

'0087/064 Ⅲ '94276-26-3
２－（メチルアミノ）エタノールとヒドロキシ［２－ヒドロキシ－３
－［（２－ヒドロキシ－１－ナフタレニル）アゾ］－５－ニトロベ
ンゼンスルホナト（３－）］クロム酸水素の（１：１）付加物

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen hydroxy[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-
naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(1-),
compound with 2-(methylamino)ethanol (1:1)

2-（甲基氨基）乙醇和羟基［2-羟基-3-［（2-羟基-1-萘）偶
氮］-5-硝基苯磺酸根合（3-）］铬酸氢盐络合物（1：1）

'0087/065 Ⅲ '94276-27-4
２－アミノエタノールとヒドロキシ［２－ヒドロキシ－３－［（２－
ヒドロキシ－１－ナフタレニル）アゾ］－５－ニトロベンゼンス
ルホナト（３－）］クロム酸水素の（１：１）付加物

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen hydroxy[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-
naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(1-),
compound with 2-aminoethanol (1:1)

2-氨基乙醇和羟基［2-羟基-3-［（2-羟基-1-萘）偶氮］-5-硝
基苯磺酸根合（3-）］铬酸氢盐络合物（1：1）

'0087/066 Ⅲ '94277-61-9
２－（ドデシルアミノ）エタノールとビス［１－（２－ヒドロキシ－
４－ニトロフェニル）アゾ］－２－ナフタレノラト（２－）］クロム
酸水素の（１：１）付加物

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-
naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with 2-
(dodecylamino)ethanol (1:1)

2-（十二氨基）乙醇和双[1-（2-羟基-4-硝基苯基）偶氮］-2-
萘酚（2-）］铬酸氢盐络合物（1：1）

'0087/067 Ⅲ '94277-62-0
ビス［２－［［４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－オキソ－１－
（４－スルホフェニル）－１Ｈ－ピラゾール－４－イル］アゾ］ベ
ンゾアト（３－）］クロム酸三ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物
Trisodium bis[2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-
sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzoato(3-
)]chromate(3-)

双[2-［［4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-（4-磺基苯基）-1H-吡
唑-4-基］偶氮］苯甲酸（3-）］铬酸三钠

'0087/068 Ⅲ '94277-63-1
２－（ドデシルアミノ）エタノールとビス［１－（５－クロロ－２－
ヒドロキシフェニル）アゾ］－２－ナフタレノラト（２－）］クロム
酸水素の（１：１）付加物

クロム及び三価クロム化合物
Hydrogen bis[1-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-2-
naphtholato(2-)]chromate(1-), compound with 2-
(dodecylamino)ethanol (1:1)

2-（十二氨基）乙醇和双[1-（5-氯-2-羟基苯基）偶氮］-2-萘
酚（2-）］铬酸氢盐络合物（1：1）

'0087/069 Ⅲ '96293-54-8

ビス［３－カルボキシ－１－［４－［［６－［（２－カルボキシフェ
ニル）アゾ］－５－ヒドロキシ－７－スルホ－２－ナフタレニ
ル］アミノ］－６－［［４－［（スルホフェニル）アゾ］フェニル］アミ
ノ］－１，３，５－トリアジン－２－イル］ピリジニウマト（５－）］
クロム酸五ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物

Chromate(5-), bis[3-carboxy-1-[4-[[6-[(2-
carboxyphenyl)azo]-5-hydroxy-7-sulfo-2-
naphthalenyl]amino]-6-[[4-[(sulfophenyl)azo]phenyl]amino]-
1,3,5-triazin-2-yl]pyridiniumato(5-)]-, pentasodium

双[3-羧基-1-［4-［［6-［（2-羧基苯基）偶氮］-5-羟基-7-磺
基-2-萘］氨基］-6-［［4-［（磺基苯基）偶氮］苯基］氨基］-
1,3,5-三嗪-2-基］吡啶嗡（5-）］铬酸五钠 （C.I.活性棕47）

'0087/070 Ⅲ '97158-56-0

ビス［１－［４－［［３－（アセチルアミノ）－４－［（４，８－ジス
ルホ－２－ナフタレニル）アゾ］フェニル］アミノ］－６－［［６－
［（２－カルボキシフェニル）アゾ］－５－ヒドロキシ－７－スル
ホ－２－ナフタレニル］アミノ］－１，３，５－トリアジン－２－イ
ル］－３－カルボキシピリジニウマト（６－）］クロム酸七ナトリ

クロム及び三価クロム化合物

Chromate(7-), bis[1-[4-[[3-(acetylamino)-4-[2-(4,8-
disulfo-2-naphthalenyl)diazenyl]phenyl]amino]-6-[[6-[2-[2-
(carboxy-.kappa.O)phenyl]diazenyl-.kappa.N1]-5-(hydroxy-
.kappa.O)-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-
yl]-3-carboxypyridiniumato(6-)]-, sodium (1:7)

双[1-［4-［［3-（乙酰氨基）-4-［（4,8-二磺基-2-萘）偶氮］苯
基］氨基］-6-［［6-［（2-羧基苯基）偶氮］-5-羟基-7-磺基-2-
萘］氨基］-1,3,5-三嗪-2-基］-3-羧基吡啶嗡（6-）］铬酸七钠

'0087/071 Ⅲ '101607-36-7

ビス［２－［［６－［［４－［［３－（アセチルアミノ）－４－［（４，８
－ジスルホ－２－ナフタレニル）アゾ］フェニル］アミノ］－６－
クロロ－１，３，５－トリアジン－２－イル］アミノ］－１－ヒドロ
キシ－３－スルホ－２－ナフタレニル］アゾ］ベンゾアト（５
－）］クロム酸七ナトリウム

クロム及び三価クロム化合物

Chromate(7-), bis[2-[[6-[[4-[[3-(acetylamino)-4-[(4,8-
disulfo-2-naphthalenyl)azo]phenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-
triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulfo-2-
naphthalenyl]azo]benzoato(5-)]-, heptasodium

双[2-［［6-［［4-［［3-（乙酰氨基）-4-［（4,8-二磺基-2-萘）偶
氮］苯基］氨基］-6-氯-1,3,5-三嗪-2-基］氨基］-1-羟基-3-
磺基-2-萘］偶氮］苯甲酸（5-）］铬酸七钠

'0087/072 Ⅲ '12018-19-8 亜クロム酸亜鉛 クロム及び三価クロム化合物 Dichromium zinc tetraoxide 亚铬酸锌
'0087/073 Ⅲ '15244-38-9 硫酸クロム（ＩＩＩ）・水和物 クロム及び三価クロム化合物 Sulfuric acid, chromium(3+) salt (3:2), hydrate 硫酸铬（ＩＩＩ）・水合物

'0087/074 Ⅲ '84812-63-5

ビス［４－［（４，５－ジヒドロ－３－メチル－５－オキソ－１－
フェニル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）アゾ］－３－ヒドロキ
シ－１－ナフタレンスルホナト（３－）］クロム酸三水素と２－
（メチルアミノ）エタノールの付加物

クロム及び三価クロム化合物

Trihydrogen bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-
1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-
sulphonato(3-)]chromate(3-), compound with 2-
(methylamino)ethanol

双[4-［（4,5-二氢-3-甲基-5-氧代-1-苯基-1H-吡唑-4-基）
偶氮］-3-羟基-1-萘磺酸基（3-）］铬酸氢盐和2-（甲基氨基）
乙醇络合物

'0089/000 Ⅲ ' クロロアニリン クロロアニリン chloroaniline 氯苯胺
'0089/001 Ⅲ '95-51-2 ｏ－クロロアニリン クロロアニリン o-Chloroaniline 邻氯苯胺
'0089/002 Ⅲ '106-47-8 ４－クロロアニリン クロロアニリン 4-Chloroaniline 4-氯苯胺; 对氯苯胺
'0089/003 Ⅲ '108-42-9 ｍ－クロロアニリン クロロアニリン 3-chloroaniline 间氯苯胺
'0089/004 Ⅲ '27134-26-5 クロロアニリン クロロアニリン Chloroaniline 氯苯胺

'0090 Ⅲ '1912-24-9
２－クロロ－４－エチルアミノ－６－イソプロピルアミノ－１，
３，５－トリアジン

２－クロロ－４－エチルアミノ－６－イソプロピルアミノ－１，
３，５－トリアジン（別名アトラジン）

Atrazine 2-氯-4-乙基胺-6-异丙胺-S-三嗪 （别名：阿特拉津）

'0091 Ⅲ '21725-46-2
２－（４－クロロ－６－エチルアミノ－１，３，５－トリアジン－２
－イル）アミノ－２－メチルプロピオノニトリル

２－（４－クロロ－６－エチルアミノ－１，３，５－トリアジン－２
－イル）アミノ－２－メチルプロピオノニトリル（別名シアナジ
ン）

Cyanazine
2-(4-氯-6-乙氨基-1,3,5-三嗪-2-基氨基)-2-甲基丙腈（别
名草净津）

'0092 Ⅲ '129558-76-5
４－クロロ－３－エチル－１－メチル－Ｎ－［４－（４－トリル
オキシ）ベンジル］－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド

４－クロロ－３－エチル－１－メチル－Ｎ－［４－（パラトリル
オキシ）ベンジル］ピラゾール－５－カルボキサミド（別名トル
フェンピラド）

4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-N-[4-(4-tolyloxy)benzyl]-1H-
pyrazole-5-carboxamide

4-氯-3-乙基-1-甲基-N-{[4-(4-甲基苯氧基)苯基]-甲基}-
1H吡唑-5-甲酰胺

'0093 Ⅲ '51218-45-2
２－クロロ－２’－エチル－Ｎ－（２－メトキシ－１－メチルエ
チル）－６’－メチルアセトアニリド

２－クロロ－２’－エチル－Ｎ－（２－メトキシ－１－メチルエ
チル）－６’－メチルアセトアニリド（別名メトラクロール）

2-Chloro-2'-ethyl-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-6'-
methylacetanilide

2-乙基-6-甲基-N-(1-甲基-2-甲氧乙基)-氯代乙酰替苯胺
（别名：异丙甲草胺）

'0095 Ⅲ '79622-59-6
３－クロロ－Ｎ－（３－クロロ－５－トリフルオロメチル－２－
ピリジル）－α，α，α－トリフルオロ－２，６－ジニトロ－ｐ－
トルイジン

３－クロロ－Ｎ－（３－クロロ－５－トリフルオロメチル－２－
ピリジル）－アルファ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－２，
６－ジニトロ－パラ－トルイジン（別名フルアジナム）

3-Chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-
alpha,alpha,alpha-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

3-氯-N-(3-氯-5-三氟甲基-2-吡啶基)-a,a,a-三氟-2,6-二
硝基-对-甲苯胺 （别名：氟啶胺）

'0096 Ⅲ '119446-68-3
１－（｛２－［２－クロロ－４－（４－クロロフェノキシ）フェニル］
－４－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イル｝メチル）－１Ｈ
－１，２，４－トリアゾール

１－（｛２－［２－クロロ－４－（４－クロロフェノキシ）フェニル］
－４－メチル－１，３－ジオキソラン－２－イル｝メチル）－１Ｈ
－１，２，４－トリアゾール（別名ジフェノコナゾール）

1-({2-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-4-methyl-
1,3-dioxolan-2-yl}methyl)-1H-1,2,4-triazole

顺,反3-氯-4-[4-甲基-2-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)-1,3-二
恶戊烷-2-基]苯基-4-氯苯基醚 （别名：苯醚甲环唑）

'0097/000 Ⅲ ' １－クロロ－２－（クロロメチル）ベンゼン １－クロロ－２－（クロロメチル）ベンゼン 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene 邻氯氯苄
'0097/001 Ⅲ '611-19-8 １－クロロ－２－（クロロメチル）ベンゼン １－クロロ－２－（クロロメチル）ベンゼン 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene 邻氯氯苄
'0098 Ⅲ '79-11-8 クロロ酢酸 クロロ酢酸 Chloroacetic acid 氯乙酸
'0099 Ⅲ '105-39-5 エチル＝クロロアセタート クロロ酢酸エチル Ethyl chloroacetate 氯乙酸乙酯

'0100 Ⅲ '51218-49-6
２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（２－プロポキシエチ
ル）アセトアニリド

２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（２－プロポキシエチ
ル）アセトアニリド（別名プレチラクロール）

2-Chloro-2',6'-diethyl-N-(2-propoxyethyl)acetanilide 2-氯-N-(2,6-二乙基苯基)-N-(2-丙氧基乙基)乙酰胺

'0101 Ⅲ '15972-60-8 ２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（メトキシメチル）アセト ２－クロロ－２’，６’－ジエチル－Ｎ－（メトキシメチル）アセト Alachlor N-(2,6-二乙基苯基)-N-甲氧基甲基-氯乙酰胺
'0102 Ⅲ '97-00-7 １－クロロ－２，４－ジニトロベンゼン １－クロロ－２，４－ジニトロベンゼン Benzene, 1-chloro-2,4-dinitro- 2,4-二硝基氯苯

'0108/000 Ⅲ '
（ＲＳ）－２－（４－クロロ－オルト－トリルオキシ）プロピオン
酸（別名メコプロップ）

（ＲＳ）－２－（４－クロロ－オルト－トリルオキシ）プロピオン
酸（別名メコプロップ）

(RS)-2-(4-chloro-o-tolyloxy)propionic acid mecoprop 2-甲基-4-氯戊氧基丙酸 （別名：MECOPROP）

'0108/001 Ⅲ '93-65-2 ２－（４－クロロ－２－メチルフェノキシ）プロパン酸
（ＲＳ）－２－（４－クロロ－オルト－トリルオキシ）プロピオン
酸（別名メコプロップ）

2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid 2-(4-氯-2-甲基苯氧基)丙酸

'0108/002 Ⅲ '7085-19-0 ２－（４－クロロ－２－メチルフェノキシ）プロパン酸
（ＲＳ）－２－（４－クロロ－オルト－トリルオキシ）プロピオン
酸（別名メコプロップ）

2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)propanoic acid 2-(4-氯-2-甲基苯氧基)丙酸

'0109 Ⅲ '95-49-8 ｏ－クロロトルエン オルト－クロロトルエン o-Chlorotoluene 邻氯甲苯
'0110 Ⅲ '106-43-4 ４－クロロトルエン パラ－クロロトルエン 4-Chlorotoluene 对氯甲苯
'0111 Ⅲ '121-87-9 ２－クロロ－４－ニトロアニリン ２－クロロ－４－ニトロアニリン 2-Chloro-4-nitroaniline 2-氯-4-硝基苯胺
'0112 Ⅲ '88-73-3 １－クロロ－２－ニトロベンゼン ２－クロロニトロベンゼン 1-Chloro-2-nitrobenzene 1-氯-2-硝基苯

'0113 Ⅲ '122-34-9
２－クロロ－４，６－ビス（エチルアミノ）－１，３，５－トリアジ
ン

２－クロロ－４，６－ビス（エチルアミノ）－１，３，５－トリアジ
ン（別名シマジン又はＣＡＴ）

Simazine 2-氯-4,6-二乙氨基-1,3,5-三嗪 （别名：西玛津）

'0114 Ⅲ '133220-30-1
２－｛［２－（３－クロロフェニル）オキシラン－２－イル］メチ
ル｝－２－エチルインダン－１，３－ジオン

（ＲＳ）－２－［２－（３－クロロフェニル）－２，３－エポキシプ
ロピル］－２－エチルインダン－１，３－ジオン（別名インダノ
ファン）

2-{[2-(3-Chlorophenyl)oxiran-2-yl]methyl}-2-ethylindane-
1,3-dione

2-｛［2-（3-氯苯基）环氧乙烷-2-基］甲基｝-2-亚乙基-1,3-
二酮 （别名：茚草酮）

'0115 Ⅲ '158237-07-1
４－（２－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘキサン－１－イル－
Ｎ－エチル－５－オキソ－４，５－ジヒドロ－１Ｈ－テトラゾー
ル－１－カルボキサミド

４－（２－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ－エチル
－４，５－ジヒドロ－５－オキソ－１Ｈ－テトラゾール－１－カ
ルボキサミド（別名フェントラザミド）

4-(2-Chlorophenyl)-N-cyclohexan-1-yl-N-ethyl-5-oxo-
4,5-dihydro-1H-tetrazole-1-carboxamide

4-（2-氯苯基）-N-环己基-1-基-N-乙酯-5-氧代-4,5-二氢-
1H-四唑-1-甲酰胺

'0116 Ⅲ '78587-05-0
ｒｅｌ－（４Ｒ，５Ｒ）－５－（４－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘ
キサン－１－イル－４－メチル－２－オキソ－１，３－チアゾ
リジン－３－カルボキサミド

（４ＲＳ，５ＲＳ）－５－（４－クロロフェニル）－Ｎ－シクロヘキ
シル－４－メチル－２－オキソ－１，３－チアゾリジン－３－カ
ルボキサミド（別名ヘキシチアゾクス）

rel-(4R,5R)-5-(4-Chlorophenyl)-N-cyclohexan-1-yl-4-
methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide

(4RS,5RS)-5-(4-氯苯基)-N-环己基-4-甲基-2-氧代-1,3-
噻唑烷-3-羧酰胺 （别名：噻螨酮）

'0117/000 Ⅲ '
（ＲＳ）－１－パラ－クロロフェニル－４，４－ジメチル－３－
（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ペンタン－３
－オール（別名テブコナゾール）

（ＲＳ）－１－パラ－クロロフェニル－４，４－ジメチル－３－
（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ペンタン－３
－オール（別名テブコナゾール）

1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-
ylmethyl)pentan-3-ol

1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)戊-
3-醇 （別名：戊唑醇）

'0117/001 Ⅲ '80443-41-0
１－（４－クロロフェニル）－４，４－ジメチル－３－（１Ｈ－１，
２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ペンタン－３－オール

（ＲＳ）－１－パラ－クロロフェニル－４，４－ジメチル－３－
（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ペンタン－３
－オール（別名テブコナゾール）

1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-
ylmethyl)pentan-3-ol

1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)戊-
3-醇

'0117/002 Ⅲ '107534-96-3
１－（４－クロロフェニル）－４，４－ジメチル－３－（１Ｈ－１，
２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ペンタン－３－オール

（ＲＳ）－１－パラ－クロロフェニル－４，４－ジメチル－３－
（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ペンタン－３
－オール（別名テブコナゾール）

1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-
ylmethyl)pentan-3-ol

1-(4-氯苯基)-4,4-二甲基-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)戊-
3-醇

'0118 Ⅲ '88671-89-0
２－（４－クロロフェニル）－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾー
ル－１－イルメチル）ヘキサンニトリル

２－（４－クロロフェニル）－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾー
ル－１－イルメチル）ヘキサンニトリル（別名ミクロブタニル）

2-(4-Chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-
ylmethyl)hexanenitrile

2-（4-氯苯基）-2-（1H-1,2,4-三唑-1-基甲基）己腈 （别名：
腈菌唑）

'0119 Ⅲ '114369-43-6
４－（４－クロロフェニル）－２－フェニル－２－（１Ｈ－１，２，
４－トリアゾール－１－イルメチル）ブタンニトリル

（ＲＳ）－４－（４－クロロフェニル）－２－フェニル－２－（１Ｈ
－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）ブチロニトリル
（別名フェンブコナゾール）

4-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-
ylmethyl)butanenitrile

4-（4-氯苯基）-2-苯基-2-（1H-1,2,4-三唑-1-甲基）丁腈
（别名：腈苯唑）

'0120 Ⅲ '95-57-8 ２－クロロフェノール オルト－クロロフェノール 2-Chlorophenol 2-氯苯酚
'0121 Ⅲ '106-48-9 ｐ－クロロフェノール パラ－クロロフェノール Phenol, 4-chloro- ｐ-氯苯酚
'0122/000 Ⅲ ' ２－クロロプロピオン酸 ２－クロロプロピオン酸 Propionic acid, 2-chloro- 2-氯丙酸
'0122/001 Ⅲ '598-78-7 ２－クロロプロピオン酸 ２－クロロプロピオン酸 Propionic acid, 2-chloro- 2-氯丙酸
'0122/002 Ⅲ '7474-05-7 （２Ｒ）－２－クロロプロピオン酸 ２－クロロプロピオン酸 (2R)-2-Chloropropanoic acid (R)-(+)-2-氯丙酸
'0122/003 Ⅲ '29617-66-1 Propanoic acid, 2-chloro-, (2S)- ２－クロロプロピオン酸 Propanoic acid, 2-chloro-, (2S)- (S)-(-)-2-氯丙酸
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'0122/004 Ⅲ '62138-52-7 ２－クロロプロピオン酸 ２－クロロプロピオン酸 2-Chloropropanoic acid 2-氯丙酸
'0123 Ⅲ '107-05-1 ３－クロロプロパ－１－エン ３－クロロプロペン（別名塩化アリル）、塩化アリル 3-Chloroprop-1-ene 丙烯酰氯

'0124 Ⅲ '99485-76-4
１－（２－クロロベンジル）－３－（２－フェニルプロパン－２－
イル）尿素

１－（２－クロロベンジル）－３－（１－メチル－１－フェニルエ
チル）ウレア（別名クミルロン）

1-(2-Chlorobenzyl)-3-(2-phenylpropan-2-yl)urea 1-(2-氯苯基)-3-(1-甲基-1-苯基乙基)脲 （别名：苄草隆）

'0125 Ⅲ '108-90-7 クロロベンゼン クロロベンゼン Chlorobenzene 氯苯
'0127 Ⅲ '67-66-3 クロロホルム クロロホルム Chloroform 三氯甲烷; 氯仿
'0128 Ⅲ '74-87-3 クロロメタン クロロメタン（別名塩化メチル） Methane, chloro- 氯甲烷
'0129 Ⅲ '59-50-7 ４－クロロ－３－メチルフェノール ４－クロロ－３－メチルフェノール 4-Chloro-3-methylphenol 4-氯(代)-3-甲基(苯)酚

'0130 Ⅲ '94-74-6 （４－クロロ－２－メチルフェノキシ）酢酸
（４－クロロ－２－メチルフェノキシ）酢酸（別名ＭＣＰ又はＭＣ
ＰＡ）

Mcpa 4-氯-2-甲基苯氧乙酸

'0131/000 Ⅲ ' ３－クロロ－２－メチル－１－プロペン ３－クロロ－２－メチル－１－プロペン 3-Chloro-2-methylprop-1-ene 3-氯-2-甲基-1-丙烯
'0131/001 Ⅲ '563-47-3 ３－クロロ－２－メチルプロパ－１－エン ３－クロロ－２－メチル－１－プロペン 3-Chloro-2-methylprop-1-ene 3-氯-2-甲基-1-丙烯
'0132/000 Ⅲ ' コバルト及びその化合物 コバルト及びその化合物 cobalt and its compounds 钴及其化合物

'0132/001 Ⅲ '542-84-7 シアン化コバルト（ＩＩ）
無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）、コバルト
及びその化合物

Cobalt dicyanide 氰化钴（ＩＩ）

'0132/002 Ⅲ '7788-94-5 セレン酸コバルト（ＩＩ）・六水和物 コバルト及びその化合物 Selenic acid, cobalt(2+) salt (1:1), hexahydrate 硒酸钴六水合物
'0132/003 Ⅲ '10026-17-2 フッ化コバルト（ＩＩ） ふっ化水素及びその水溶性塩、コバルト及びその化合物 Cobalt(II) fluoride 二氟化钴
'0132/004 Ⅲ '12006-77-8 ホウ化コバルト ほう素化合物、コバルト及びその化合物 Cobalt boride (CoB) 硼化钴
'0132/005 Ⅲ '13455-27-1 フッ化コバルト（ＩＩ）・二水和物 ふっ化水素及びその水溶性塩、コバルト及びその化合物 Cobalt difluoride dihydrate 氟化钴（ＩＩ）・二水合物
'0132/006 Ⅲ '13762-15-7 フッ化コバルト（ＩＩ）・三水和物 ふっ化水素及びその水溶性塩、コバルト及びその化合物 Cobalt difluoride trihydrate 氟化钴（ＩＩ）・三水合物
'0132/007 Ⅲ '13817-37-3 フッ化コバルト（ＩＩ）・四水和物 ふっ化水素及びその水溶性塩、コバルト及びその化合物 Cobalt difluoride tetrahydrate 氟化钴（ＩＩ）・四水合物
'0132/008 Ⅲ '14590-19-3 セレン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Selenic acid, cobalt(2+) salt (1:1) 硒酸钴(Ⅱ)
'0132/009 Ⅲ '15377-79-4 ヘキサシアノコバルト酸三タリウム コバルト及びその化合物 (OC-6-11)-Trithallium hexakis(cyano-C)cobaltate 六氰合钴酸铊
'0132/011 Ⅲ '38233-75-9 メタホウ酸コバルト（ＩＩ） ほう素化合物、コバルト及びその化合物 Diboron cobalt(2+) tetraoxide 四氧化一钴（2＋）二硼
'0132/012 Ⅲ '71-48-7 酢酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt(II) acetate, Cobalt(II) diacetate 乙酸钴
'0132/013 Ⅲ '136-52-7 ２－エチルヘキサン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt bis(2-ethylhexanoate) 2-乙基己酸钴; 异辛酸钴
'0132/014 Ⅲ '513-79-1 炭酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt carbonate, Cobalt(II) carbonate 碳酸钴
'0132/015 Ⅲ '544-18-3 ギ酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobaltous formate 甲酸钴（ＩＩ）
'0132/016 Ⅲ '814-89-1 シュウ酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Ethanedioic acid, cobalt(2+) salt (1:1) 草酸钴（ＩＩ）
'0132/017 Ⅲ '917-69-1 酢酸コバルト（ＩＩＩ） コバルト及びその化合物 Acetic acid, cobalt(3+) salt 乙酸钴; 醋酸钴
'0132/018 Ⅲ '932-69-4 安息香酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dibenzoate 苯甲酸钴（ＩＩ）
'0132/019 Ⅲ '1002-88-6 オクタデカン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt distearate 二硬脂酸钴
'0132/020 Ⅲ '1307-86-4 水酸化コバルト（ＩＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt hydroxide (Co(OH)3) 氢氧化钴（ＩＩＩ）
'0132/021 Ⅲ '1307-96-6 酸化コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt oxide 一氧化钴
'0132/022 Ⅲ '1308-06-1 四酸化三コバルト コバルト及びその化合物 Cobalt oxide (Co3O4) 四氧化三钴
'0132/023 Ⅲ '1317-42-6 硫化コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt(II) sulfide 硫化钴
'0132/024 Ⅲ '1588-79-0 オクタン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dioctanoate 二辛酸钴(II)
'0132/025 Ⅲ '3017-60-5 チオシアン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Thiocyanic acid, cobalt(2+) salt 硫氰酸亚钴

'0132/026 Ⅲ '3317-67-7 コバルトフタロシアニン コバルト及びその化合物
Cobalt, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-,
(SP-4-1)-

酞菁钴

'0132/027 Ⅲ '6147-53-1 酢酸コバルト（ＩＩ）・四水和物 コバルト及びその化合物 Acetic acid, cobalt(2+) salt, tetrahydrate 乙酸钴四水合物
'0132/028 Ⅲ '6401-84-9 リノール酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dilinoleate 二亚油酸钴
'0132/029 Ⅲ '7440-48-4 コバルト コバルト及びその化合物 Cobalt and its compounds  Cobalt, elemental 钴
'0132/030 Ⅲ '7646-79-9 塩化コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dichloride  Cobaltous chloride 氯化钴(Ⅱ)
'0132/031 Ⅲ '7789-43-7 臭化コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobaltous bromide 溴化钴
'0132/032 Ⅲ '7791-13-1 塩化コバルト（ＩＩ）・六水和物 コバルト及びその化合物 Cobalt (II) chloride, hexahydrate 氯化钴六水合物
'0132/033 Ⅲ '10026-20-7 硫酸カリウムコバルト（ＩＩ）・六水和物 コバルト及びその化合物 Sulfuric acid, cobalt(2+) potassium salt (2:1:2), hexahydrate 硫酸钾钴（ＩＩ）・六水合物
'0132/034 Ⅲ '10026-22-9 硝酸コバルト（ＩＩ）・六水和物 コバルト及びその化合物 Cobalt nitrate 硝酸钴六水合物
'0132/035 Ⅲ '10026-24-1 硫酸コバルト（ＩＩ）・七水和物 コバルト及びその化合物 Cobalt sulfate heptahydrate 硫酸钴七水合物
'0132/036 Ⅲ '10101-58-3 タングステン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt tungsten oxide (CoWO4) 钨酸钴（ＩＩ）

'0132/037 Ⅲ '10124-43-3 硫酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物
Cobalt sulphate, Cobalt(II) sulphate   Sulfuric acid,
cobalt(2+) salt (1:1)-

硫酸钻

'0132/038 Ⅲ '10141-05-6 硝酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dinitrate, Cobalt(II) dinitrate  Cobalt-dinitrate 硝酸钴; 硝酸亚钴
'0132/039 Ⅲ '10294-50-5 リン酸コバルト（ＩＩ）・八水和物 コバルト及びその化合物 Phosphoric acid, cobalt(2+) salt (2:3), octahydrate 磷酸钴（ＩＩ）・八水合物
'0132/040 Ⅲ '10534-83-5 ｔｒａｎｓ－塩化テトラアンミンビス（ニトリト－Ｎ）コバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-12)-Tetraamminebis(nitrito-N)cobalt(1+) chloride 反-氯化四氨基双（过氧化氮-N）钴
'0132/041 Ⅲ '10534-85-7 三臭化ヘキサアンミンコバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-11)-Hexaamminecobalt tribromide 三溴化六氨合钴
'0132/042 Ⅲ '10534-86-8 三硝酸ヘキサアンミンコバルト コバルト及びその化合物 Cobalt(3+), hexaammine-, (OC-6-11)-, trinitrate 六氨合钴（3＋），（OC－6－11），三硝酸盐
'0132/043 Ⅲ '10534-89-1 三塩化ヘキサアンミンコバルト コバルト及びその化合物 Cobalt(3+), hexaammine-, trichloride, (OC-6-11)- 六氨络钴(Ⅲ)氯化物
'0132/044 Ⅲ '12190-79-3 二酸化コバルトリチウム コバルト及びその化合物 Cobaltate (CoO21-), lithium 钴酸（CoO21－）锂

'0132/045 Ⅲ '13011-62-6
ビス［２－［（２－ヒドロキシ－５－ニトロフェニル）アゾ］－３－
オキソ－Ｎ－フェニルブタナミド（２－）］コバルト酸水素

コバルト及びその化合物
Cobaltate(1-), bis[2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-
oxo-N-phenylbutanamidato(2-)]-, hydrogen

铬酸（1－），双（2－（（2－羟基－5－硝基苯基）偶氮）－3－
氧代－N－苯基丁酰胺基（2－））－，氢

'0132/046 Ⅲ '13078-49-4 ノナン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dinonanoate 壬酸钴（ＩＩ）
'0132/047 Ⅲ '13455-28-2 ヨウ素酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt diiodate 碘酸钴（ＩＩ）
'0132/048 Ⅲ '13455-31-7 過塩素酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Perchloric acid, cobalt(2+) salt 高氯酸，钴（2＋）盐
'0132/049 Ⅲ '13455-36-2 リン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Tricobalt bis(orthophosphate) 八水磷酸钴
'0132/050 Ⅲ '13478-33-6 過塩素酸コバルト（ＩＩ）・六水和物 コバルト及びその化合物 Cobalt diperchlorate hexahydrate 高氯酸钴（ＩＩ）・六水合物
'0132/051 Ⅲ '13586-38-4 硫酸コバルト（ＩＩ）アンモニウム・六水和物 コバルト及びその化合物 Sulfuric acid, ammonium cobalt(2+) salt 硫酸钴铵; 硫酸亚钴铵
'0132/052 Ⅲ '13596-21-9 リン酸水素コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Phosphoric acid, cobalt(2+) salt (1:1) 磷酸钴
'0132/053 Ⅲ '13596-22-0 硫酸カリウムコバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Dipotassium disulphatocobaltate 二硫酸基钴酸二钾
'0132/054 Ⅲ '13596-46-8 硫酸コバルト（ＩＩ）アンモニウム コバルト及びその化合物 Sulfuric acid, ammonium cobalt(2+) salt (2:2:1) 硫酸，铵盐，钴（2＋）盐（2：2：1）
'0132/055 Ⅲ '13601-38-2 二塩化ペンタアンミンブロモコバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-22)-Pentaamminebromocobalt dichloride 二氯化一溴五氨合钴
'0132/056 Ⅲ '13782-01-9 ヘキサニトリトコバルト酸三カリウム コバルト及びその化合物 Cobaltate(3-), hexakis(nitrito-N)-, tripotassium, (OC-6-11)- 六硝基钴酸钾
'0132/057 Ⅲ '13782-02-0 ｃｉｓ－二塩化ペンタアンミン（ニトリト－Ｎ）コバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-22)-Pentaammine(nitrito-N)cobalt dichloride 顺-二氯化五氨基（过氧化氮-N）钴
'0132/058 Ⅲ '13841-80-0 三フッ化ヘキサアンミンコバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-11)-Hexaamminecobalt trifluoride 三氟化六氨合钴
'0132/059 Ⅲ '13859-51-3 二塩化ペンタアンミンクロロコバルト コバルト及びその化合物 Cobalt(2+), pentaamminechloro-, dichloride, (OC-6-22)- 钴（2＋），五氨合氯代－，二氯化，（OC－6－22）－
'0132/060 Ⅲ '13870-90-1 ５’－デオキシ－５’－アデノシル）コビラミド補酵素 コバルト及びその化合物 Cobamamide 腺甙钴胺
'0132/061 Ⅲ '13963-58-1 ヘキサシアン化コバルト酸三カリウム コバルト及びその化合物 Cobaltate(3-), hexakis(cyano-C)-, tripotassium, (OC-6-11)- 钴氰化钾
'0132/062 Ⅲ '14024-48-7 ビス（アセチルアセトナト－Ｏ，Ｏ’）コバルト コバルト及びその化合物 Cobalt, bis(2,4-pentanedionato-O,O')-, (T-4)- 乙酰丙酮钴(Ⅱ)二水合物
'0132/063 Ⅲ '14126-32-0 ジブロモビス（トリフェニルホスフィン）コバルト コバルト及びその化合物 Cobalt, dibromobis(triphenylphosphine)-, (T-4)- 二溴双（三苯基膦）－，（T－4）－，钴
'0132/064 Ⅲ '14239-07-7 トリ（シュウ酸）コバルト酸三カリウム コバルト及びその化合物 (OC-6-11)-Tripotassium tris[ethanedioato-O,O']cobaltate 三草酸根合钴酸钾
'0132/065 Ⅲ '14283-12-6 二臭化ペンタアンミンブロモコバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-22)-Pentaamminebromocobalt dibromide 二溴化一溴五氨合钴
'0132/066 Ⅲ '14553-20-9 硫酸ヘキサアンミンコバルト（ＩＩＩ） コバルト及びその化合物 (OC-6-11)-Hexaamminecobalt(3+), sulfate (2:3) 氨基硫酸钴（ＩＩＩ）
'0132/067 Ⅲ '14582-18-4 パルミチン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dipalmitate 二棕榈酸钴
'0132/068 Ⅲ '14916-48-4 二塩化ペンタアンミンアジドコバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-22)-Pentaammineazidocobalt dichloride 二氯化五氨叠氮化钴

'0132/069 Ⅲ '14931-83-0 エチレンジアミン四酢酸コバルト コバルト及びその化合物
Cobaltate(2-), [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-
(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-, (OC-6-
21)-

乙二胺四乙酸钴盐

'0132/070 Ⅲ '14960-16-8 ラウリン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dilaurate 二月桂酸钴
'0132/071 Ⅲ '15040-52-5 硝酸テトラアンミンカルボナトコバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-22)-Tetraammine[carbonato(2-)-O,O']cobalt nitrate 硝酸碳酸四氨合钴
'0132/072 Ⅲ '15188-91-7 トリス（３，５－ヘプタンジオナト－Ｏ，Ｏ’）コバルト コバルト及びその化合物 Tris(heptane-3,5-dionato-O,O')cobalt 三（庚－3，5－二酸－O，O'）钴
'0132/073 Ⅲ '15238-00-3 ヨウ化コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt iodide (CoI2) 碘化钴; 碘化亚钴

'0132/074 Ⅲ '15275-08-8 トリ（シュウ酸）コバルト酸三カリウム・三水和物 コバルト及びその化合物
(OC-6-11)-Tripotassium tris[ethanedioato(2-)-
O,O']cobaltate trihydrate

三水合三草酸根合钴酸钾

'0132/075 Ⅲ '15977-81-8 ｃｉｓ－塩化テトラアンミンビス（ニトリト－Ｎ）コバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-22)-Tetraamminebis(nitrito-N)cobalt(1+) chloride 顺-氯化四氨基双（过氧化氮-N）钴
'0132/076 Ⅲ '18488-96-5 亜硝酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dinitrite 亚硝酸钴（ＩＩ）
'0132/077 Ⅲ '19173-71-8 テトラアンミンジクロロコバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-12)-Tetraamminedichlorocobalt 四氨基二氯钴
'0132/078 Ⅲ '19192-71-3 オレイン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dioleate 二油酸钴
'0132/079 Ⅲ '21041-93-0 水酸化コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt hydroxide 氢氧化钴
'0132/080 Ⅲ '21679-46-9 トリ（アセチルアセトナト）コバルト コバルト及びその化合物 Cobalt, tris(2,4-pentanedionato-O,O')-, (OC-6-11)- 乙酰丙酮钴
'0132/081 Ⅲ '22088-57-9 硫酸ルビジウムコバルト（ＩＩ）・六水和物 コバルト及びその化合物 Sulfuric acid, cobalt(2+) rubidium salt (2:1:2), hexahydrate 硫酸铷钴（ＩＩ）・六水合物
'0132/082 Ⅲ '28038-39-3 硫酸ルビジウムコバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Sulfuric acid, cobalt(2+) rubidium salt (2:1:2) 硫酸铷钴（ＩＩ）

'0132/083 Ⅲ '29383-29-7 フタロシアニンジスルホナト（４－）コバルト酸二水素 コバルト及びその化合物
Cobaltate(2-), [29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonato(4-
)-N29,N30,N31,N32]-, dihydrogen

钴酸盐(2-), [29H,31H-酞菁-C,C-二磺酸(4-)-κN29,κN30,
κN31,κN32]-, 二氢

'0132/084 Ⅲ '29904-98-1 ２（３Ｈ）－ベンゾチアゾールチオンコバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 2(3H)-Benzothiazolethione, cobalt(2+) salt 2(3H)-苯并噻唑硫因钴(Ⅱ)盐

'0132/085 Ⅲ '30638-08-5 フタロシアニンスルホナト（３－）コバルト酸水素 コバルト及びその化合物
Cobaltate(1-), [29H,31H-phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-
N29,N30,N31,N32]-, hydrogen

磺化酞菁钴

'0132/086 Ⅲ '32517-38-7
ビス［１－［（２－ヒドロキシ－４－ニトロフェニル）アゾ］－２－
ナフタレノラト（２－）］コバルト酸水素

コバルト及びその化合物
Hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphthalen-
2-olato(2-)]cobaltate(1-)

氢双（1－（（2－羟基－4－硝基苯基）偶氮）萘－2－羟基（2
－））钴酸（1－）

'0132/087 Ⅲ '36499-65-7
［Ｎ，Ｎ’－１，２－エタンジイルビス｛Ｎ－［（カルボキシ－Ｏ）メ
チル）］グリシナト－Ｎ，Ｏ｝（４－）］コバルト酸コバルト

コバルト及びその化合物 Dicobalt edetate 依地酸二钴

'0132/088 Ⅲ '36550-56-8 リン酸コバルト（ＩＩ）・四水和物 コバルト及びその化合物 Phosphoric acid, cobalt(2+) salt (2:3), tetrahydrate 磷酸钴（ＩＩ）・四水合物
'0132/089 Ⅲ '42183-35-7 ヨウ素酸コバルト（ＩＩ）・二水和物 コバルト及びその化合物 Cobalt diiodate dihydrate 碘酸钴（ＩＩ）・二水合物
'0132/090 Ⅲ '42183-36-8 ヨウ素酸コバルト（ＩＩ）・四水和物 コバルト及びその化合物 Cobalt diiodate tetrahydrate 碘酸钴（ＩＩ）・四水合物
'0132/091 Ⅲ '44433-52-5 テトラアンミンジクロロコバルト コバルト及びその化合物 (OC-6-22)-Tetraamminedichlorocobalt 四氨基二氯钴
'0132/092 Ⅲ '49651-10-7 ジブロモビス［トリス（３－メチルフェニル）ホスフィン］コバルト コバルト及びその化合物 Cobalt, dibromobis[tris(3-methylphenyl)phosphine]-, (T-4)- 二溴二[三(3-甲基苯基)膦]钴
'0132/093 Ⅲ '49676-83-7 ３，５，５－トリメチルヘキサン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, cobalt(2+) salt 3,5,5-三甲基己酸钴
'0132/094 Ⅲ '52270-44-7 ネオデカン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Neodecanoic acid, cobalt(2+) salt 新癸酸钴(II)盐

'0132/095 Ⅲ '52729-67-6
［２９Ｈ，３１Ｈ－フタロシアニンスルホナト（３－）］コバルト酸
ナトリウム

コバルト及びその化合物
Cobaltate(1-), [29H,31H-phthalocyanine-C-sulfonato(3-)-
N29,N30,N31,N32]-, sodium

钴酸（1－），（29H，31H－酞菁－C－磺酸基（3－）－N29，
N30，N31，N32）－，钠

'0132/096 Ⅲ '53108-49-9 ニトリロ三酢酸コバルト酸ナトリウム コバルト及びその化合物
(T-4)-Sodium [N,N-bis(carboxymethyl)glycinato(3-)-
N,O,O',O'']cobaltate

氮川三乙酸钴酸钠

'0132/097 Ⅲ '53927-86-9
［Ｎ，Ｎ－ビス（カルボキシメチル）グリシナト（３－）］コバルト
酸ナトリウム・一水和物

コバルト及びその化合物
(T-4)-Sodium [N,N-bis(carboxymethyl)glycinato(3-)-
N,O,O',O'']cobaltate monohydrate

［N,N-双（羧甲基）甘氨酸（3-）］钴酸钠・一水合物

'0132/098 Ⅲ '55494-92-3 リン酸ヘキサアンミンコバルト コバルト及びその化合物 Cobalt(3+), hexaammine-, (OC-6-11)-, phosphate (1:1) 钴(Ⅲ),  六胺,(OC-6-11)-,磷酸盐
'0132/099 Ⅲ '55494-93-4 リン酸ヘキサアンミンコバルト・四水和物 コバルト及びその化合物 (OC-6-11)-Hexaamminecobalt phosphate tetrahydrate 磷酸六氨基钴・四水合物

'0132/100 Ⅲ '60109-88-8
ビス［α－（１－オキソ－１Ｈ－イソインドール－３－イル）－１
Ｈ－ベンズイミダゾール－２－アセトニトリラト］コバルト

コバルト及びその化合物
Cobalt, bis[alpha-(1-oxo-1H-isoindol-3-yl)-1H-
benzimidazole-2-acetonitrilato]-, (T-4)-

二[α-(1-氧-1H-3-异氮茚基)-1H-苯并咪唑-2-乙腈]钴

'0132/101 Ⅲ '61045-13-4 ［フタロシアニンジスルホナト（４－）］コバルト酸二ナトリウム コバルト及びその化合物
Cobaltate(2-), [29H,31H-phthalocyanine-C,C-disulfonato(4-
)-N29,N30,N31,N32]-, disodium

[29H,31H-酞菁-C,C-二磺酸基(4-)-κN29,κN30,κN31,κ
N32]钴酸盐(2-), 二钠

'0132/102 Ⅲ '63287-28-5
ビス［３－［（１Ｈ－ベンズイミダゾール－２－イル）アミノ］－１
Ｈ－イソインドール－１－オナト］コバルト

コバルト及びその化合物
Cobalt, bis[3-(1H-benzimidazol-2-ylamino)-1H-isoindol-1-
onato]-, (T-4)-

(T-4)-二[3-(1H-苯并咪唑-2-基氨基)-1H-异吲哚-1-酮合]
钴

'0132/103 Ⅲ '64611-71-8
ビス［１－［（２－ヒドロキシ－４－ニトロフェニル）アゾ］－２－
ナフタレノラト（２－）］コバルト酸ナトリウム

コバルト及びその化合物
Cobaltate(1-), bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-
naphthalenolato(2-)]-, sodium

钴酸（1－），双（1－（（2－羟基－4－硝基苯基）偶氮）－2－
萘羟基（2－））－，钠

'0132/104 Ⅲ '69198-43-2
ジブロモビス［トリス（３，５－ジメチルフェニル）ホスフィン］コ
バルト

コバルト及びその化合物
Cobalt, dibromobis[tris(3,5-dimethylphenyl)phosphine]-, (T-
4)-

二溴二[三(3,5-二甲基苯基) 膦]钴

'0132/105 Ⅲ '70851-34-2
ビス［２－［［［３－［［１－［［（２－クロロフェニル）アミノ］カルボ
ニル］－２－オキソプロピル］アゾ］－４－ヒドロキシフェニル］
スルホニル］アミノ］ベンゾアト（３－）］コバルト酸四ナトリウム

コバルト及びその化合物
Cobaltate(4-), bis[2-[[[3-[[1-[[(2-
chlorophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-4-
hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]benzoato(3-)]-, tetrasodium

钴酸（4－），双（2－（（（3－（（1－（（（2－氯苯基）氨基）羰基）
－2－氧代丙基）偶氮）－4－羟基苯基）磺酰基）氨基）苯甲
酸基（3－））－，四钠

'0132/106 Ⅲ '72253-09-9 １，２，４－ベンゼントリカルボン酸コバルト（ＩＩ）・一水和物 コバルト及びその化合物 Cobalt bis(1,2,4-benzenetricarboxylate) monohydrate 1,2,4-苯三甲酸钴（ＩＩ）・一水合物

'0132/107 Ⅲ '73612-40-5

ビス［３－［［１－（３－クロロフェニル）－４，５－ジヒドロ－３－
メチル－５－オキソ－１Ｈ－ピラゾール－５－イル］アゾ］－４
－ヒドロキシベンゼンスルホンアミダト（２－）］コバルト酸ナト
リウム

コバルト及びその化合物
Cobaltate(1-), bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-
methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-
hydroxybenzenesulfonamidato(2-)]-, sodium

钴酸（1－），双（3－（（1－（3－氯苯基）－4，5－二氢－3－
甲基－5－氧代－1H－吡唑－4－基）偶氮）－4－羟基苯磺
酰胺基（2－））－，钠

（21／35）
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'0132/108 Ⅲ '74427-91-1
［２９Ｈ，３１Ｈ－フタロシアニン－２，３，９，１０，１６，１７，２
３，２４－オクタカルボキシラト（１０－）］コバルト酸八水素

コバルト及びその化合物
(SP-4-1)-Octahydrogen [29H,31H-phthalocyanine-
2,3,9,10,16,17,23,24-octacarboxylato(10-)-
N29,N30,N31,N32]cobaltate

［29H,31H-酞菁-2,3,9,10,16,17,23,24-八羧酸酯（10-）］钴酸
氢盐

'0132/109 Ⅲ '80546-49-2 塩素酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt dichlorate 氯酸钴（ＩＩ）
'0132/110 Ⅲ '81955-22-8 ２－エチルヘキサン酸コバルト（ＩＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt tris(2-ethylhexanoate) 2-乙酯己酸钴（ＩＩＩ）
'0132/111 Ⅲ '84195-99-3 ｔｅｒｔ－デカン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt(2+) tert-decanoate 叔癸酸钴（2＋）
'0132/112 Ⅲ '84215-43-0 ２，５，５－トリメチルヘキサン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt bis(2,5,5-trimethylhexanoate) 2,5,5-三甲基己酸钴（ＩＩ）
'0132/113 Ⅲ '84255-51-6 イソオクタン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt(II) isooctanoate 异辛酸钴(2+)盐
'0132/114 Ⅲ '84255-52-7 イソノナン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt(2+) isononanoate 异壬酸钴(2+)盐
'0132/115 Ⅲ '84255-53-8 イソデカン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt(II) isodecanoate 异癸酸钴(2+)盐
'0132/116 Ⅲ '93783-58-5 トリス（２，４－ヘキサンジオナト－Ｏ，Ｏ’）コバルト コバルト及びその化合物 Tris(hexane-2,4-dionato-O,O')cobalt 三（2,4-己二酮-O,O'）钴
'0132/117 Ⅲ '93918-18-4 ネオノナン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt(2+) neononanoate 新壬酸钴(2+)盐
'0132/118 Ⅲ '93965-34-5 イソウンデカン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt bis(isoundecanoate) 异十一烷酸钴（ＩＩ）
'0132/119 Ⅲ '94086-50-7 ジメチルヘキサン酸コバルト（ＩＩ） コバルト及びその化合物 Cobalt bis(dimethylhexanoate) 二甲基己酸钴（ＩＩ）

'0132/120 Ⅲ '94233-08-6
（｛Ｎ，Ｎ’－１，２－エタンジイルビス［Ｎ－（カルボキシメチル）
グリシナト］｝（４－）－Ｎ，Ｎ’，Ｏ，Ｏ’，ＯＮ，ＯＮ’）コバルト酸
二アンモニウム

コバルト及びその化合物
Diammonium [[N,N'-ethylenebis[N-
(carboxymethyl)glycinato]](4-)-
N,N',O,O',ON,ON']cobaltate(2-)

（｛N,N'-1,2-亚乙基双[N-（羧甲基）甘氨酸］｝（4-）-
N,N',O,O',ON,ON'）钴酸二铵

'0132/121 Ⅲ '96413-15-9 トリス（エタンジオナト）コバルト酸三カリウム・二水和物 コバルト及びその化合物
(OC-6-11)-Tripotassium tris[ethanedioato(2-)-
O,O']cobaltate dihydrate

二水三草酸合钴(Ⅲ)酸钾

'0132/122 Ⅲ '96413-16-0 トリス（エタンジオナト）コバルト酸三カリウム・二水和物 コバルト及びその化合物
(OC-6-11-lambda)-Tripotassium tris[ethanedioato(2-)-
O,O']cobaltate dihydrate

二水三草酸合钴(Ⅲ)酸钾

'0132/123 Ⅲ '135443-46-8
（ＯＣ－６－２１）－トリス（２，４－ヘプタンジオナト－Ｏ，Ｏ’）
コバルト

コバルト及びその化合物 (OC-6-21)-Tris(2,4-heptanedionato-O,O')cobalt （OC-6-21）-三（2,4-庚二酮-O,O'）钴

'0132/124 Ⅲ '135556-77-3
（ＯＣ－６－２２）－トリス（２，４－ヘキサンジオナト－Ｏ，Ｏ’）
コバルト

コバルト及びその化合物 (OC-6-22)-Tris(2,4-hexanedionato-O,O')cobalt （OC-6-22）-三（2,4-己二酮-O,O'）钴

'0132/125 Ⅲ '135556-78-4
（ＯＣ－６－２２）－トリス（２，４－ヘプタンジオナト－Ｏ，Ｏ’）
コバルト

コバルト及びその化合物 (OC-6-22)-Tris(2,4-heptanedionato-O,O')cobalt （OC-6-22）-三（2,4-庚二酮-O,O'）钴

'0132/126 Ⅲ '135556-88-6
（ＯＣ－６－２１）－トリス（２，４－ヘキサンジオナト－Ｏ，Ｏ’）
コバルト

コバルト及びその化合物 (OC-6-21)-Tris(2,4-hexanedionato-O,O')cobalt （OC-6-21）-三（2,4-己二酮-O,O'）钴

'0132/127 Ⅲ '1307-99-9 セレン化コバルト コバルト及びその化合物、セレン及びその化合物 Cobalt selenide 硒化钴

'0132/130 Ⅲ '27685-51-4 テトラチオシアンコバルト酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物、コバルト及びその化合物
Mercury(2+) tetrakis(thiocyanato-N)cobaltate(2-)
Cobaltate(2-), tetrakis(thiocyanato-N)-, mercury(2+) (1:1),
(T-4)-

四倍(硫氰酸酯)汞(Ⅱ)钴(Ⅱ)

'0132/132 Ⅲ '5931-89-5 酢酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Cobalt-acetate 乙酸钴四水合物
'0132/133 Ⅲ '6700-85-2 オクタン酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Octanoic acid, cobalt salt 辛酸钴
'0132/134 Ⅲ '7542-09-8 炭酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Carbonic acid, cobalt salt 碳酸，钴盐
'0132/135 Ⅲ '13586-82-8 ２－エチルヘキサン酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Cobalt octoate 异辛酸钴; 2-乙基己酸钴
'0132/136 Ⅲ '13586-84-0 ステアリン酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Octadecanoic acid, cobalt salt 硬脂酸钴
'0132/137 Ⅲ '14216-74-1 硝酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Nitric acid, cobalt salt 硝酸钴（1：？）
'0132/138 Ⅲ '14666-94-5 オレイン酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 9-Octadecenoic acid (Z)-, cobalt salt 十八碳-9-烯酸（Z）－钴盐
'0132/139 Ⅲ '14666-96-7 リノレイン酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)-, cobalt salt 十八碳-9，12-二烯酸（Z，Z）－钴盐
'0132/140 Ⅲ '17375-31-4 安息香酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Benzoic acid, cobalt salt (1:?) 苯甲酸钴（1：？）
'0132/141 Ⅲ '18130-42-2 シュウ酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Oxalic acid, cobalt salt (1:?) 草酸钴（1：？）
'0132/142 Ⅲ '19106-33-3 ヘプタン酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Heptanoic acid, cobalt salt (1:?) 庚酸钴（1：？）
'0132/143 Ⅲ '27253-31-2 ネオデカン酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Cobalt neodecanoate 新癸酸钴

'0132/144 Ⅲ '27736-00-1 トリ（シュウ酸）コバルト酸三カリウム・水和物 コバルト及びその化合物
(OC-6-11)-Tripotassium tris[ethanedioato(2-)-
O,O']cobaltate hydrate

三草酸根合钴酸钾

'0132/145 Ⅲ '57364-75-7 イソノナン酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Isononanoic acid, cobalt salt 异壬酸，钴盐
'0132/146 Ⅲ '61789-51-3 ナフテン酸コバルト コバルト及びその化合物 Cobalt naphthenate 环烷酸钴; 萘酸钴; 石油酸钴
'0132/147 Ⅲ '61789-52-4 脂肪酸、トール油コバルト塩 コバルト及びその化合物 Cobalt tallate 妥儿油脂肪酸钴盐
'0132/148 Ⅲ '62782-24-5 シュウ酸コバルト（ＩＩ）・水和物 コバルト及びその化合物 Cobalt oxalate hydrate 草酸钴（ＩＩ）・水合物
'0132/149 Ⅲ '68956-82-1 樹脂酸及びロジン酸のコバルト塩 コバルト及びその化合物 Resin acids and Rosin acids, cobalt salts 树脂酸及松香酸的钴盐
'0132/150 Ⅲ '93983-67-6 ジメチルヘキサン酸コバルト（１：？） コバルト及びその化合物 Dimethylhexanoic acid, cobalt salt 二甲基己酸钴（1：？）

'0133 Ⅲ '111-15-9 ２－エトキシエチル＝アセタート
酢酸２－エトキシエチル（別名エチレングリコールモノエチル
エーテルアセテート）

2-Ethoxyethyl acetate 乙酸乙二醇乙醚; 2-乙氧基乙基乙酸酯; 乙酸乙基溶纤剂

'0134 Ⅲ '108-05-4 ビニル＝アセタート 酢酸ビニル Vinyl acetate 乙酸乙烯酯

'0135 Ⅲ '110-49-6 ２－メトキシエチル＝アセタート
酢酸２－メトキシエチル（別名エチレングリコールモノメチル
エーテルアセテート）

2-Methoxyethyl acetate 乙酸乙二醇甲醚; 2-甲氧基乙酸乙酯; 乙酸甲基溶纤剂

'0136/000 Ⅲ ' サリチルアルデヒド サリチルアルデヒド 2-Hydroxybenzaldehyde 水杨醛
'0136/001 Ⅲ '90-02-8 ２－ヒドロキシベンズアルデヒド サリチルアルデヒド 2-Hydroxybenzaldehyde 2-羟基苯甲醛
'0137 Ⅲ '420-04-2 シアナミド シアナミド Cyanamide 氰胺

'0138 Ⅲ '139920-32-4
２－シアノ－Ｎ－［（Ｒ）－１－（２，４－ジクロロフェニル）エチ
ル］－３，３－ジメチルブタンアミド

（ＲＳ）－２－シアノ－Ｎ－［（Ｒ）－１－（２，４－ジクロロフェニ
ル）エチル］－３，３－ジメチルブチラミド（別名ジクロシメット）

2-Cyano-N-[(R)-1-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-3,3-
dimethylbutanamide

2-氰基-N-［（Ｒ）-1-（2,4-二氯苯基）乙酯］-3,3-二甲基丁酰
胺 （别名：双氯氰菌胺）

'0139 Ⅲ '66841-25-6
シアノ（３－フェノキシフェニル）メチル＝２，２，－ジメチル－３
－（１，２，２，２－テトラブロモエチル）シクロプロパン－１－カ
ルボキシラート

（Ｓ）－アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝（１Ｒ，３
Ｓ）－２，２－ジメチル－３－（１，２，２，２－テトラブロモエチ
ル）シクロプロパンカルボキシラート（別名トラロメトリン）

Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(1,2,2,2-
tetrabromoethyl)cyclopropane-1-carboxylate

 (1R,3S)-3-[(R,S)(1',2',2',2'-四溴乙基)]-2,2-二甲基环丙烷
羧酸(S)-Α-氰基-3-苯氧苄基酯 （别名： 四溴菊酯）

'0140 Ⅲ '39515-41-8
シアノ（３－フェノキシフェニル）メチル＝２，２，３，３－テトラメ
チルシクロプロパン－１－カルボキシラート

（ＲＳ）－アルファ－シアノ－３－フェノキシベンジル＝２，２，
３，３－テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名フェ
ンプロパトリン）

Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2,3,3-
tetramethylcyclopropane-1-carboxylate

2-氰基-3-苯氧基苄基-2,2,3,3-四甲基环丙烷酸酯 （别名：
甲氰菊酯）

'0141 Ⅲ '57966-95-7 １－［シアノ（メトキシイミノ）アセチル］－３－エチル尿素
トランス－１－（２－シアノ－２－メトキシイミノアセチル）－３
－エチルウレア（別名シモキサニル）

1-[Cyano(methoxyimino)acetyl]-3-ethylurea
1-(2-氰基-2-甲氧基亚氨基乙酰基)-3-乙基脲 （别名：霜脲
氰）

'0142 Ⅲ '615-05-4 ４－メトキシ－１，３－フェニレンジアミン ２，４－ジアミノアニソール 4-Methoxy-1,3-phenylenediamine 2,4-二氨基苯甲醚
'0143 Ⅲ '101-80-4 ４，４’－オキシジアニリン ４，４’－ジアミノジフェニルエーテル 4,4'-Oxydianiline 4,4'-二氨基二苯醚

'0144/000 Ⅲ ' 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）
inorganic cyanide compounds (except complex salts and
cyanates)

无机氰化物（不包括复盐及氰酸盐。）

'0144/004 Ⅲ '592-04-1 シアン化水銀（ＩＩ）
水銀及びその化合物、無機シアン化合物（錯塩及びシアン
酸塩を除く。）

Mercury dicyanide 氰化汞(Ⅱ); 氰化高汞

'0144/006 Ⅲ '1335-31-5 二シアン化酸化二水銀
水銀及びその化合物、無機シアン化合物（錯塩及びシアン
酸塩を除く。）

Dimercury dicyanide oxide 二(氢化)氧化二汞(Ⅱ); 氰氧化汞

'0144/007 Ⅲ '4367-08-2 シアン化銅（ＩＩ） 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Copper(II) cyanide 氰化铜（ＩＩ）

'0144/008 Ⅲ '31065-88-0 オキシシアン化水銀（ＩＩ）
水銀及びその化合物、無機シアン化合物（錯塩及びシアン
酸塩を除く。）

Mercury cyanide hydroxide (Hg(CN)(OH)) 氰化汞氧化物

'0144/009 Ⅲ '37020-93-2 シアン化水銀（Ｉ）
水銀及びその化合物、無機シアン化合物（錯塩及びシアン
酸塩を除く。）

Mercury cyanide (Hg(CN)) 氰化汞（Hg(CN)）

'0144/011 Ⅲ '74-90-8 シアン化水素 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Nitrilomethane 氰化氢
'0144/012 Ⅲ '143-33-9 シアン化ナトリウム 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Sodium cyanide 氰化钠
'0144/013 Ⅲ '151-50-8 シアン化カリウム 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Potassium cyanide 氰化钾
'0144/014 Ⅲ '506-64-9 シアン化銀 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Silver cyanide 氰化银
'0144/015 Ⅲ '506-65-0 シアン化金（Ｉ） 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Gold monocyanide 氰化金（Ｉ）
'0144/016 Ⅲ '506-68-3 臭化シアン 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Cyanogen bromide 溴化氰
'0144/017 Ⅲ '506-77-4 塩化シアン 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Cyanogen chloride 氯化氰
'0144/018 Ⅲ '506-78-5 ヨウ化シアン 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Cyanogen iodide 碘化氰
'0144/019 Ⅲ '542-62-1 シアン化バリウム 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Barium cyanide 氰化钡
'0144/020 Ⅲ '544-92-3 シアン化銅（Ｉ） 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Copper cyanide 氰化铜（Ｉ）
'0144/021 Ⅲ '557-21-1 シアン化亜鉛（ＩＩ） 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Zinc cyanide 氰化锌（ＩＩ）
'0144/022 Ⅲ '592-01-8 シアン化カルシウム（ＩＩ） 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Calcium cyanide 氰化钙（ＩＩ）
'0144/023 Ⅲ '1495-50-7 フッ化シアン 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Cyanogen fluoride ((CN)F) 氟化氰
'0144/024 Ⅲ '12211-52-8 シアン化アンモニウム 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Ammonium cyanide ((NH4)(CN)) 氰化铵
'0144/025 Ⅲ '13453-34-4 シアン化タリウム（Ｉ） 無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。） Thallium cyanide (Tl(CN)) 氰化铊（Ｉ）
'0145/000 Ⅲ ' ２－（ジエチルアミノ）エタノール ２－（ジエチルアミノ）エタノール Ethanol, 2-(diethylamino)- 2-二乙氨基乙醇
'0145/001 Ⅲ '100-37-8 ２－（ジエチルアミノ）エタノール ２－（ジエチルアミノ）エタノール Ethanol, 2-(diethylamino)- 2-二乙氨基乙醇

'0146 Ⅲ '29232-93-7
Ｏ－２－（ジエチルアミノ）－６－メチルピリミジン－４－イル
＝Ｏ，Ｏ－ジメチル＝ホスホロチオアート

Ｏ－２－ジエチルアミノ－６－メチルピリミジン－４－イル＝
Ｏ，Ｏ－ジメチル＝ホスホロチオアート（別名ピリミホスメチ

O-2-(Diethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl O,O-dimethyl
phosphorothioate

邻(2-二乙基氨基-6-甲基-4-嘧啶基)-O,O-二甲基硫代磷酸
酯 （别名：甲基嘧啶磷）

'0147 Ⅲ '28249-77-6 Ｎ，Ｎ－ジエチルチオカルバミン酸Ｓ－４－クロロベンジル
Ｎ，Ｎ－ジエチルチオカルバミン酸Ｓ－４－クロロベンジル（別
名チオベンカルブ又はベンチオカーブ）

S-4-chlorobenzyl diethylthiocarbamate S-4-氯苯基-N,N-二乙基硫代氨基甲酸酯

'0148 Ⅲ '125306-83-4
Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－（２，４，６－トリメチルフェニルスルホ
ニル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－カルボキサミド

Ｎ，Ｎ－ジエチル－３－（２，４，６－トリメチルフェニルスルホ
ニル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－カルボキサミド
（別名カフェンストロール）

N,N-Diethyl-3-(2,4,6-trimethylphenylsulfonyl)-1H-1,2,4-
triazole-1-carboxamide

N,N-二乙基-3-均三甲基苯磺酰基-1H-1,2,4-三唑-1-甲酰
胺 （别名：苯酮唑）

'0150 Ⅲ '123-91-1 １，４－ジオキサン １，４－ジオキサン 1,4-Dioxane 1,4-二恶烷
'0151 Ⅲ '646-06-0 １，３－ジオキソラン １，３－ジオキソラン 1,3-Dioxolane 1,3-二氧戊环

'0152 Ⅲ '15263-53-3
Ｓ，Ｓ’－２－（ジメチルアミノ）プロパン－１，３－ジイル＝ビス
（チオカルバマート）

１，３－ジカルバモイルチオ－２－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）－
プロパン（別名カルタップ）

S,S'-2-(Dimethylamino)propane-1,3-diyl bis(thiocarbamate)
1,3-双(氨基甲酰硫基)2-(N,N`-二甲基氨基)丙烷盐酸盐 （别
名：杀螟丹）

'0153/000 Ⅲ '

シクロヘキサ－１－エン－１，２－ジカルボキシイミドメチル＝
（１ＲＳ）－シス－トランス－２，２－ジメチル－３－（２－メチル
プロパ－１－エニル）シクロプロパンカルボキシラート（別名
テトラメトリン）

シクロヘキサ－１－エン－１，２－ジカルボキシイミドメチル＝
（１ＲＳ）－シス－トランス－２，２－ジメチル－３－（２－メチル
プロパ－１－エニル）シクロプロパンカルボキシラート（別名
テトラメトリン）

(1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindolin-2-yl)methyl 2,2-
dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-
carboxylate

(1,3,4,5,6,7-六氢-1,3-二氧代-2H-异吲哚-2-基)甲基-2,2-二
甲基-3-(2-甲基丙烯基)环丙烷羧酸酯 （别名： 胺菊酯）

'0153/001 Ⅲ '5284-41-3

（１，３－ジオキソ－４，５，６，７－テトラヒドロイソインドリン－
２－イル）メチル＝２，２－ジメチル－３－（２－メチルプロパ
－１－エン－１－イル）シクロプロパン－１－カルボキシラー
ト

シクロヘキサ－１－エン－１，２－ジカルボキシイミドメチル＝
（１ＲＳ）－シス－トランス－２，２－ジメチル－３－（２－メチル
プロパ－１－エニル）シクロプロパンカルボキシラート（別名
テトラメトリン）

(1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindolin-2-yl)methyl 2,2-
dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-
carboxylate

（1,3-二氧代-4,5,6,7-四氢异吲哚啉-2-基）甲基＝2,2-二甲
基-3-（2-甲基丙-1-酮-1-基）-1-环丙烷羧酸酯

'0153/002 Ⅲ '7696-12-0

（１，３－ジオキソ－４，５，６，７－テトラヒドロイソインドリン－
２－イル）メチル＝２，２－ジメチル－３－（２－メチルプロパ
－１－エン－１－イル）シクロプロパン－１－カルボキシラー
ト

シクロヘキサ－１－エン－１，２－ジカルボキシイミドメチル＝
（１ＲＳ）－シス－トランス－２，２－ジメチル－３－（２－メチル
プロパ－１－エニル）シクロプロパンカルボキシラート（別名
テトラメトリン）

(1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindolin-2-yl)methyl 2,2-
dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-
carboxylate

（1,3-二氧代-4,5,6,7-四氢异吲哚啉-2-基）甲基＝2,2-二甲
基-3-（2-甲基丙-1-酮-1-基）-1-环丙烷羧酸酯

'0154 Ⅲ '108-91-8 シクロヘキサン－１－イルアミン シクロヘキシルアミン Cyclohexan-1-ylamine 环己胺
'0155 Ⅲ '17796-82-6 Ｎ－（シクロヘキサン－１－イルスルファニル）フタルイミド Ｎ－（シクロヘキシルチオ）フタルイミド N-(Cyclohexan-1-ylsulfanyl)phthalimide N-环己基硫代邻苯二甲酰亚胺
'0156/000 Ⅲ ' ジクロロアニリン ジクロロアニリン Dichloroaniline 二氯苯胺
'0156/001 Ⅲ '95-76-1 ３，４－ジクロロアニリン ジクロロアニリン 3,4-Dichloroaniline 3,4-二氯苯胺
'0156/002 Ⅲ '95-82-9 ２，５－ジクロロアニリン ジクロロアニリン 2,5-dichloroaniline 2,5-二氯苯胺
'0156/003 Ⅲ '554-00-7 ２，４－ジクロロアニリン ジクロロアニリン 2,4-dichloroaniline 2,4-二氯苯胺
'0156/004 Ⅲ '608-27-5 ２，３－ジクロロアニリン ジクロロアニリン 2,3-dichloroaniline 2,3-二氯苯胺
'0156/005 Ⅲ '608-31-1 ２，６－ジクロロアニリン ジクロロアニリン 2,6-dichloroaniline 2,6-二氯苯胺
'0156/006 Ⅲ '626-43-7 ３，５－ジクロロアニリン ジクロロアニリン 3,5-dichloroaniline 3,5-二氯苯胺
'0156/007 Ⅲ '27134-27-6 ジクロロアニリン ジクロロアニリン Dichloroaniline 二氯苯胺
'0160/000 Ⅲ ' ３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミノジフェニルメタン ３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミノジフェニルメタン 2,2'-Dichloro-4,4'-methylenedianiline 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷
'0160/001 Ⅲ '101-14-4 ２，２’－ジクロロ－４，４’－メチレンジアニリン ３，３’－ジクロロ－４，４’－ジアミノジフェニルメタン 2,2'-Dichloro-4,4'-methylenedianiline 4,4'-亚甲基双(2-氯苯胺); 3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲

'0162 Ⅲ '23950-58-5
３，５－ジクロロ－Ｎ－（１，１－ジメチル－２－プロピニル）ベ
ンズアミド

３，５－ジクロロ－Ｎ－（１，１－ジメチル－２－プロピニル）ベ
ンズアミド（別名プロピザミド）

Pronamide 戊炔草胺

'0165 Ⅲ '95-73-8 ２，４－ジクロロトルエン ２，４－ジクロロトルエン 2,4-Dichlorotoluene 2,4-二氯甲苯
'0166 Ⅲ '99-54-7 １，２－ジクロロ－４－ニトロベンゼン １，２－ジクロロ－４－ニトロベンゼン 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene 1,2-二氯-4-硝基苯
'0167 Ⅲ '89-61-2 １，４－ジクロロ－２－ニトロベンゼン １，４－ジクロロ－２－ニトロベンゼン 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene 1,4-二氯-2-硝基苯
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'0168 Ⅲ '36734-19-7
３－（３，５－ジクロロフェニル）－Ｎ－イソプロピル－２，４－
ジオキソイミダゾリジン－１－カルボキサミド

３－（３，５－ジクロロフェニル）－Ｎ－イソプロピル－２，４－
ジオキソイミダゾリジン－１－カルボキサミド（別名イプロジオ
ン）、イプロジオン

3-(3,5-Dichlorophenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-
1-carboxamide

3-(3,5-二氯苯基)-N-(1-甲基乙基)-2,4-二氧代-1-咪唑烷
羧酰胺 （别名：异菌脲）

'0169 Ⅲ '330-54-1 ３－（３，４－ジクロロフェニル）－１，１－ジメチル尿素
３－（３，４－ジクロロフェニル）－１，１－ジメチル尿素（別名
ジウロン又はＤＣＭＵ）

3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea 敌草隆; N'-(3,4-二氯苯基)-N,N-二甲基脲

'0170 Ⅲ '112281-77-3
１－［２－（２，４－ジクロロフェニル）－３－（１，１，２，２－テト
ラフルオロエトキシ）プロパン－１－イル］－１Ｈ－１，２，４－
トリアゾール

（ＲＳ）－２－（２，４－ジクロロフェニル）－３－（１Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－１－イル）プロピル＝１，１，２，２－テトラフ
ルオロエチル＝エーテル（別名テトラコナゾール）

1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(1,1,2,2-
tetrafluoroethoxy)propan-1-yl]-1H-1,2,4-triazole

(±)-2-(2,4-二氯苯基)-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丙基-
1,1,2,2,-四氟乙基醚 （别名：氟醚唑）

'0171 Ⅲ '60207-90-1
１－｛［２－（２，４－ジクロロフェニル）－４－プロパン－１－イ
ル－１，３－ジオキソラン－２－イル］メチル｝－１Ｈ－１，２，４
－トリアゾール

（２ＲＳ，４ＲＳ）－１－［２－（２，４－ジクロロフェニル）－４－
プロピル－１，３－ジオキソラン－２－イルメチル］－１Ｈ－１，
２，４－トリアゾール及び（２ＲＳ，４ＳＲ）－１－［２－（２，４－
ジクロロフェニル）－４－プロピル－１，３－ジオキソラン－２
－イルメチル］－１Ｈ－１，２，４－トリアゾールの混合物（別
名プロピコナゾール）

1-{[2-(2,4-Dichlorophenyl)-4-propan-1-yl-1,3-dioxolan-2-
yl]methyl}-1H-1,2,4-triazole

1-[2,4-二氯苯基)-4-丙基-1,3-二氧戊环-2-甲基]-1氢-
1,2,4-三唑 （别名：丙环唑）

'0172 Ⅲ '153197-14-9
３－［２－（３，５－ジクロロフェニル）プロパン－２－イル］－６
－メチル－５－フェニル－２Ｈ－１，３－オキサジン－４（３Ｈ）
－オン

３－［１－（３，５－ジクロロフェニル）－１－メチルエチル］－
３，４－ジヒドロ－６－メチル－５－フェニル－２Ｈ－１，３－オ
キサジン－４－オン（別名オキサジクロメホン）

3-[2-(3,5-Dichlorophenyl)propan-2-yl]-6-methyl-5-phenyl-
2H-1,3-oxazin-4(3H)-one

3-[1-(3,5-二氯苯基)-1-甲基乙基]- 2,3-二氢-6-甲基-5-苯
基-4H-1,3-噁嗪-4-酮 （别名：去稗安）

'0173 Ⅲ '50471-44-8
３－（３，５－ジクロロフェニル）－５－メチル－５－ビニル－
１，３－オキサゾリジン－２，４－ジオン

（ＲＳ）－３－（３，５－ジクロロフェニル）－５－メチル－５－ビ
ニル－１，３－オキサゾリジン－２，４－ジオン（別名ビンクロ
ゾリン）

3-(3,5-Dichlorophenyl)-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-
2,4-dione

烯菌酮; 3-(3,5-二氯苯基)-5-甲基-5-乙烯基-1,3-噁唑啉-
2,4二酮

'0174 Ⅲ '330-55-2
３－（３，４－ジクロロフェニル）－１－メトキシ－１－メチル尿
素

３－（３，４－ジクロロフェニル）－１－メトキシ－１－メチル尿
素（別名リニュロン）

3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea 利谷隆; N-(3,4-二氯苯基)-N'-甲氧基-N'-甲基脲

'0175 Ⅲ '94-75-7 ２，４－ジクロロフェノキシ酢酸
２，４－ジクロロフェノキシ酢酸（別名２，４－Ｄ又は２，４－Ｐ
Ａ）

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 2,4-二氯苯氧乙酸

'0178 Ⅲ '78-87-5 １，２－ジクロロプロパン １，２－ジクロロプロパン Propane, 1,2-dichloro- 1,2-二氯丙烷
'0181/000 Ⅲ ' ジクロロベンゼン ジクロロベンゼン dichlorobenzene 二氯苯
'0181/001 Ⅲ '95-50-1 ｏ－ジクロロベンゼン ジクロロベンゼン o-Dichlorobenzene 邻二氯苯
'0181/002 Ⅲ '106-46-7 １，４－ジクロロベンゼン ジクロロベンゼン 1,4-Dichlorobenzene 对二氯苯
'0181/003 Ⅲ '541-73-1 ｍ－ジクロロベンゼン ジクロロベンゼン m-Dichlorobenzene 间二氯苯
'0181/004 Ⅲ '2199-69-1 １，２－ジクロロ（（２）Ｈ４）ベンゼン ジクロロベンゼン 1,2-Dichloro((2)H4)benzene 氘代邻二氯苯
'0181/005 Ⅲ '25321-22-6 ジクロロベンゼン ジクロロベンゼン Dichlorobenzene 二氯苯

'0182 Ⅲ '71561-11-0
２－［４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１，３－ジメチル－５
－ピラゾリルオキシ］アセトフェノン

２－［４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１，３－ジメチル－５
－ピラゾリルオキシ］アセトフェノン（別名ピラゾキシフェン）

2-[4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1,3-dimethyl-5-
pyrazolyloxy]acetophenone

2-(4-(2,4-二氯苯甲酰基)-1,3-二甲基吡唑-5-基氧)乙酰苯

'0183 Ⅲ '58011-68-0
４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１，３－ジメチル－５－ピ
ラゾリル＝４－トルエンスルホナート

４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１，３－ジメチル－５－ピ
ラゾリル＝４－トルエンスルホナート（別名ピラゾレート）

4-(2,4-Dichlorobenzoyl)-1,3-dimethyl-5-pyrazolyl 4-
toluenesulfonate

4-(2,4-二氯苄氧基)-1,3-二甲基-5-吡唑基甲苯磺酸盐

'0184 Ⅲ '1194-65-6 ２，６－ジクロロベンゾニトリル ２，６－ジクロロベンゾニトリル（別名ジクロベニル又はＤＢＮ） Dichlobenil 2,6-二氯苄腈

'0187 Ⅲ '3347-22-6
５，１０－ジオキソ－５，１０－ジヒドロナフト［２，３－ｂ］［１，
４］ジチイン－２，３－ジカルボニトリル

２，３－ジシアノ－１，４－ジチアアントラキノン（別名ジチアノ
ン）

5,10-Dioxo-5,10-dihydronaphtho[2,3-b][1,4]dithiine-2,3-
dicarbonitrile

5,10-二氢-5,10-二氧萘基[2,3-B]-1,4-二硫杂环-2,3-二腈
（别名：二氰蒽醌）

'0188/000 Ⅲ ' Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルアミン Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルアミン Dicyclohexylamine N,N-二环己胺
'0188/001 Ⅲ '101-83-7 ジシクロヘキシルアミン Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシルアミン Dicyclohexylamine 二环己胺

'0189 Ⅲ '4979-32-2
Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキサン－１－イル（１，３－ベンゾチアゾー
ル－２－イルスルファニル）アミン

Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシル－２－ベンゾチアゾールスルフェン
アミド

N,N-Dicyclohexan-1-yl(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)amine N,N'-二环己基-2-苯并噻唑亚磺酰胺

'0190/000 Ⅲ ' ジシクロペンタジエン ジシクロペンタジエン Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]deca-3,8-diene 双环戊二烯
'0190/001 Ⅲ '77-73-6 トリシクロ［５．２．１．０（２，６）］デカ－３，８－ジエン ジシクロペンタジエン Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]deca-3,8-diene 二聚环戊二烯

'0190/002 Ⅲ '933-60-8
ｒｅｌ－（１Ｒ，２Ｒ，６Ｓ，７Ｓ）－トリシクロ［５．２．１．０（２，６）］
デカ－３，８－ジエン

ジシクロペンタジエン rel-(1R,2R,6S,7S)-Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]deca-3,8-diene rel-（1R,2R,6S,7S） - 三环[5.2.1.0（2,6）]癸-3,8-二烯

'0190/003 Ⅲ '1755-01-7
ｒｅｌ－（１Ｒ，２Ｓ，６Ｒ，７Ｓ）－トリシクロ［５．２．１．０（２，６）］
デカ－３，８－ジエン

ジシクロペンタジエン rel-(1R,2S,6R,7S)-Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]deca-3,8-diene rel-（1R,2R,6S,7S） - 三环[5.2.1.0（2,6）]癸-3,8-二烯

'0191 Ⅲ '50512-35-1 １，３－ジチオラン－２－イリデンマロン酸ジイソプロピル ジクロロペンタフルオロプロパン(別名ＨＣＦＣ－２２５) Diisopropyl 1,3-dithiolan-2-ylidenemalonate 1,3-二硫戊环-2-乙烯基-丙二酸二异丙酯（稻瘟灵）

'0192 Ⅲ '17109-49-8 ジチオリン酸Ｏ－エチル－Ｓ，Ｓ－ジフェニル
ジチオりん酸Ｏ－エチル－Ｓ，Ｓ－ジフェニル（別名エディフェ
ンホス又はＥＤＤＰ）

Edifenphos O-乙基S,S-二苯基二硫代磷酸酯（克瘟散）

'0193 Ⅲ '298-04-4 ジチオリン酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－（２－エチルチオエチル）
ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－（２－エチルチオエチル）
（別名エチルチオメトン又はジスルホトン）

Disulfoton
O,O-二乙基-S-2-(乙硫基)乙基二硫代磷酸酯 （别名：乙拌
磷）

'0194 Ⅲ '2310-17-0
ジチオリン酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－［（６－クロロ－２，３－ジ
ヒドロ－２－オキソベンゾオキサゾリニル）メチル］

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｓ－［（６－クロロ－２，３－ジ
ヒドロ－２－オキソベンゾオキサゾリニル）メチル］（別名ホサ
ロン）

Phosalone
O,O-二乙基-S-(6-氯-2-氧代苯并恶啉-3-基甲基)二硫代
磷酸酯 （别名：伏杀磷）

'0195 Ⅲ '34643-46-4
ジチオリン酸Ｏ－２，４－ジクロロフェニル－Ｏ－エチル－Ｓ
－プロピル

ジチオりん酸Ｏ－２，４－ジクロロフェニル－Ｏ－エチル－Ｓ
－プロピル（別名プロチオホス）

O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl S-propyl dithiophosphate
O-(2,4-二氯苯基)O-乙基S-丙基二硫代磷酸酯 （别名：丙硫
磷）

'0196 Ⅲ '950-37-8
ジチオリン酸Ｓ－（２，３－ジヒドロ－５－メトキシ－２－オキソ
－１，３，４－チアジアゾール－３－イル）メチル－Ｏ，Ｏ－ジ
メチル

ジチオりん酸Ｓ－（２，３－ジヒドロ－５－メトキシ－２－オキソ
－１，３，４－チアジアゾール－３－イル）メチル－Ｏ，Ｏ－ジ
メチル（別名メチダチオン又はＤＭＴＰ）

Methidathion
S-2,3-二氢-5-甲氧基-2-氧代-1,3,4-硫二氮茂-3基甲基-
O,O-二甲基二硫供磷酸酯 （别名：杀扑磷）

'0197 Ⅲ '121-75-5
ジエチル＝２－［（ジメトキシホスホロチオイル）スルファニル］
スクシナート

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－１，２－ビス（エトキシカ
ルボニル）エチル（別名マラソン又はマラチオン）

Diethyl 2-[(dimethoxyphosphorothioyl)sulfanyl]succinate
O,O-二甲基-S-[1,2-二(乙氧基羰基)乙基]二硫代磷酸酯
（别名：马拉硫磷）

'0198 Ⅲ '60-51-5
ジチオリン酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－［（Ｎ－メチルカルバモイ
ル）メチル］

ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｓ－［（Ｎ－メチルカルバモイ
ル）メチル］（別名ジメトエート）

Dimethoate
O,O-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯 （别
名：乐果）

'0199 Ⅲ '16090-02-1
ジナトリウム＝２，２’－ビニレンビス［５－（４－モルホリノ－６
－アニリノ－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ）ベンゼン
スルホナート］

ジナトリウム＝２，２’－ビニレンビス［５－（４－モルホリノ－６
－アニリノ－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ）ベンゼン
スルホナート］（別名ＣＩフルオレスセント２６０）

Benzenesulfonic acid, 2,2'-(1,2-ethenediyl)bis[5-[[4-(4-
morpholinyl)-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-,
disodium salt

4,4-双[(4-苯胺基-6-吗啉基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]二苯乙
烯-2,2-二磺酸二钠盐 （别名：荧光增白剂 71）

'0200/000 Ⅲ ' ジニトロトルエン ジニトロトルエン dinitrotoluene 二硝基甲苯
'0200/001 Ⅲ '121-14-2 ２，４－ジニトロトルエン ジニトロトルエン 2,4-dinitrotoluene  dinitrotoluene 2,4-DNT 2,4-二硝基甲苯
'0200/002 Ⅲ '602-01-7 ２，３－ジニトロトルエン ジニトロトルエン 2,3-dinitrotoluene 2,3-二硝基甲苯
'0200/003 Ⅲ '606-20-2 ２，６－ジニトロトルエン ジニトロトルエン 2,6-dinitrotoluene 2,6-二硝基甲苯
'0200/004 Ⅲ '610-39-9 ３，４－ジニトロトルエン ジニトロトルエン 3,4-dinitrotoluene 3,4-二硝基甲苯
'0200/005 Ⅲ '618-85-9 ３，５－ジニトロトルエン ジニトロトルエン 3,5-dinitrotoluene 3,5-二硝基甲苯
'0200/006 Ⅲ '619-15-8 ２，５－ジニトロトルエン ジニトロトルエン 2,5-dinitrotoluene 2,5-二硝基甲苯
'0200/007 Ⅲ '25321-14-6 メチル（ジニトロ）ベンゼン ジニトロトルエン Dinitrotoluene 二硝基甲苯(混合异构体)
'0200/008 Ⅲ '84029-41-4 ３，－ジニトロトルエン ジニトロトルエン 3,-dinitrotoluene 3,-二硝基甲苯
'0200/009 Ⅲ '84029-42-5 ２，－ジニトロトルエン ジニトロトルエン 2,-dinitrotoluene 2,-二硝基甲苯
'0201 Ⅲ '51-28-5 ２，４－ジニトロフェノール ２，４－ジニトロフェノール 2,4-Dinitrophenol 2,4-二硝基酚
'0202/000 Ⅲ ' ジビニルベンゼン ジビニルベンゼン divinylbenzene 二乙烯苯
'0202/001 Ⅲ '91-14-5 ｏ－ジビニルベンゼン ジビニルベンゼン 1,2-divinylbenzene 邻二乙烯苯
'0202/002 Ⅲ '105-06-6 ｐ－ジビニルベンゼン ジビニルベンゼン 1,4-divinylbenzene 对二乙烯苯
'0202/003 Ⅲ '108-57-6 ｍ－ジビニルベンゼン ジビニルベンゼン 1,3-divinylbenzene 间二乙烯苯
'0202/004 Ⅲ '1321-74-0 ジビニルベンゼン ジビニルベンゼン Benzene, diethenyl- 二乙烯苯
'0203 Ⅲ '122-39-4 ジフェニルアミン ジフェニルアミン Diphenyl amine 二苯胺
'0204 Ⅲ '101-84-8 フェノキシベンゼン ジフェニルエーテル Phenoxybenzene 二苯醚
'0205/000 Ⅲ ' １，３－ジフェニルグアニジン １，３－ジフェニルグアニジン 1,3-Diphenylguanidine 1,3-二苯胍
'0205/001 Ⅲ '102-06-7 １，３－ジフェニルグアニジン １，３－ジフェニルグアニジン 1,3-Diphenylguanidine 1,3-二苯胍

'0206 Ⅲ '55285-14-8
Ｎ－ジブチルアミノチオ－Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒ
ドロ－２，２－ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル

Ｎ－ジブチルアミノチオ－Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒ
ドロ－２，２－ジメチル－７－ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボ
スルファン）

2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuryl
[(dibutylamino)thio]methylcarbamate

2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基 (二丁基氨基硫)N-甲
基氨基甲酸酯 （别名：丁硫克百威）

'0207/000 Ⅲ ' ２，６－ジ－ターシャリ－ブチル－４－クレゾール ２，６－ジ－ターシャリ－ブチル－４－クレゾール 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 2,6-二叔丁基-4-甲酚
'0207/001 Ⅲ '128-37-0 ２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メチルフェノール ２，６－ジ－ターシャリ－ブチル－４－クレゾール 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 2,6-二-三級丁基-4-甲基酚（抗氧剂264）
'0208/000 Ⅲ ' ２，４－ジ－ターシャリ－ブチルフェノール ２，４－ジ－ターシャリ－ブチルフェノール 2,4-Di-tert-butylphenol 2,4-二叔丁基苯酚
'0208/001 Ⅲ '96-76-4 ２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール ２，４－ジ－ターシャリ－ブチルフェノール 2,4-Di-tert-butylphenol 2,4-二叔丁基苯酚
'0209 Ⅲ '124-48-1 ジブロモクロロメタン ジブロモクロロメタン Dibromochloromethane 氯二溴甲烷
'0210 Ⅲ '10222-01-2 ２，２－ジブロモ－２－シアノアセトアミド ２，２－ジブロモ－２－シアノアセトアミド 2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide 2,2-二溴-2-氰基乙酰胺

'0212 Ⅲ '30560-19-1
（ＲＳ）－Ｏ，Ｓ－ジメチル＝アセチルホスホルアミドチオアート
（別名アセフェート）

Ｏ，Ｓ－ジメチル＝アセチルホスホルアミドチオアート O,S-Dimethyl acetylphosphoramidothioate O,S-二甲基乙酰基硫代磷酰胺酯 （別名：乙酰甲胺磷）

'0213 Ⅲ '127-19-5 Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド N,N-Dimethylacetamide N,N-二甲基乙酰胺
'0214 Ⅲ '95-68-1 ２，４－ジメチルアニリン ２，４－ジメチルアニリン 2,4-Dimethylaniline 2,4-二甲基苯胺
'0215 Ⅲ '87-62-7 ２，６－ジメチルアニリン ２，６－ジメチルアニリン Aniline, 2,6-dimethyl- 2,6-二甲基苯胺
'0216/000 Ⅲ ' Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン N,N-Dimethylaniline N,N-二甲基苯胺
'0216/001 Ⅲ '121-69-7 Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン N,N-Dimethylaniline N,N-二甲基苯胺

'0217 Ⅲ '31895-21-3 Ｎ，Ｎ－ジメチル－１，２，３－トリチアン－５－イルアミン
５－ジメチルアミノ－１，２，３－トリチアン（別名チオシクラ
ム）、チオシクラム

N,N-Dimethyl-1,2,3-trithian-5-ylamine N,N-二甲基-1,2,3-三硫杂己-5-胺 （别名：杀虫环）

'0218 Ⅲ '124-40-3 ジメチルアミン ジメチルアミン Dimethylamine 二甲胺
'0219/000 Ⅲ ' ジメチルジスルフィド ジメチルジスルフィド 1,2-Dimethyldisulfane 二甲基二硫
'0219/001 Ⅲ '624-92-0 １，２－ジメチルジスルファン ジメチルジスルフィド 1,2-Dimethyldisulfane 二甲基二硫
'0220/000 Ⅲ ' ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩 ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩 Water-soluble salts of dimethyldithiocarbamic acid 二甲基硫代氨基甲酸的水溶性盐
'0220/001 Ⅲ '128-04-1 ナトリウム＝ジメチルジチオカルバマート ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩 water-soluble salts of dimethyldithiocarbamic acid N,N-二甲氨基二硫代甲酸钠

'0221 Ⅲ '82560-54-1
１－（２，２－ジメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－
７－イル）＝７－エチル＝４－イソプロピル－２－メチル－３
－チア－２，４－ジアザヘプタンジオアート

２，２－ジメチル－２，３－ジヒドロ－１－ベンゾフラン－７－イ
ル＝Ｎ－［Ｎ－（２－エトキシカルボニルエチル）－Ｎ－イソプ
ロピルスルフェナモイル］－Ｎ－メチルカルバマート（別名ベ
ンフラカルブ）

1-(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl) 7-ethyl 4-
isopropyl-2-methyl-3-thia-2,4-diazaheptanedioate

N-(2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基氧羰基(甲基)氨硫
基)-N-异丙基-Β-丙氨酸乙酯

'0222 Ⅲ '62850-32-2 Ｎ，Ｎ－ジメチルチオカルバミン酸Ｓ－４－フェノキシブチル
Ｎ，Ｎ－ジメチルチオカルバミン酸Ｓ－４－フェノキシブチル
（別名フェノチオカルブ）

S-4-Phenoxybutyl N,N-dimethylthiocarbamate S-4-(苯氧基丁基)-N,N-二甲基硫代氨基甲酸酯

'0223 Ⅲ '112-18-5 Ｎ，Ｎ－ジメチルドデカン－１－イルアミン Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン N,N-Dimethyldodecan-1-ylamine N,N-二甲基-1-十二胺
'0224 Ⅲ '1643-20-5 Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド Ｎ，Ｎ－ジメチルドデシルアミン＝Ｎ－オキシド 1-Dodecanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide N-氧化-N,N-二甲基-1-十二胺

'0225 Ⅲ '52-68-6
ジメチル＝２，２，２－トリクロロ－１－ヒドロキシエチルホスホ
ナート

ジメチル＝２，２，２－トリクロロ－１－ヒドロキシエチルホスホ
ナート（別名トリクロルホン又はＤＥＰ）

Trichlorfon 二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)磷酸酯 （别名：敌百虫）

'0226 Ⅲ '57-14-7 １，１－ジメチルヒドラジン １，１－ジメチルヒドラジン 1,1-Dimethylhydrazine 1,1-二甲基肼; 偏二甲基肼

'0227 Ⅲ '1910-42-5
１，１’－ジメチル－４，４’－ビピリジン－１，１’－ジイウム＝
ジクロリド

１，１’－ジメチル－４，４’－ビピリジニウム＝ジクロリド（別名
パラコート又はパラコートジクロリド）

1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium dichloride 1,1-二甲基-4,4'-联吡啶盐二氯化物 （别名：百草枯）

'0228 Ⅲ '91-97-4 ４，４’－ジイソシアナト－３，３’－ジメチルビフェニル
３，３’－ジメチルビフェニル－４，４’－ジイル＝ジイソシア
ネート

4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethylbiphenyl 3,3'-二甲基-4,4'-联苯二异氰酸酯

'0229 Ⅲ '23564-05-8
ジメチル＝Ｎ，Ｎ’－［１，２－フェニレンビス（イミノカルボノチ
オイル）］ジカルバマート

ジメチル＝４，４’－（オルト－フェニレン）ビス（３－チオアロ
ファナート）（別名チオファネートメチル）

Dimethyl N,N'-[1,2-
phenylenebis(iminocarbonothioyl)]dicarbamate

1,2-双-(甲氧羰基-2-硫脲基)苯 （别名：甲基硫菌灵）

'0230/000 Ⅲ '
Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－パラ－フェニ
レンジアミン

Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－パラ－フェニ
レンジアミン

N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine N-(1,3-二甲基丁基)-N'-苯基对苯二胺

'0230/001 Ⅲ '793-24-8
Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－１，４－フェニ
レンジアミン

Ｎ－（１，３－ジメチルブチル）－Ｎ’－フェニル－パラ－フェニ
レンジアミン

N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine N-(1,3-二甲基丁基)-N'-苯基对苯二胺

'0232 Ⅲ '68-12-2 Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド Dimethylformamide N,N-二甲基甲酰胺; 甲酰二甲胺

'0233 Ⅲ '2597-03-7
エチル＝［（ジメトキシホスホロチオイル）スルファニル］（フェ
ニル）アセタート

２－［（ジメトキシホスフィノチオイル）チオ］－２－フェニル酢
酸エチル（別名フェントエート又はＰＡＰ）

Ethyl [(dimethoxyphosphorothioyl)sulfanyl](phenyl)acetate
乙基Α-[(二甲氧基膦基硫基)硫代]苯乙酸酯 （别名：稻丰
散）

'0234 Ⅲ '7726-95-6 二臭素 臭素 Dibromine 溴
'0235/000 Ⅲ ' 臭素酸の水溶性塩 臭素酸の水溶性塩 Water-soluble salts of bromic acid 溴酸的水溶性盐
'0235/001 Ⅲ '7758-01-2 臭素酸カリウム 臭素酸の水溶性塩 Potassium bromate 溴酸钾
'0235/002 Ⅲ '7789-38-0 臭素酸ナトリウム 臭素酸の水溶性塩 Sodium bromate 溴酸钠

'0236 Ⅲ '3861-47-0 オクタン酸＝４－シアノ－２，６－ジヨードフェニル
３，５－ジヨード－４－オクタノイルオキシベンゾニトリル（別名
アイオキシニル）

4-cyano-2,6-diiodophenyl octanoate 4-氰基-2,6-二碘苯基辛酸酯

'0237/000 Ⅲ ' 水銀及びその化合物 水銀及びその化合物 mercury and its compounds 汞及其化合物
'0237/003 Ⅲ '7784-03-4 四ヨウ化水銀酸二銀 水銀及びその化合物 Mercury disilver tetraiodide 碘化银汞(Ⅱ)

（23／35）



当社管理番号
Classification No.
管理号码

管理レベル
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CAS番号
CAS No.
CAS号码
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中国語名
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'0237/006 Ⅲ '54-64-8 チメロサール 水銀及びその化合物
Alkyl mercury compounds  Sodium o-
(ethylmercurithio)benzoate

硫柳汞钠盐; 乙基噻吩酸钠盐

'0237/007 Ⅲ '62-38-4 酢酸フェニル水銀 水銀及びその化合物 Phenylmercury acetate 乙酸苯汞; 醋酸苯基汞; 赛力散; 裕米农; 龙汞

'0237/008 Ⅲ '129-16-8
（２’，７’－ジブロモ－３’，６’－ジヒドロキシ－３－オキソス
ピロ［イソベンゾフラン－１（３Ｈ），９’－［９Ｈ］キサンテン］－
４’－イル）ヒドロキシ水銀二ナトリウム

水銀及びその化合物
Mercury, (2',7'-dibromo-3',6'-dihydroxy-3-
oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-4'-
yl)hydroxy-, disodium salt

2,7-二溴-4-羟汞基荧光红双钠盐

'0237/009 Ⅲ '591-89-9 テトラシアノ水銀酸二カリウム 水銀及びその化合物
Dipotassium tetracyanomercurate  Mercuric potassium
cyanide

四氰基汞(Ⅱ)酸钾

'0237/010 Ⅲ '592-85-8 チオシアン酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury(II) thiocyanate  Mercuric thiocyanate 硫氰酸汞
'0237/011 Ⅲ '627-44-1 ジエチル水銀 水銀及びその化合物 Diethylmercury 二乙基汞; 二乙汞
'0237/012 Ⅲ '631-60-7 酢酸水銀（Ｉ） 水銀及びその化合物 Dimercury di(acetate)  Mercurous acetate 乙酸汞; 醋酸亚汞; 乙酸亚汞
'0237/013 Ⅲ '1344-48-5 硫化水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury(II) sulfide  Mercury sulfide (HgS) 硫化汞
'0237/014 Ⅲ '1600-27-7 酢酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury(II) acetate  Mercuric acetate 乙酸汞; 醋酸汞(Ⅱ)

'0237/015 Ⅲ '2440-34-8
（４－メチル－Ｎ－フェニルベンゼンスルホンアミダト－Ｎ）フェ
ニル水銀

水銀及びその化合物 Arylmercury compounds N-(苯基汞)-p-甲苯砜苯基苯胺

'0237/016 Ⅲ '7439-97-6 水銀 水銀及びその化合物 Mercury 汞
'0237/017 Ⅲ '7487-94-7 塩化水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury dichloride  Mercuric chloride 氯化汞; 升汞; 氯化高汞; 二氯化汞
'0237/018 Ⅲ '7546-30-7 塩化水銀（ＨｇＣｌ） 水銀及びその化合物 Mercury chloride  Mercurous chloride 氯化亚汞
'0237/019 Ⅲ '7616-83-3 過塩素酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury diperchlorate  Perchloric acid, mercury(2+) salt 高氯酸汞三水合物
'0237/020 Ⅲ '7774-29-0 ヨウ化水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury diiodide  Mercuric iodide 碘化汞; 碘化高汞; 二碘化汞
'0237/021 Ⅲ '7783-30-4 ヨウ化水銀（Ｉ） 水銀及びその化合物 Mercury iodide  Mercurous iodide 碘化亚汞
'0237/022 Ⅲ '7783-35-9 硫酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury sulphate 硫酸汞
'0237/023 Ⅲ '7783-36-0 硫酸水銀（Ｉ） 水銀及びその化合物 Dimercury sulphate  Mercurous sulfate 硫酸亚汞
'0237/024 Ⅲ '7789-47-1 臭化水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury dibromide  Mercuric bromide 溴化汞; 溴化高汞; 二溴化汞
'0237/025 Ⅲ '10045-94-0 硝酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury (II) nitrate  Mercuric nitrate 硝酸汞(Ⅱ); 硝酸高汞
'0237/026 Ⅲ '10112-91-1 二塩化二水銀（Ｈｇ２Ｃｌ２） 水銀及びその化合物 Dimercury dichloride  Mercury chloride 氯化汞(Ⅰ); 氯化亚汞; 甘汞
'0237/027 Ⅲ '10415-75-5 硝酸水銀（Ｉ） 水銀及びその化合物 Dimercury dinitrate  Mercurous nitrate 硝酸亚汞
'0237/028 Ⅲ '13004-83-6 炭酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Carbonic acid, mercury(2+) salt (1:1) 碳酸，汞(2+)盐(1:1)
'0237/029 Ⅲ '13465-37-7 チオシアン酸水銀（Ｉ） 水銀及びその化合物 Thiocyanic acid, mercury(1+) salt 硫氰酸，汞(1+)盐
'0237/030 Ⅲ '13932-02-0 過塩素酸水銀（Ｉ） 水銀及びその化合物 Mercury(I) perchlorate 高氯酸汞(Ⅰ)
'0237/031 Ⅲ '14215-33-9 アジ化水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury azide (Hg(N3)2) 叠氮化汞(Hg(N3)2)
'0237/032 Ⅲ '14376-09-1 ジアンミンジクロロ水銀 水銀及びその化合物 Mercury, diamminedichloro-, (T-4)- 汞，二氨合二氯代-，(T-4)-
'0237/033 Ⅲ '14990-20-6 アジ化水銀（Ｉ） 水銀及びその化合物 Mercury azide (Hg(N3)) 叠氮化汞(Hg(N3))
'0237/034 Ⅲ '15385-57-6 二ヨウ化二水銀 水銀及びその化合物 Dimercury diiodide 二碘二汞(Ⅰ); 碘化亚汞; 一碘化汞
'0237/035 Ⅲ '15385-58-7 二臭化二水銀 水銀及びその化合物 Mercury bromide (Hg2Br2) 二溴化二汞(Ⅰ)
'0237/036 Ⅲ '15634-23-8 テトラシアノ水銀酸二タリウム 水銀及びその化合物 Mercurate(2-), tetrakis(cyano-C)-, dithallium(1+), (T-4)- 汞化（2-），四全（氰基-C）-，二铊（1+），（T-4）-
'0237/037 Ⅲ '15829-53-5 酸化水銀（Ｉ） 水銀及びその化合物 Mercury(I) oxide (black)  Mercurous oxide 氧化亚汞; 黑降汞
'0237/038 Ⅲ '21908-53-2 酸化水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury (II) oxide  Mercuric oxide 氧化汞(Ⅱ); 一氧化汞; 黄降汞; 红降汞
'0237/039 Ⅲ '27228-67-7 四ヨウ化水銀酸銅（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercurate(2-), tetraiodo-, copper(2+) (1:1), (T-4)- 碘化铜汞(Ⅱ)
'0237/040 Ⅲ '38232-63-2 二アジ化二水銀 水銀及びその化合物 Mercury azide (Hg2(N3)2)  Mercurous azide 叠氮化汞（Hg2（N3）2）
'0237/041 Ⅲ '51595-71-2 硫化二水銀（Ｉ） 水銀及びその化合物 Mercury sulfide (Hg2S) 硫化汞（Hg2S）

'0237/042 Ⅲ '55728-51-3
（２’，７’－ジブロモ－３’，６’－ジヒドロキシ－３－オキソス
ピロ［イソベンゾフラン－１（３Ｈ），９’－［９Ｈ］キサンテン］－
４’－イル）ヒドロキシ水銀

水銀及びその化合物

Mercury, (2',7'-dibromo-3',6'-dihydroxy-3-
oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-4'-
yl)hydroxy-  (2',7'-Dibromo-3',6'-dihydroxy-3-
oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-4'-
yl)hydroxymercury

（2'，7'－二溴－3'，6'－二羟基－3－氧代螺（异苯并呋喃－1
（3H），9'－（9H）呫吨）－4'－基）羟基汞

'0237/043 Ⅲ '94238-21-8 亜硫酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Sulfurous acid, mercury(2+) salt 硫酸，汞（2+）盐
'0237/047 Ⅲ '14459-36-0 亜セレン酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物、セレン及びその化合物 Mercury(II) selenite 亚硒酸汞(Ⅱ)
'0237/048 Ⅲ '20601-83-6 セレン化水銀（ＩＩ） セレン及びその化合物、水銀及びその化合物 Mercury(II) selenide  Mercury selenide (HgSe) 硒化汞(Ⅱ)
'0237/050 Ⅲ '107-26-6 臭化エチル水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Bromoethylmercury 溴化乙基汞
'0237/051 Ⅲ '107-27-7 塩化エチル水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Ethylmercury chloride 氯化乙基汞; 西力生
'0237/052 Ⅲ '115-09-3 塩化メチル水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Chloromethylmercury  Mercurymethylchloride 甲基氯化汞
'0237/053 Ⅲ '143-36-2 ヨウ化メチル水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Methylmercury iodide  Iodomethylmercury 碘(甲基)汞(Ⅱ)

'0237/054 Ⅲ '502-39-6 ３－シアノグアニジノメチル水銀 水銀及びその化合物
3-cyanoguanidinomethylmercury  Methyl mercury
dicyandiamide

3-双氰胺甲基汞; 氰胍甲汞

'0237/055 Ⅲ '506-83-2 臭化メチル水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Methylmercury(II) bromide  Bromomethylmercury 溴化甲基汞(Ⅱ)
'0237/056 Ⅲ '593-74-8 ジメチル水銀 水銀及びその化合物 Dimethylmercury 二甲基汞
'0237/057 Ⅲ '628-86-4 雷酸水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury difulminate  Mercury-difulminate 雷汞; 雷酸汞
'0237/058 Ⅲ '1184-57-2 水酸化メチル水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Methylmercury hydroxide 氢氧化甲基汞(Ⅱ)
'0237/059 Ⅲ '2440-45-1 リン酸水素ビス（エチル水銀） 水銀及びその化合物 Bis(ethylmercury) hydrogen phosphate 磷酸氢二(乙基汞)

'0237/060 Ⅲ '7782-86-7 硝酸水銀（Ｉ）・一水和物 水銀及びその化合物
Mercury and its inorganic compounds(Exclusion of Mercury
sulfide)

硝酸汞(Ⅰ)一水合物; 硝酸亚汞

'0237/061 Ⅲ '7783-33-7 テトラヨード水銀酸二カリウム 水銀及びその化合物 Mercury(II) potassium iodide 碘化钾汞(Ⅱ)二水合物

'0237/062 Ⅲ '7783-34-8 硝酸水銀（ＩＩ）・一水和物 水銀及びその化合物
Mercuric nitrate (1/2hydrate)  Mercury (II) nitrate,
monohydrate

硝酸汞一水合物

'0237/063 Ⅲ '7783-39-3 フッ化水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury difluoride  Mercury fluoride (HgF2) 氟化汞(Ⅱ)

'0237/064 Ⅲ '10048-99-4 テトラヨード水銀酸バリウム 水銀及びその化合物
Mercury and its inorganic compounds(Exclusion of Mercury
sulfide)  Barium tetraiodomercurate

四碘化汞酸钡

'0237/065 Ⅲ '10124-48-8 アミノ塩化水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Aminomercury chloride  Mercury ammonium chloride 氨基氯化汞(Ⅱ)
'0237/066 Ⅲ '10451-12-4 リン酸水銀 水銀及びその化合物 Mercury(II) phosphate  Phosphoric acid, mercury salt 磷酸汞
'0237/067 Ⅲ '12068-90-5 テルル化水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercury telluride (HgTe) 碲化汞
'0237/068 Ⅲ '12344-40-0 ヨウ化銀水銀 水銀及びその化合物 Mercury silver iodide 碘化银汞
'0237/069 Ⅲ '13766-44-4 硫酸水銀 水銀及びその化合物 Mercury(I) sulfate 硫酸汞

'0237/070 Ⅲ '13876-85-2 テトラヨード水銀酸二銅 水銀及びその化合物
Copper mercury(II) iodide  Mercurate(2-), tetraiodo-,
dicopper(1+), (T-4)-

碘化铜汞(Ⅱ)

'0237/071 Ⅲ '13967-25-4 二フッ化二水銀 水銀及びその化合物 Dimercury difluoride 二氟化汞(Ⅰ)

'0237/072 Ⅲ '14836-60-3 硝酸水銀（Ｉ）・一水和物 水銀及びその化合物
Mercury and its inorganic compounds(Exclusion of Mercury
sulfide)  Mercury (I) nitrate

硝酸汞(Ⅰ)二水合物; 二硝酸二汞(Ⅰ)二水合物

'0237/073 Ⅲ '26522-91-8 臭素酸水銀（ＩＩ）・二水和物 水銀及びその化合物 Mercury bromate 溴酸汞; 臭素酸第二水银二水合物
'0237/074 Ⅲ '28953-04-0 水酸化フッ化水銀（ＩＩ） 水銀及びその化合物 Mercuric oxyfluoride 烃基氟化汞(Ⅱ)
'0237/075 Ⅲ '37320-91-5 ヨウ化水銀（１：？） 水銀及びその化合物 Mercury iodide 碘化汞

'0237/076 Ⅲ '54129-03-2
［Ｎ－（２－メチルフェニル）ベンゼンスルホンアミダト－Ｎ］
フェニル水銀

水銀及びその化合物
[N-(2-methylphenyl)benzenesulfoneamidato-
N]phenylmercury

[N-(2-甲基苯基)苯磺酰胺-N]苯基汞

'0238/000 Ⅲ ' 水素化テルフェニル 水素化テルフェニル Hydrogenated terphenyl 氢化三联苯
'0238/001 Ⅲ '1087-02-1 水素化テルフェニル 水素化テルフェニル 1,4-dicyclohexylbenzene 氢化三联苯
'0238/002 Ⅲ '1973-15-5 1,1'-Biphenyl, 3-cyclohexyl- 水素化テルフェニル 1,1'-Biphenyl, 3-cyclohexyl- 3-环己基-1,1'-联苯
'0238/003 Ⅲ '3842-58-8 1,1'-Biphenyl, 4-cyclohexyl- 水素化テルフェニル 1,1'-Biphenyl, 4-cyclohexyl- 4-环己基-1,1'-联苯
'0238/004 Ⅲ '10470-01-6 ２－シクロヘキサン－１－イルビフェニル 水素化テルフェニル 2-Cyclohexan-1-ylbiphenyl 2-环己烷-1-联苯
'0238/005 Ⅲ '20273-27-2 水素化テルフェニル 水素化テルフェニル [1,1'-bicyclohexyl]-4-ylbenzene 氢化三联苯
'0238/006 Ⅲ '27985-87-1 水素化テルフェニル 水素化テルフェニル Cyclohexyl-1,1'-biphenyl 氢化三联苯
'0238/007 Ⅲ '35860-22-1 水素化テルフェニル 水素化テルフェニル Tercyclohexyl 氢化三联苯
'0238/008 Ⅲ '61788-32-7 水素化テルフェニル 水素化テルフェニル Hydrogenated terphenyl 氢化三联苯
'0239/000 Ⅲ ' 有機スズ化合物 有機スズ化合物 organic tin compounds 有机锡化合物

'0239/002 Ⅲ '13356-08-6
１，１，１，３，３，３－ヘキサキス（２－メチル－２－フェニルプ
ロピル）ジスタノキサン

ヘキサキス（２－メチル－２－フェニルプロピル）ジスタノキサ
ン（別名酸化フェンブタスズ）、酸化フェンブタスズ、１，１，１，
３，３，３－ヘキサキス（２－メチル－２－フェニルプロピル）ジ
スタノキサン、有機スズ化合物

1,1,1,3,3,3-Hexakis(2-methyl-2-phenylpropyl)distannoxane 六(2-甲基-2-苯基丙基)-二锡氧丙环

'0239/003 Ⅲ '102667-32-3
４－ヒドロキシ－２，２－ジオクチル－１，３，２，４－ジオキサ
スタンナボレタン

ほう素化合物、有機スズ化合物 4-Hydroxy-2,2-dioctyl-1,3,2,4-dioxastannaboretane 4-羟基-2,2-二辛基-1,3,2,4-二恶锡硼

'0239/004 Ⅲ '119192-22-2
３，３，７，７－テトラキス（１，１－ジメチルエチル）－２，４，６，
８，９－ペンタオキサ－３，７－ジスタンナ－１，５－ジボラビ
シクロ［３．３．１］ノナン

ほう素化合物、有機スズ化合物
3,3,7,7-Tetrakis(1,1-dimethylethyl)-2,4,6,8,9-pentaoxa-3,7-
distanna-1,5-diborabicyclo[3.3.1]nonane

3,3,7,7-四（1,1-二甲基乙酯）-2,4,6,8,9-五氧-3,7-二锡烷-
1,5-二硼二环［3.3.1］壬烷

'0239/008 Ⅲ '77-58-7 ジブチルビス［（１－オキソドデシル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dilaurate 二月桂酸二丁基锡; 二丁基二月桂酸锡

'0239/009 Ⅲ '78-04-6
２，２－ジブチル－１，３，２－ジオキサスタネピン－４，７－ジ
オン

有機スズ化合物 Dibutyltin maleate 二丁基丁烯二酸锡

'0239/010 Ⅲ '78-06-8
２，２－ジブチルジヒドロ－６Ｈ－１，３，２－オキサチアスタン
ニン－６－オン

有機スズ化合物 Dibutyltin mercaptopropionate 2,2-二丁基二氢-6H-1,3,2-氧硫锡杂六环-6-酮

'0239/011 Ⅲ '78-20-6
２，２－ジブチル－１，３，２－オキサチアスタンノラン－５－オ
ン

有機スズ化合物 Dibutyltin mercaptoacetate 巯基乙酸二丁基锡

'0239/012 Ⅲ '379-51-1 トリシクロヘキシルフルオロスズ 有機スズ化合物 Tricyclohexylfluorostannane 三环氟锡烷
'0239/014 Ⅲ '594-27-4 テトラメチルスズ 有機スズ化合物 Tetramethyltin 四甲基锡
'0239/015 Ⅲ '595-90-4 テトラフェニルスズ 有機スズ化合物 Stannane, tetraphenyl- 四苯基锡
'0239/017 Ⅲ '683-18-1 ジブチルジクロロスズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dichloride 二丁基二氯化锡
'0239/018 Ⅲ '753-73-1 ジクロロジメチルスズ 有機スズ化合物 Stannane, dichlorodimethyl- 二甲基二氯化锡
'0239/019 Ⅲ '818-08-6 ジブチルスズオキシド 有機スズ化合物 Dibutyltin oxide 二丁基氧化锡; 丁蜗锡
'0239/021 Ⅲ '910-06-5 （ベンゾイルオキシ）トリフェニルスズ 有機スズ化合物 Triphenyltin benzoate (Benzoyloxy)triphenylstannane
'0239/022 Ⅲ '993-16-8 トリクロロメチルスズ 有機スズ化合物 Stannane, trichloromethyl- 三氯甲基锡
'0239/023 Ⅲ '996-08-7 ジブロモジブチルスズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dichloride (or dibromide or diiodide) Dibromodibutylstannane

'0239/024 Ⅲ '1067-55-6 ジブチルジメトキシスズ 有機スズ化合物
Dibutyltin dialkoxide (or dialkenyloxide)
Dibutyldimethoxystannane

二丁基二甲氧基锡烷

'0239/025 Ⅲ '1067-97-6 水酸化トリブチルスズ 有機スズ化合物 Tributyltin hydroxide 氢氧化三丁基锡
'0239/026 Ⅲ '1118-46-3 ブチルトリクロロスズ 有機スズ化合物 Stannane, butyltrichloro- 丁基三氯化锡(烷)
'0239/027 Ⅲ '1185-81-5 ジブチルビス（ドデシルチオ）スズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dilauryl mercaptide 二(十二烷硫基)二丁基锡
'0239/029 Ⅲ '1461-25-2 テトラブチルスズ 有機スズ化合物 Stannane, tetrabutyl- 四丁基锡
'0239/030 Ⅲ '1528-07-0 トリブロモブチルスズ 有機スズ化合物 Tribromobutylstannane 三溴丁基锡
'0239/032 Ⅲ '1954-36-5 フタロイルオキシビス（トリフェニルスズ） 有機スズ化合物 [1,2-Phenylenebis(carbonyloxy)]bis[triphenylstannane] 邻苯二甲氧基双（三苯基锡）
'0239/035 Ⅲ '2179-99-9 ビス（ラウロキシ）ジメチルスズ 有機スズ化合物 Bis(lauroyloxy)dimethylstannane 二甲基双(十二烷酰氧基）锡烷
'0239/036 Ⅲ '2273-43-0 ブチルヒドロキシオキソスズ 有機スズ化合物 Butylhydroxyoxostannane 丁基羟基氧化锡烷
'0239/037 Ⅲ '2279-76-7 塩化トリプロピルスズ 有機スズ化合物 Tripropyltin chloride 氯化三丙基锡

'0239/038 Ⅲ '2781-09-1
２，２’－［（ジブチルスタニレン）ジチオ］ビス酢酸ジオクチル
エステル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis(octylthioglycolate) 双（辛基巯代葡糖酸）二丁基锡

'0239/039 Ⅲ '2781-10-4 ジブチルビス［（２－エチル－１－オキソヘキシル）オキシ］ス 有機スズ化合物 Di-n-butyltin di-2-ethylhexanoate 双(2-乙基己酰氧基)二丁基锡
'0239/040 Ⅲ '2865-19-2 ジブチルジヨードスズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dichloride (or dibromide or diiodide) Dibutyldiiodostannane

'0239/041 Ⅲ '3033-29-2
ジヒドロ－２，２－ジオクチル－６Ｈ－１，３，２－オキサチアス
タンニン－６－オン

有機スズ化合物 Dioctyltin beta-mercaptopropanoate 二氢-2,2-二辛基-6H-1,3,2-氧杂硫杂锡杂环己-6-酮

'0239/042 Ⅲ '3090-35-5
トリブチル［［（９Ｚ）－１－オキソ－オクタデセニル］オキシ］ス
ズ

有機スズ化合物 Tributyl(oleoyloxy)stannane 油酸三丁基锡

'0239/044 Ⅲ '3091-27-8 トリブロモオクチルスズ 有機スズ化合物 Tribromooctylstannane 三溴辛基锡
'0239/045 Ⅲ '3091-32-5 クロロトリシクロヘキシルスズ 有機スズ化合物 Chlorotricyclohexylstannane 三环乙基氯化锡
'0239/046 Ⅲ '3349-36-8 ジブトキシジブチルスズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dibutoxide 二丁氧基二丁基锡烷
'0239/047 Ⅲ '3349-38-0 ジブチルビス（オクチルオキシ）スズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dialkoxide (or dialkenyloxide) Dibutylbis(octyloxy)stannane
'0239/048 Ⅲ '3531-43-9 テトラキス（２－メチルプロピル）スズ 有機スズ化合物 Tetraisobutyltin 四（2-甲基丙基）锡
'0239/049 Ⅲ '3542-36-7 ジクロロジオクチルスズ 有機スズ化合物 Dioctyltin dichloride 二氯二辛基锡
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'0239/050 Ⅲ '3587-18-6 トリブチルフェノキシスズ 有機スズ化合物 Tributylphenoxystannane 三丁基苯氧锡
'0239/051 Ⅲ '3590-83-8 テトラヘキシルスズ 有機スズ化合物 Tetrahexylstannane 四己基锡烷
'0239/052 Ⅲ '3590-84-9 テトラオクチルスズ 有機スズ化合物 Stannane, tetraoctyl- 四辛基锡烷

'0239/053 Ⅲ '3594-15-8
２，２－ジオクチル－１，３，７，２－ジオキサチアスタンネカン
－４，１０－ジオン

有機スズ化合物 2,2-Dioctyl-1,3,7,2-dioxathiastannecane-4,10-dione 2,2-二辛基-1,3,7,2-二氧硫杂环锡烷-4,10-二酮

'0239/054 Ⅲ '3644-29-9 ［（１－オキソドデシル）オキシ］トリフェニルスズ 有機スズ化合物 Triphenyltin fatty acid (C9-11) salt [(1-Oxododecyl)oxy]triphenylstannane
'0239/056 Ⅲ '3648-18-8 ジオクチルビス［（１－オキソドデシル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Dioctyltin dilaurate 二辛基双[(1-氧代十二烷基)氧]锡烷

'0239/057 Ⅲ '3669-02-1
１，１，３，３－テトラブチル－１，３－ビス［（１－オキソドデシ
ル）オキシ］ジスタノキサン

有機スズ化合物 Bis (dibutyltin aliphatic monocarboxylate) oxide (C8-29) 1,3-二月桂酰氧-1,1,3,3-四丁基二锡氧

'0239/058 Ⅲ '4117-92-4 ２，２－ジメチル－１，３，２－オキサチアスタノラン－５－オン 有機スズ化合物 2,2-dimethyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-one 2,2-二甲基-1,3,2-氧硫杂环锡烷-5-酮
'0239/059 Ⅲ '4401-37-0 ２，２’－［（ジブチルスタニレン）ビス（チオ）］ビス（酢酸） 有機スズ化合物 Dibutyltin bis (mercaptoacetate) 2,2'-[(Dibutylstannylene)bis(thio)]bis(acetic acid)
'0239/060 Ⅲ '4731-77-5 ジブチルビス［（１－オキソオクチル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dioctanoate 二正丁基二辛酸锡

'0239/061 Ⅲ '4756-53-0
［１，４－フェニレンビス（カルボニルオキシ）］ビス［トリブチル
スズ］

有機スズ化合物 Tributyltin terephthalate [(terephthaloylbis(oxy)]bis(tributylstannane)

'0239/063 Ⅲ '4981-24-2
２，２－ジブチル－１，３，７，２－ジオキサチアスタンネカン－
４，１０－ジオン

有機スズ化合物 2,2-Dibutyl-1,3,7,2-dioxathiastannecane-4,10-dione 2,2-二丁基-1,3,7,2-二氧硫杂环己锡烷-4,10-二酮

'0239/064 Ⅲ '5587-52-0
（Ｚ，Ｚ）－ジブチルビス［［４－（シクロヘキシルオキシ）－１，４
－ジオキソ－２－ブテニル］オキシ］スズ

有機スズ化合物 Dibutyltin bis(cyclohexyl maleate) 二丁基锡双（马来酸环己酯）

'0239/065 Ⅲ '5847-51-8 トリブチル（ホルミルオキシ）スズ 有機スズ化合物 Tributyltin formate Tributyl(formyloxy)stannane
'0239/066 Ⅲ '5847-53-0 トリブチル［（ジエチルチオカルバモイル）チオ］スズ 有機スズ化合物 Tributyltin dialkyldithiocarbamate (alkyl,C1-8) Tributyl[(diethylthiocarbamoyl)thio]stannane
'0239/067 Ⅲ '5847-54-1 ビス（ベンゾイルオキシ）ジブチルスズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dibenzoate 二苯甲酰氧基二丁基锡

'0239/068 Ⅲ '5967-09-9
１，３－ビス（アセチルオキシ）－１，１，３，３－テトラブチルジ
スタノキサン

有機スズ化合物 1,3-diacetoxy-1,1,3,3-tetrabutyldistannoxane 1,3-二(乙酰基氧基)-1,1,3,3-四丁基二锡氧烷

'0239/071 Ⅲ '6931-76-6
２，２，７，７－テトラブチル－１，６，３，８，２，７－ジオキサジ
チアジスタンネカン－５，１０－ジオン

有機スズ化合物
2,2,7,7-Tetrabutyl-1,6,3,8,2,7-dioxadithiadistannecane-5,10-
dione

2,2,7,7-四丁基-1,6,3,8,2,7-二氧硫杂环锡烷-5,10-二酮

'0239/073 Ⅲ '7224-27-3 ［（２－カルボキシベンゾイル）オキシ］トリフェニルスズ 有機スズ化合物 Triphenyltin phthalate 2-[[(Triphenylstannyl)oxy]carbonyl]benzoate

'0239/074 Ⅲ '7324-74-5
（４Ｚ，１１Ｚ）－８，８－ジブチル－３，６，１０－トリオキソ－１
－フェニル－２，７，９－トリオキサ－８－スタンナトリデカ－
４，１１－ジエン－１３－酸フェニルメチル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis(benzyl maleate)
(Z,Z)-8,8-二丁基-3,6,10-三氧代-1-苯基-2,7,9-三氧杂-8-
锡杂十三烷-4,11-二烯-13-酸苯基甲酯

'0239/075 Ⅲ '7324-77-8
（Ｚ，Ｚ）－６，６－ジオクチル－４，８，１１－トリオキソ－５，
７，１２－トリオキサ－６－スタンナテトラコサ－２，９－ジエン
酸ドデシル

有機スズ化合物
Dodecyl (Z,Z)-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannatetracosa-2,9-dienoate

（Ｚ,Ｚ）-6,6-二辛基-4,8,11-三氧代-5,7,12-三恶-6-锡烷二十
四烷-2,9-二烯十二烷基酸

'0239/077 Ⅲ '7552-19-4
（Ｅ）－３，６－ジオキソ－１，１，１，８，８，８－ヘキサフェニル
－２，７－ジオキサ－１，８－ジスタンナオクタ－４－エン

有機スズ化合物 Bis (triphenyltin) fumarate
(4E)-3,6-Dioxo-1,1,1,8,8,8-hexaphenyl-2,7-dioxa-1,8-
distannaoct-4-ene

'0239/078 Ⅲ '10192-92-4
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（ジブチルスタニレン）ビス（オキシ）］ビス
［４－オキソ－２－ブテン酸］

有機スズ化合物 Dibutyltin dimaleate 双马来酸二丁基锡

'0239/079 Ⅲ '10584-98-2
［（ジブチルスタニレン）ジチオ］二酢酸ビス（２－エチルヘキシ
ル）エステル

有機スズ化合物 dibutyltin bis (2-ethylhexylmercaptoacetate)
4,4-二丁基-10-乙基-7-氧代-8-氧杂-3,5-二硫杂-4-锡杂
十四烷酸（2-乙基己基）酯

'0239/080 Ⅲ '13121-70-5 トリシクロヘキシルヒドロキシスズ 有機スズ化合物 Tricyclohexylstannanol 三环己基氢氧化锡

'0239/081 Ⅲ '13173-04-1
（Ｚ，Ｚ）－９，９－ジブチル－４，７，１１－トリオキソ－３，８，１
０－トリオキサ－９－スタンナテトラデカ－５，１２－ジエン－１
４－酸エチル

有機スズ化合物

ethyl (Z,Z)-9,9-dibutyl-4,7,11-trioxo-3,8,10-trioxa-9-
stannatetradeca-5,12-dien-14-oate  3,8,10-Trioxa-9-
stannatetradeca-5,12-dien-14-oic acid, 9,9-dibutyl-4,7,11-
trioxo-, ethyl ester, (Z,Z)-

3，8，10－三氧杂－9－锡杂十四碳－5，12－二烯－14－
酸，9，9－二丁基－4，7，11－三氧代－，乙酯，（Z，Z）－

'0239/082 Ⅲ '13241-48-0 ビス（ホルミルオキシ）ジメチルスズ 有機スズ化合物 Bis(formyloxy)dimethylstannane 二（甲酰基氧基）甲基锡烷
'0239/083 Ⅲ '13269-74-4 ジメチルチオキソスズ 有機スズ化合物 Dimethylthioxostannane 二甲基硫化锡
'0239/084 Ⅲ '13293-57-7 ビス（アセチルオキシ）ジメチルスズ 有機スズ化合物 Bis(acetyloxy)dimethylstannane 二氧丙酮基二甲基锡
'0239/085 Ⅲ '13323-63-2 ジブチルビス［（１－オキソヘキサデシル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dipalmitate 二棕榈酸二丁基锡
'0239/086 Ⅲ '13356-20-2 ヒドロキシオクチルオキソスズ 有機スズ化合物 Hydroxyoctyloxostannane 羟基辛基氧基锡烷
'0239/087 Ⅲ '13362-00-0 スルファミン酸トリフェニルスズ 有機スズ化合物 Triphenyltin sulfamate [(Aminosulfonyl)oxy]triphenylstannane

'0239/088 Ⅲ '13435-05-7 リン酸トリス（トリブチルスズ） 有機スズ化合物
5,5,9,9-tetrabutyl-7-[(tributylstannyl)oxy]-6,8-dioxa-7-
phospha-5,9-distannatridecane 7-oxide

磷酸三丁基锡

'0239/090 Ⅲ '14764-54-6 トリス（アセチルオキシ）ブチルスズ 有機スズ化合物 Triacetoxybutylstannane 三乙酰氧基丁基锡
'0239/091 Ⅲ '15082-85-6 ヒドロキシトリス（フェニルメチル）スズ 有機スズ化合物 Hydroxytris(phenylmethyl)stannane 羟基三（苯基甲基）锡
'0239/092 Ⅲ '15220-82-3 ジブチルチオキソスズ（三量体） 有機スズ化合物 Dibutyltin sulfide trimer Dibutylthioxostannane, trimer

'0239/093 Ⅲ '15535-79-2
２，２－ジオクチル－１，３，２－オキサチアスタノラン－５－オ
ン

有機スズ化合物 Dioctyltin mercaptoacetate 2,2-dioctyl-1,3,2-oxathiastannolan-5-one

'0239/094 Ⅲ '15546-11-9
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（ジブチルスタニレン）ビス（オキシ）］ビス
（４－オキソ－２－ブテン酸）ジメチル

有機スズ化合物 Di-n-butyltin bis(methyl maleate) 二正丁基锡双（马来酸甲酯）

'0239/095 Ⅲ '15546-16-4
（Ｚ，Ｚ）－ビス［（４－ブトキシ－１，４－ジオキソ－２－ブテニ
ル）オキシ］ジブチルスズ

有機スズ化合物 Di-n-butyltin di(monobutyl)maleate 二（单丁基）马来酸二正丁基锡

'0239/096 Ⅲ '15571-60-5
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（ジオクチルスタニレンビス（オキシ）］ビス
［４－オキソ－２－ブテン酸］

有機スズ化合物 4,4'-[(dioctylstannylene)bis(oxy)]bis[4-oxoisocrotonic]acid
（Ｚ,Ｚ）-4,4'-［（二辛基甲锡烯双（氧基）］双[4-氧代-2-丁烯
酸］

'0239/097 Ⅲ '15785-44-1
４，４’－［（１，１，３，３－テトラブチル－１，３－ジスタノキサ
ンジイル）ビス（オキシ）］ビス［４－オキソ－２－ブテン酸］ジメ
チル

有機スズ化合物
(Z,Z)-8,8,10,10-Tetrabutyl-3,6,12-trioxo-2,7,9,11-tetraoxa-
8,10-distannapentadeca-4,13-dien-15-oic acid, methyl
ester

4,4'-［（1,1,3,3-四丁基-1,3-二锡氧烷二基）双（氧基）］双[4-
氧代-2-丁烯酸］二甲酯

'0239/098 Ⅲ '15853-77-7
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（ジブチルスタニレン）ビス（オキシ）］ビス
［４－オキソ－２－ブテン酸］ジプロピル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [monoalkyl (or alkenyl) maleate] (Z,Z)-dibutylbis[(3-propoxycarbonylacryloyl)oxy]stannane

'0239/099 Ⅲ '16091-18-2
２，２－ジオクチル－１，３，２－ジオキサスタネピン－４，７－
ジオン

有機スズ化合物 Dioctyltin maleate
顺丁烯二酸二正辛基锡; 2,2-辛基-1,3,2-二氧锡杂卓-4,7-
二酮

'0239/100 Ⅲ '17036-31-6
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（ジブチルスタニレン）ビス（オキシ）］ビス
［４－オキソ－２－ブテン酸］ジオクチル

有機スズ化合物
Dibutyltin bis [monoalkyl (or alkenyl) maleate] Octyl (Z,Z)-
6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannaicosa-2,9-
dienoate

(Z,Z)-6,6-二丁基-4,8,11-三氧代-5,7,12-三氧杂-6-锡二十
烷基-2,9-二烯酸辛酯

'0239/103 Ⅲ '19269-42-2
４，４－ジオクチル－１，３，２，４－ジオキサホスファスタンネ
タン－２－オキシド

有機スズ化合物 4,4-Dioctyl-1,3,2,4-dioxaphosphastannetane-2-oxide 4,4-二辛基-1,3,2,4-二氧磷锡-2-氧化物

'0239/104 Ⅲ '19429-30-2 ジクロロビス（１，１－ジメチルエチル）スズ 有機スズ化合物 Di-tert-butyldichlorostannane 二叔丁基二氯化锡

'0239/105 Ⅲ '19706-58-2
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（ジブチルスタニレン）ビス（オキシ）］ビス
［４－オキソ－２－ブテン酸］ジヘキサデシル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [monoalkyl (or alkenyl) maleate]
Hexadecyl (Z,Z)-6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannahexacosa-2,9-dienoate

'0239/106 Ⅲ '20004-12-0
４，４－ジブチル－７－オキソ－８－オキサ－３，５－ジチア
－４－スタンナエイコサン酸ドデシル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [alkyl(or alkenyl) mercaptoacetate]
Dodecyl 4,4-dibutyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannaicosanoate

'0239/107 Ⅲ '20258-69-9
ジブチルビス［（３－カルボキシアクリロイル）オキシ］［ビス
（α－メチルベンジル）］スズ

有機スズ化合物 Dibutyltin bis (monoalkyl (C1-4) benzyl maleate)
Stannane, dibutylbis[(3-carboxyacryloyl)oxy]-, bis(alpha-
methylbenzyl) ester

'0239/108 Ⅲ '20556-89-2
ジブチルビス［［４－（１，１－ジメチルエチル）ベンゾイル］オ
キシ］スズ

有機スズ化合物 Dibutyltin bis (butylbenzoate) Dibutylbis[(p-tert-butylbenzoyl)oxy]stannane

'0239/109 Ⅲ '21619-67-0 ジオクチルビス（１－オキソプロポキシ）スズ 有機スズ化合物 Dioctylbis(1-oxopropoxy)stannane 二辛基双（1-氧代丙氧基）锡
'0239/110 Ⅲ '21941-99-1 ブチルトリヨードスズ 有機スズ化合物 Butyltriiodostannane 三丁基碘化锡
'0239/111 Ⅲ '22205-26-1 ジオクチルビス［（１－オキソオクタデシル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Dioctylbis(stearoyloxy)stannane 二硬脂酸二辛基锡
'0239/112 Ⅲ '22205-30-7 ビス（ドデシルチオ）ジオクチルスズ 有機スズ化合物 Dioctyltin bis(dodecylmercaptide) 二(十二烷基硫基)二辛基锡

'0239/113 Ⅲ '22535-42-8
（Ｚ，Ｚ）－４，４－［（ジブチルスタニレン）ビス（オキシ）］ビス
（４－オキソ－２－ブテン酸）ジイソプロピル

有機スズ化合物

isopropyl (Z,Z)-9,9-dibutyl-2-methyl-4,7,11-trioxo-3,8,10-
trioxa-9-stannatetradeca-5,12-dien-14-oate  3,8,10-
Trioxa-9-stannatetradeca-5,12-dien-14-oic acid, 9,9-
dibutyl-2-methyl-4,7,11-trioxo-, 1-methylethyl ester, (Z,Z)-

3，8，10－三氧杂－9－锡杂十四碳－5，12－二烯－14－
酸，9，9－二丁基－2－甲基－4，7，11－三氧代－，1－甲
基乙基酯，（Z，Z）－

'0239/114 Ⅲ '22535-43-9
２，２－ジメチル－１，３，２－ジオキサスタネピン－４，７－ジ
オン

有機スズ化合物 2,2-Dimethyl-1,3,2-dioxastannepin-4,7-dione 2,2-二甲基-1,3,2-二氧杂锡-4,7-二酮

'0239/115 Ⅲ '22709-77-9
４，４－ジブチル－１，３－ジオキサ－２－チア－４－スタンナ
シクロブタン－２－オキシド

有機スズ化合物 1,3,2,4-Dioxathiastannetane, 4,4-dibutyl-, 2-oxide 4,4-二丁基-1,3-二恶烷-2-チア-4-环丁烷锡-2-氧化物

'0239/116 Ⅲ '23072-08-4 トリヨードオクチルスズ 有機スズ化合物 Triiodooctylstannane 三辛基碘化锡
'0239/117 Ⅲ '23519-66-6 ビス（ベンゾイルオキシ）ジオクチルスズ 有機スズ化合物 Bis(benzoyloxy)dioctylstannane 双（苯甲酰）二辛基锡
'0239/118 Ⅲ '23850-94-4 ブチルトリス［（２－エチル－１－オキソヘキシル）オキシ］ス 有機スズ化合物 Butyltris[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]stannane 三(2-乙基-1-己酸)丁基锡

'0239/120 Ⅲ '24396-70-1
（Ｚ，Ｚ，Ｚ）－６，６，１３，１３－テトラオクチル－４，８，１１，１
５－テトラオキソ－５，７，１２，１４－テトラオキサ－６，１３－
ジスタンナオクタデカ－２，９，１６－トリエン二酸ジオクチル

有機スズ化合物
Bis (dioctyltin monoalkyl or alkenyl (C6-24) maleate)
maleate

(Z,Z,Z)-6,6,13,13-Tetraoctyl-4,8,11,15-tetraoxo-5,7,12,14-
tetraoxa-6,13-distannaoctadeca-2,9,16-trienedioic acid,
dioctyl ester

'0239/121 Ⅲ '24577-34-2
ビス［（２－エチル－１－オキソヘキシル）オキシ］ジオクチル
スズ

有機スズ化合物 Bis[(2-ethyl-1-oxohexyl)oxy]dioctylstannane 双[（2-乙酯-1-氧代己基）氧基］二辛基锡

'0239/122 Ⅲ '24660-23-9 （Ｚ，Ｚ）－ジブチルビス［（３－カルボキシアクリロイル）オキ 有機スズ化合物 Decyl (Z,Z)-6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6- （Ｚ,Ｚ）-二丁基双[（3-羧基丙烯酰）氧基］二癸基锡

'0239/123 Ⅲ '25150-98-5
１，１，３，３－テトラブチル－１，３－ビス（ドデシルオキシ）ジ
スタノキサン

有機スズ化合物 Bis (dibutyltin aliphatic monocarboxylate) oxide (C8-29) 1,1,3,3-tetrabutyl-1,3-bis(dodecyloxy)distannoxane

'0239/124 Ⅲ '25151-00-2 ブチルトリス［（１－オキソドデシル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Butyltris[(1-oxododecyl)oxy]stannane 丁基三［（1-氧代十二）氧基］锡

'0239/125 Ⅲ '25168-23-4
テトラブチルビス［μ－（水素化マレアト）］－μ－オキソ二ス
ズジイソオクチル

有機スズ化合物
Tetrabutylbis[mu-(hydrogen maleato)]-mu-oxoditin,
diisooctyl ester

四丁基双[μ-（马来酸氢）］-μ-氧代二异辛基锡

'0239/126 Ⅲ '25168-24-5
２，２’－［（ジブチルスタニレン）ビス（チオ）］ジ酢酸ジイソオク
チル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis(isooctyl mercaptoacetate) 二丁基硫醇锡; 二(异辛基巯基乙酸)二丁基锡

'0239/127 Ⅲ '25248-71-9
テトラブチルビス［μ－（水素化マレアト）］－μ－オキソ二ス
ズジプロピル

有機スズ化合物
Tetrabutylbis[mu-(hydrogen maleato)]-mu-oxoditin, dipropyl
ester

四丁基双[μ-（马来酸氢）］-μ-氧代二丙基锡

'0239/128 Ⅲ '25852-70-4
２，２’，２’’－［（ブチルスタニリジン）トリス（チオ）］トリス酢酸
トリイソオクチル

有機スズ化合物 Triisooctyl 2,2',2''-[(butylstannylidyne)tris(thio)]triacetate 三(异辛氧羰甲硫基)丁基锡

'0239/130 Ⅲ '26292-98-8
２，２’，２’’－［ブチルスタンナントリイルトリス（チオ）］三酢
酸トリドデシル

有機スズ化合物
Dodecyl 4-butyl-4-[[2-(dodecyloxy)-2-oxoethyl]thio]-7-
oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannaicosanoate

2,2',2''-［丁基锡烷三基三（硫代）］三乙酸十三烷

'0239/131 Ⅲ '26401-97-8
２，２’－［（ジオクチルスタニレン）ビス（チオ）］二酢酸ジイソ
オクチル

有機スズ化合物
Dioctyl tin Diisooctyl 2,2'-
[(dioctylstannylene)bis(thio)]diacetate

双(巯基乙酸)二辛基锡

'0239/132 Ⅲ '26410-42-4 ブチルメルカプトオキソスズ 有機スズ化合物 Butylmercaptooxostannane 丁基硫醇锡

'0239/133 Ⅲ '26636-01-1
２，２’－［（ジメチルスタニレン）ビス（チオ）］二酢酸ジイソオク
チル

有機スズ化合物 Dibutyltin S,S'-bis(isooctyl mercaptoacetate) 2,2'-[(二甲基亚锡)双(硫代)]双乙酸二异辛酯

'0239/134 Ⅲ '26761-46-6
３，３’－［（ジブチルスタニレン）ビス（チオ）］二プロパン酸ジ
イソオクチル

有機スズ化合物 Dibutyltin di(isooctyl 3-mercaptopropionate) 3,3'-[(二丁基亚锡基)二(硫代)]二丙酸二异辛酯

'0239/135 Ⅲ '26864-37-9
２，２’，２’’－［（ブチルスタニレン）トリス（チオ）］三酢酸トリ
ス（２－エチルヘキシル）

有機スズ化合物 Monobutyltin tris (2-ethylhexylmercaptoacetate)
4-丁基-10-乙基-4-[[2-[(2-乙基己基)氧]-2-氧代乙基]硫
基]-7-氧代-8-氧杂-3,5-二硫杂-4-锡杂十四烷酸（2-乙基
己基）酯

'0239/136 Ⅲ '26872-61-7
［（ブチルチオキソスタニル）チオ］酢酸オキシジ－２，１－エタ
ンジイル

有機スズ化合物
[(Butylthioxostannyl)thio]acetic acid, oxydi-2,1-ethanediyl
ester

［（丁基硫基甲锡）硫代］乙酸氧基二-2,1-乙二酯

'0239/137 Ⅲ '27147-18-8
トリブチル［（１－オキソ－３－フェニル－２－プロペニル）オ
キシ］スズ

有機スズ化合物 Tributyltin cinnamate 肉桂酸三丁基锡

'0239/138 Ⅲ '27194-44-1
ビス（水素化マレアト）ジオクチルスズと１，２－プロパンジ
オールのジエステル

有機スズ化合物 Bis(hydrogen maleato)dioctyltin, diester with 1,2-propanediol Bis(hydrogen maleato)dioctyltin, diester with 1,2-propanediol

'0239/139 Ⅲ '29492-49-7
１１，１１－ジブチル－３－メチル－７－オキソ－２，６－ジオ
キサ－１０，１２－ジチア－１１－スタンナペンタデカン－１５
－酸３－メトキシブチル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis (alkoxy (C1-4) butyl 3-mercaptopropionate)
3-methoxybutyl 11,11-dibutyl-3-methyl-7-oxo-2,6-dioxa-
10,12-dithia-11-stannapentadecan-15-oate

'0239/140 Ⅲ '29859-88-9
［（ジブチルジスタノキサンジイリデン）テトラチオ］四酢酸テト
ライソオクチル

有機スズ化合物
[(Dibutyldistannoxanediylidene)tetrathio]tetraacetic acid,
tetraisooctyl ester

四异辛基［（二丁基二锡恶二亚基）四硫代］四乙酸

'0239/141 Ⅲ '29881-72-9
（Ｚ，Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（ジブチルスタニレン）ビス（オキシ）］ビ
ス（４－オキソ－２－ブテン酸）ジ－９－オクタデセニル

有機スズ化合物
(Z)-octadec-9-enyl (all-Z)-6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-
5,7,12-trioxa-6-stannatriaconta-2,9,21-trienoate

二丁基锡双（马来酸油烯酯）

（25／35）
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'0239/142 Ⅲ '29910-14-3
（Ｚ）－ヒドロキシ（ジメチル）［（１－オキソ－９－オクタデセニ
ル）オキシ］スズ

有機スズ化合物 (Z)-Hydroxydimethyl[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]stannane （Ｚ）-羟基（二甲基）［（1-氧代-9-十八碳烯）氧基］锡

'0239/143 Ⅲ '31710-35-7
（Ｚ，Ｚ）－６，６，８，８－テトラブチル－４，１０－ジオキソ－
５，７，９－トリオキサ－６，８－ジスタンナトリデカ－２，１１－
ジエンジカルボン酸ジドデシル

有機スズ化合物 Bis [dibutyltin alkyl (or alkenyl,C4,8,12-18) maleate] oxide
(Z,Z)-6,6,8,8-Tetrabutyl-4,10-dioxo-5,7,9-trioxa-6,8-
distannatrideca-2,11-dienedioic acid, didodecyl ester

'0239/145 Ⅲ '31781-13-2
２，２’－［（ジブチルスタニレン）ジチオ］ジプロピオン酸ビス
（２－ブトキシエチル）

有機スズ化合物 Dibutyltin bis (3-mercaptopropionic acid butoxyethyl ester)
2,2'-[(Dibutylstannylene)dithio]dipropionic acid, bis(2-
butoxyethyl) ester

'0239/146 Ⅲ '32011-19-1 ジブチルビス（メチル＝３－メルカプトプロパノアト）スズ 有機スズ化合物 Tin, dibutylbis(methyl 3-mercaptopropanoato-O,S)- 二丁基二(甲基3-巯基丙酸-O,S)锡

'0239/147 Ⅲ '32509-49-2
［（ジブチルスタニレン）ビス（チオ）］二酢酸ビス（２－メトキシ
エチル）

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [alkoxyalkyl (C 2-4) mercaptoacetate]
9,9-Dibutyl-6-oxo-2,5-dioxa-8,10-dithia-9-stannadodecan-
12-oic acid, 2-methoxyethyl ester

'0239/148 Ⅲ '32673-05-5
ジヒドロ－２，２－ジメチル－６Ｈ－１，３，２－オキサチアスタ
ンニン－６－オン

有機スズ化合物 Dihydro-2,2-dimethyl-6H-1,3,2-oxathiastannin-6-one 二氢-2,2-二甲基-6H-1,3,2-氧硫锡杂六环-6-酮

'0239/149 Ⅲ '33397-45-4
（Ｚ，Ｚ）－１，１，３，３－テトラ－ｔｅｒｔ－ブチル－１，３－ビス
［（３－カルボキシアクリロイル）オキシ］ジスタノキサンジドデ
シル

有機スズ化合物 Bis [dibutyltin alkyl (or alkenyl,C4,8,12-18) maleate] oxide
(Z,Z)-1,1,3,3-Tetra-tert-butyl-1,3-bis[(3-
carboxyacryloyl)oxy]distannoxane, didodecyl ester

'0239/150 Ⅲ '33466-31-8
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（ジブチルスタニレン）ビス（オキシ）］ビス
（４－オキソ－２－ブテン酸）ジドデシル

有機スズ化合物

dodecyl (Z,Z)-6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannatetracosa-2,9-dienoate  5,7,12-Trioxa-6-
stannatetracosa-2,9-dienoic acid, 6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-
, dodecyl ester, (Z,Z)-

5，7，12－三氧杂－6－锡杂二十四碳－2，9－二酸，6，6－
二丁基－4，8，11－三氧代－，十二烷酯，（Z，Z）－

'0239/151 Ⅲ '34349-21-8
（Ｚ，Ｚ）－１１，１１－ジブチル－６，９，１３－トリオキソ－２，
５，１０，１２－テトラオキサ－１１－スナンナヘキサデカ－７，
１４－ジエン－１６－酸２－メトキシエチル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [monoalkoxy (C1-4) alkyl (C1-4) maleate]
2-methoxyethyl (Z,Z)-11,11-dibutyl-6,9,13-trioxo-
2,5,10,12-tetraoxa-11-stannahexadeca-7,14-dien-16-oate

'0239/152 Ⅲ '34871-84-6
２，２’，２’’，２’’’－｛チオビス［（ブチルスタニリジン）ビス
（チオ）］｝テトラ酢酸テトライソオクチル

有機スズ化合物
Tetraisooctyl 2,2',2'',2'''-
[thiobis[(butylstannylidyne)bis(thio)]]tetraacetate

四异辛基2,2',2'',2'''-｛硫代双[（次丁基锡杂次基）双（硫代）］｝
四乙酸

'0239/153 Ⅲ '36118-60-2
３，３’，３’’－［（ブチルスタニリジン）トリス（チオ）］トリプロパ
ン酸トリイソオクチル

有機スズ化合物 Triisooctyl 3,3',3''-[(butylstannylidyne)tris(thio)]tripropionate 三异辛基3,3',3''-［（丁基锡杂次基）三（硫代）］三丙烷酸

'0239/154 Ⅲ '36432-42-5 １，３－ジオクチル－１，３－ジチオキソジスタンナチアン 有機スズ化合物 Dioctyldithioxodistannathiane 二辛基二硫代二锡硫烷

'0239/155 Ⅲ '38732-53-5

７，７，９，９，２３，２３，２５，２５－オクタデシル－２，８，１４，
１８，２４，３０－ヘキサオキサ－６，１０，２２，２６－テトラチア
－７，９，２３，２５－テトラスタンナスピロ［１５．１５］ヘントリア
コンタン－３，１３，１９，２９－テトロン

有機スズ化合物
7,7,9,9,23,23,25,25-Octadodecyl-2,8,14,18,24,30-hexaoxa-
6,10,22,26-tetrathia-7,9,23,25-
tetrastannaspiro[15.15]hentriacontane-3,13,19,29-tetrone

7,7,9,9,23,23,25,25-十八-2,8,14,18,24,30-六氧-6,10,22,26-四
硫-7,9,23,25-四锡杂螺［15.15］三十一烷-3,13,19,29-四酮

'0239/157 Ⅲ '51287-83-3
３，３’－［（ジブチルスタニレン）ビス（チオ）］ジプロパン酸ジド
デシル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis(lauryl beta-mercaptopropionate) 双（十二烷基－b－巯基丙酸）二丁基锡

'0239/158 Ⅲ '51287-84-4 ビス（ドデシルチオ）ジメチルスズ 有機スズ化合物 Bis(dodecylthio)dimethylstannane 双(十二烷基硫基)二甲基锡

'0239/159 Ⅲ '51541-60-7
ビス［［４－（１，１－ジメチルエチル）ベンゾイル］オキシ］ジオ
クチルスズ

有機スズ化合物 Bis[[4-(1,1-dimethylethyl)benzoyl]oxy]dioctylstannane 二苄基二月桂酸锡

'0239/160 Ⅲ '51590-67-1 ブチルオキソスズ 有機スズ化合物 Butyloxostannane 丁基氧合锡烷

'0239/161 Ⅲ '52628-34-9
２，２’－［（１，１，３，３－テトラブチル－１，３－ジスタンナチ
アンジイル）ビス（チオ）］ジ酢酸ジイソオクチル

有機スズ化合物
Diisooctyl 2,2'-[(1,1,3,3-tetrabutyl-1,3-
distannathianediyl)bis(thio)]diacetate

二异辛基2,2'-［（1,1,3,3-四丁基-1,3-二锡烷硫二醇）双（硫
代）］二乙酸

'0239/162 Ⅲ '52722-81-3 ビス（［１，１’－ビフェニル］－２－イルオキシ）ジブチルスズ 有機スズ化合物 Bis([1,1'-biphenyl]-2-yloxy)dibutylstannane 双（［1,1'-联苯］-2-基氧基）二丁基锡

'0239/163 Ⅲ '53202-61-2
３，３’－［（ジブチルスタニレン）ビス（チオ）］ビス［プロピオン
酸（２－エチルヘキシル）］

有機スズ化合物 Dibutyltin bis(2-ethylhexyl-3-mercaptopropionate) 双（2－乙基己基－3－巯基丙酸）二丁基锡

'0239/164 Ⅲ '55230-73-4
４，７－ビス｛［２－（イソオクチルオキシ）－２－オキソエチル］
チオ｝－４，７－ジメチル－３，５，６，８－テトラチア－４，７－
ジスタンナデカン二酸ジイソオクチル

有機スズ化合物
4,7-Bis[[2-(isooctyloxy)-2-oxoethyl]thio]-4,7-dimethyl-
,3,5,6,8-tetrathia-4,7-distannadecanedioic acid, diisooctyl
ester

二异辛基4,7-双｛［2-（异辛基氧基）-2-氧代乙酯］硫代｝-
4,7-二甲基-3,5,6,8-四硫-4,7-二锡癸二酸

'0239/165 Ⅲ '55230-77-8
４，８－ビス｛［３－（イソオクチルオキシ）－３－オキソプロピ
ル］チオ｝－４，８－ジメチル－４，６，７，９－テトラチア－５，８
－ジスタンナドデカン二酸ジイソオクチル

有機スズ化合物
4,8-Bis[[3-(isooctyloxy)-3-oxopropyl]thio]-4,8-dimethyl-
4,6,7,9-tetrathia-5,8-distannadodecanedioic acid, diisooctyl
ester

二异辛基4,8-双｛［3-（异辛基氧基）-3-氧代丙基］硫代｝-
4,8-二甲基-4,6,7,9-四硫-5,8-二锡十二烷二酸

'0239/166 Ⅲ '55348-64-6
３，３’－［（１，１，３，３－テトラブチル－１，３－ジスタノキサ
ンジイル）ビス（チオ）］ジプロパン酸ジイソオクチル

有機スズ化合物 Bis [dibutyltin alkyl (C6-24) 3-mercapto-propionate] oxide
3,3'-[(1,1,3,3-Tetrabutyl-1,3-
distannoxanediyl)bis(thio)]bis(propanoic acid), diisooctyl

'0239/167 Ⅲ '55568-37-1
２，２’－［（ジブチルスタニレン）ビス（オキシカルボニル）］ジ
安息香酸ジドデシル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [monoalkyl (C6-18) phthalate]
2,2'-[(Dibutylstannylene)bis(oxycarbonyl)]bis(benzoic acid),
didodecyl ester

'0239/169 Ⅲ '56323-19-4
４，５－ジブロモ－３，６－ジオキソ－１，１，１，８，８，８－ヘ
キサフェニル－２，７－ジオキサ－１，８－ジスタンナオクタン

有機スズ化合物 Bis (triphenyltin)-alpha,alpha'-dibromosuccinate
4,5-Dibromo-3,6-dioxo-1,1,1,8,8,8-hexaphenyl-2,7-dioxa-
1,8-distannaoctane

'0239/170 Ⅲ '56808-12-9
２，２’－［（ジブチルスタニリデン）ビス（オキシカルボニル）］
ジ安息香酸ジオクチル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [monoalkyl (C6-18) phthalate]
2,2'-[(Dibutylstannylidene)bis(oxycarbonyl)]bis(benzoic acid),
dioctyl ester

'0239/171 Ⅲ '59157-52-7

１２－エチル－５－［［３－［（２－エチルヘキシル）オキシ］－
３－オキソプロピル］チオ］－５－オクチル－９－オキソ－１０
－オキサ－４，６－ジチア－５－スタンナヘキサデカン酸２－
エチルヘキシル

有機スズ化合物
2-ethylhexyl 12-ethyl-5-[[3-[(2-ethylhexyl)oxy]-3-
oxopropyl]thio]-5-octyl-9-oxo-10-oxa-4,6-dithia-5-
stannahexadecanoate

12-乙酯-5-［［3-［（2-乙基己基酯）氧基］-3-氧代丙基］硫
代］-5-辛基-9-氧代-10-氧-4,6-二硫-5-锡烷棕榈酸2-乙
基己基酯

'0239/172 Ⅲ '59185-95-4
１２－エチル－５，５－ジオクチル－９－オキソ－１０－オキ
サ－４，６－ジチア－５－スタンナヘキサデカン酸２－エチル
ヘキシル

有機スズ化合物
2-ethylhexyl 12-ethyl-5,5-dioctyl-9-oxo-10-oxa-4,6-
dithia-5-stannahexadecanoate

12-乙基-5,5-二辛基-9-氧代-10-氧杂-4,6-二硫杂-5-锡杂
十六烷酸（2-乙基己基）酯

'0239/173 Ⅲ '59571-08-3
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－（ジブチルスタニレン）ビス（４－オキソ－２
－ブテン酸）ジ（２－メチルプロピル）

有機スズ化合物
Isobutyl (Z,Z)-10,10-dibutyl-2-methyl-5,8,12-trioxo-4,9,11-
trioxa-10-stannapentadeca-6,13-dien-15-oate

Isobutyl (Z,Z)-10,10-dibutyl-2-methyl-5,8,12-trioxo-4,9,11-
trioxa-10-stannapentadeca-6,13-dien-15-oate

'0239/174 Ⅲ '59849-87-5
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（ジオクチルスタニレン）ビス（オキシ）］ビ
ス（４－オキソ－２－ブテン酸）ジシクロヘキシル

有機スズ化合物
(Z,Z)-4,4'-[(Dioctylstannylene)bis(oxy)]bis[4-oxo-2-
butenoic acid], dicyclohexyl ester

（Ｚ,Ｚ）-4,4'-［（二辛基甲锡烯）双（氧基）］双（4-氧代-2-丁烯
酸）二环己酯

'0239/175 Ⅲ '60388-47-8
６，６－ジメチル－４，８，１１－トリオキソ－５，７，１２－トリオ
キサ－６－スタンナエイコサ－２，９－ジエン酸オクチル

有機スズ化合物
6,6-Dimethyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-stannaeicosa-
2,9-dienoic acid, octyl ester

6,6-二甲基-4,8,11-三氧代-5,7,12-三恶-6-锡烷エイコサ-
2,9-二烯酸辛酯

'0239/176 Ⅲ '60494-17-9
５－［［３－（ドデシルオキシ）－３－オキソプロピル］チオ］－５
－オクチル－９－オキソ－１０－オキサ－４，６－ジチア－５
－スタンナドコサン酸ドデシル

有機スズ化合物
Dodecyl 5-[[3-(dodecyloxy)-3-oxopropyl]thio]-5-octyl-9-
oxo-10-oxa-4,6-dithia-5-stannadocosanoate

十二烷基5-［［3-（十二氧基）-3-氧代プロピル］硫代］-5-辛
基-9-氧代-10-氧-4,6-二硫-5-锡二十二烷酸

'0239/177 Ⅲ '60585-20-8
３，３’，３’’－［（オクチルスタニリジン）トリス（チオ）］トリプロ
パン酸トリイソオクチル

有機スズ化合物
Triisooctyl 3,3',3''-
[(octylstannylidyne)tris(thio)]trispropionate

三异辛基3,3',3''-［（辛基锡杂次基）三（硫代）］三丙烷酸

'0239/178 Ⅲ '61133-55-9 ジメチルビス（１－オキソプロポキシ）スズ 有機スズ化合物 Dimethylbis(1-oxopropoxy)stannane 二甲基双（1-氧代丙氧基）锡

'0239/179 Ⅲ '61241-05-2

５－ブチル－１２－エチル－５－［［３－［（２－エチルヘキシ
ル）オキシ］－３－オキソプロピル］チオ］－９－オキソ－１０
－オキサ－４，６－ジチア－５－スタンナヘキサデカン酸２－
エチルヘキシル

有機スズ化合物
2-ethylhexyl 5-butyl-12-ethyl-5-[[3-[(2-ethylhexyl)oxy]-
3-oxopropyl]thio]-9-oxo-10-oxa-4,6-dithia-5-
stannahexadecanoate

5-丁基-12-乙酯-5-［［3-［（2-乙基己基酯）氧基］-3-氧代丙
基］硫代］-9-氧代-10-氧-4,6-二硫-5-锡烷棕榈酸2-乙基己
基酯

'0239/180 Ⅲ '61813-52-3
（Ｚ，Ｚ）－６，６－ジブチル－４，８，１１－トリオキソ－５，７，１
２－トリオキサ－６－スタンナトリアコンタ－２，９－ジエン酸
オクタデシル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [monoalkyl (or alkenyl) maleate]
5,7,12-三氧杂-6-锡杂-2,9-三十烷二烯酸-6,6-二丁基-
4,8,11-三氧代十八烷(醇)酯

'0239/181 Ⅲ '61947-30-6 ビス（２－メチルプロピル）オキソスズ 有機スズ化合物 Diisobutyltin oxide 二异丁基氧化锡; 氧化二异丁基锡

'0239/182 Ⅲ '62044-47-7

（Ｚ，Ｚ）－８，８－ジブチル－１－［（１－メチルエチル）フェニ
ル］－３，６，１０－トリオキソ－２，７，９－トリオキサ－８－ス
タンナトリデカ－４，１１－ジエン－１３－酸［（１－メチルエチ
ル）フェニル］メチル

有機スズ化合物
(Z,Z)-8,8-Dibutyl-1-[(1-methylethyl)phenyl]-3,6,10-trioxo-
2,7,9-trioxa-8-stannatrideca-4,11-dien-13-oic acid, [(1-
methylethyl)phenyl]methyl ester

（Ｚ,Ｚ）-8,8-二丁基-1-［（1-甲基乙酯）苯基］-3,6,10-三氧代-
2,7,9-三恶-8-锡十三烷-4,11-二烯-13-酸［（1-甲基乙酯）苯
基］甲酯

'0239/183 Ⅲ '62480-03-9
（Ｚ，Ｚ）－６，６－ジオクチル－４，８，１１－トリオキソ－５，
７，１２－トリオキサ－６－スタンナトリアコンタ－２，９－ジエ
ン酸オクタデシル

有機スズ化合物
Octadecyl (Z,Z)-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannatriaconta-2,9-dienoate

Octadecyl (Z,Z)-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannatriaconta-2,9-dienoate

'0239/184 Ⅲ '67057-32-3 トリブチル［［（ジメチルアミノ）チオキソメチル］チオ］スズ 有機スズ化合物 Tributyltin dialkyldithiocarbamate (alkyl,C1-8) Tributyl[(dimethylthiocarbamoyl)thio]stannane

'0239/185 Ⅲ '67704-30-7
（Ｚ，Ｚ）－６，６，８，８－テトラオクチル－４，１０，１３－トリオ
キソ－５，７，９，１４－テトラオキサ－６，８－ジスタンナオクタ
デカ－２，１１－ジエン酸ブチル

有機スズ化合物
(Z,Z)-6,6,8,8-Tetraoctyl-4,10,13-trioxo-5,7,9,14-tetraoxa-
6,8-distannaoctadeca-2,11-dienoic acid, butyl ester

（Ｚ,Ｚ）-6,6,8,8-四辛基-4,10,13-三氧代-5,7,9,14-四氧-6,8-
二锡十八烷-2,11-二烯酸丁酯

'0239/186 Ⅲ '67708-87-6
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（１，１，３，３－テトラブチル－１，３－ジス
タノキサンジイル）ビス（オキシ）ビス（４－オキソ－２－ブテン
酸）ジイソオクチル

有機スズ化合物
(Z,Z)-4,4'-[(1,1,3,3-Tetrabutyl-1,3-
distannoxanediyl)]bis(oxy)bis[4-oxo-2-butenoic acid],
diisooctyl ester

二异辛基（Ｚ,Ｚ）-4,4'-［（1,1,3,3-四丁基-1,3-二锡氧烷二基）
双（氧基）双（4-氧代-2-丁烯酸）

'0239/187 Ⅲ '67859-55-6
２，２－ジブチルジヒドロ－６－オキソ－４Ｈ－１，３，２－オキ
サチアスタンニン－４－カルボン酸

有機スズ化合物
2,2-dibutyl-6-oxo-1,3,2-oxathiastanninane-4-carboxylic
acid

2,2-二丁基二氢-6-氧代-4H-1,3,2-氧硫锡-4-羧酸

'0239/188 Ⅲ '68109-87-5

（Ｚ，Ｚ，Ｚ）－６，６，１３，１３－テトラブチル－４，８，１１，１５
－テトラオキソ－５，７，１２，１４－テトラオキサ－６，１３－ジ
スタンナオクタデカ－２，９，１６－トリエン二酸ビス（フェニル
メチル）

有機スズ化合物 Bis (dibutyltin benzyl maleate) maleate salt
(Z,Z,Z)-6,6,13,13-四丁基-4,8,11,15-四氧代-5,7,12,14-四氧
杂-6,13-二锡杂十八烷-2,9,16-三烯二酸双(苯基甲基)酯

'0239/189 Ⅲ '68109-88-6
９，９－ジオクチル－４，７，１１－トリオキソ－３，８，１０－トリ
オキサ－９－スタンナテトラデカ－５，１２－ジエン－１４－酸
エチル

有機スズ化合物
Ethyl 9,9-dioctyl-4,7,11-trioxo-3,8,10-trioxa-9-
stannatetradeca-5,12-dien-14-oate

9,9-二辛基-4,7,11-三氧代-3,8,10-三氧杂-9-锡-十四-
5,12-二烯-14-酸乙酯

'0239/190 Ⅲ '68420-14-4
（Ｚ）－２，２’－［（１，４－ジオキソ－２－ブテン－１，４－ジイ
ル）ビス（オキシ）］ビス（２－オクチル－１，３，２－ジオキサス
タンネピン－４，７－ジオン）

有機スズ化合物
(Z)-2,2'-[(1,4-dioxobut-2-ene-1,4-diyl)bis(oxy)]bis[2-octyl-
1,3,2-dioxastannepin-4,7-dione]

（Ｚ）-2,2'-［（1,4-二氧代-2-丁烯-1,4-二基）双（氧基）］双（2-
辛基-1,3,2-二恶烷锡-4,7-二酮）

'0239/191 Ⅲ '68460-06-0
（９Ｚ）－６，６，１３，１３－テトラブチル－４，８，１１，１５－テト
ラオキソ－５，７，１２，１４－テトラオキサ－６，１３－ジスタン
ナオクタデカ－２，９，１６－トリエン二酸ビス（フェニルメチル）

有機スズ化合物 Bis (dibutyltin benzyl maleate) maleate salt
Dibenzyl (,,Z)-6,6,13,13-tetrabutyl-4,8,11,15-tetraoxo-
5,7,12,14-tetraoxa-6,13-distannoctadeca-2,9,16-
trienedioate

'0239/192 Ⅲ '68538-86-3
（２１Ｚ）－６，６－ジオクチル－４，８，１１－トリオキソ－５，
７，１２－トリオキサ－６－スタンナトリアコンタ－２，９，２１－
トリエン酸（９Ｚ）－９－オクタデセニル

有機スズ化合物 Dioctyltin bis (monoalkyl (C6-24) maleate)
(Z)-octadec-9-enyl (,,Z)-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-
trioxa-6-stannatriaconta-2,9,21-trienoate

'0239/193 Ⅲ '71510-19-5
５，５，７，７－テトラブチル－１４－エチル－１１－オキソ－
６，１２－ジオキサ－４，８－ジチア－５，７－ジスタンナオクタ
デカン酸２－エチルヘキシル

有機スズ化合物
5,5,7,7-Tetrabutyl-14-ethyl-11-oxo-6,12-dioxa-4,8-dithia-
5,7-distannaoctadecanoic acid, 2-ethylhexyl ester

5,5,7,7-四丁基-14-乙酯-11-氧代-6,12-二恶烷-4,8-二硫-
5,7-二锡十八烷酸2-乙基己基酯

'0239/194 Ⅲ '71599-08-1
（Ｚ，Ｚ）－６，６，８，８－テトラブチル－４，１０，１３－トリオキ
ソ－５，７，９，１４－テトラオキサ－６，８－ジスタンナオクタデ
カ－２，１１－ジエン酸ブチル

有機スズ化合物
(Z,Z)-6,6,8,8-Tetrabutyl-4,10,13-trioxo-5,7,9,14-tetraoxa-
6,8-distannaoctadeca-2,11-dienoic acid, butyl ester

丁基（Ｚ,Ｚ）-6,6,8,8-四丁基-4,10,13-三氧代-5,7,9,14-四氧-
6,8-二锡十八烷-2,11-二烯酸

'0239/195 Ⅲ '75113-32-5
（Ｚ）－９，９，１６，１６－テトラオクチル－１１，１４－ジオキソ
－１０，１５－ジオキサ－９，１６－ジスタンナテトラコス－１２
－エン

有機スズ化合物
(Z)-9,9,16,16-Tetraoctyl-11,14-dioxo-10,15-dioxa-9,16-
disatnnatetracos-12-ene

（Ｚ）-9,9,16,16-四辛基-11,14-二氧代-10,15-二恶-9,16-二
锡二十四烷-12-酮

'0239/196 Ⅲ '75113-34-7
（Ｚ，Ｚ）－１３，１３－ジオクチル－８，１１，１５－トリオキソ－
２，７，１２，１４－テトラオキサ－１３－スタンナオクタデカ－
９，１６－ジエン－１８－酸４－メトキシブチル

有機スズ化合物 Dioctyltin bis (monomethoxybutyl maleate)
(Z,Z)-13,13-Dioctyl-8,11,15-trioxo-2,7,12,14-tetraoxa-13-
stannaoctadeca-9,16-dien-18-oic acid, 4-methoxybutyl
ester

'0239/197 Ⅲ '75113-35-8 トリブチル（Ｄ－グルコノイルオキシ）スズ 有機スズ化合物 Tributyltin gluconate Tributyl(D-gluconoyloxy)stannane

'0239/198 Ⅲ '75113-38-1
４，４－ジオクチル－１，３，２，４－ジオキサチアスタンネタン
－２，２－ジオキシド

有機スズ化合物 4,4-Dioctyl-1,3,2,4-dioxathiastannane-2,2-dioxide 4,4-二辛基-1,3,2,4-二氧硫锡-2,2-二氧化物

'0239/199 Ⅲ '75113-40-5
２－ヒドロキシ－４，４－ジオクチル－１，３，２，４－ジオキサ
ホスファスタンネタン－２－オキシド

有機スズ化合物
2-Hydroxy-4,4-dioctyl-1,3,2,4-dioxaphosphastannetane-2-
oxide

2-羟基-4,4-二辛基-1,3,2,4-二氧磷锡烷-2-氧化物

'0239/200 Ⅲ '75113-43-8
１－ヒドロキシ－８，８－ジオクチル－４－オキソ－３－オキ
サ－７，９－ジチア－５－スタンナドデカン－１２－酸２－ヒド
ロキシエチル

有機スズ化合物
1-Hydroxy-8,8-dioctyl-4-oxo-3-oxa-7,9-dithia-5-
stannadodecan-12-oic acid, 2-hydroxyethyl ester

1-羟基-8,8-二辛基-4-氧代-3-氧-7,9-二硫-5-锡十二烷-
12-酸2-羟乙基酯

'0239/201 Ⅲ '75113-44-9
５，５－ジブチル－９－オキソ－１０，１３－ジオキサ－４，６－
ジチア－５－スタンナヘプタデカン酸２－ブトキシエチル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis (3-mercaptopropionic acid butoxyethyl ester)
5,5-Dibutyl-9-oxo-10,13-dioxa-4,6-dithia-5-
stannaheptadecanoic acid, 2-butoxyethyl ester

'0239/202 Ⅲ '75149-37-0
［Ｒ－［Ｒ＊，Ｒ＊－（Ｚ，Ｚ）］］－１８，１８’－［（１，１，３，３－
テトラブチル－１，３－ジスタノキサンジイル）ビス（オキシ）］
ビス［１８－オキソ－９－オクタデセン－７－オール］

有機スズ化合物 Bis (dibutyltin ricinoleate) oxide
[R-[R*,R*-(Z,Z)]]-1,1,3,3-tetrabutyl-1,3-bis[(12-hydroxy-
1-oxooctadec-9-enyl)oxy]distannoxane

（26／35）
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'0239/203 Ⅲ '75319-87-8 ２，２’，２’’－［（メチルスタニリジン）トリス（チオ）］トリス酢酸 有機スズ化合物 2,2',2''-[(Methylstannylidyne)tris(thio)]tris(acetic acid) 2,2',2''-［（甲基锡杂次基）三（硫代）］三乙酸

'0239/204 Ⅲ '78917-85-8
（Ｚ，Ｚ）－６，６，８，８－テトラブチル－４，１０，１３－トリオキ
ソ－５，７，９，１４－テトラオキサ－６，８－ジスタンナドコサ
－２，１１－ジエン酸オクチル

有機スズ化合物
(Z,Z)-6,6,8,8-Tetrabutyl-4,10,13-trioxo-5,7,9,14-tetraoxa-
6,8-distannadocosa-2,11-dienoic acid, octyl ester

（Ｚ,Ｚ）-6,6,8,8-四丁基-4,10,13-三氧代-5,7,9,14-四氧-6,8-
二锡二十二烷-2,11-二烯酸辛酯

'0239/205 Ⅲ '79330-84-0
４，４－ジオクチル－７－オキソ－８－オキサ－３，５－ジチア
－４－スタンナドコサン酸テトラデシル

有機スズ化合物
Tetradecyl 4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannadocosanoate

4,4-二辛基-7-氧代-8-氧-3,5-二硫-4-锡十四烷基二十二
烷酸

'0239/206 Ⅲ '79494-57-8 ジブロモビス（２－メチルプロピル）スズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dichloride (or dibromide or diiodide) Dibromobis(2-methylpropyl)stannane

'0239/207 Ⅲ '81489-56-7
（Ｚ，Ｚ）－４，４’－［（ジメチルスタニレン）ビス（オキシ）］ビス
［４－オキソ－２－ブテン酸］

有機スズ化合物
(Z,Z)-4,4'-[(Dimethylstannylene)bis(oxy)]bis[4-oxo-2-
butenoic acid]

（Ｚ,Ｚ）-4,4'-［（二甲基甲锡烯）双（氧基）］双[4-氧代-2-丁烯
酸］

'0239/208 Ⅲ '83833-21-0
４，４－ジブチル－７－オキソ－８－オキサ－３，５－ジチア
－４－スタンナドコサン酸テトラデシル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [alkyl(or alkenyl) mercaptoacetate]
Tetradecyl 4,4-dibutyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-
stannadocosanoate

'0239/209 Ⅲ '83833-25-4
５，５－ジブチル－９－オキソ－１０－オキサ－４，６－ジチア
－５－スタンナエイコサン酸デシル

有機スズ化合物
Decyl 5,5-dibutyl-9-oxo-10-oxa-4,6-dithia-5-
stannaicosanoate

5,5-二丁基-9-氧代-10-氧-4,6-二硫-5-锡二十烷酸

'0239/210 Ⅲ '83898-52-6
５－ブチル－５－［［３－（ドデシルオキシ）－３－オキソプロピ
ル］チオ］－９－オキソ－１０－オキサ－４，６－ジチア－５－
スタンナドコサン酸ドデシル

有機スズ化合物
Dodecyl 5-butyl-5-[[3-(dodecyloxy)-3-oxopropyl]thio]-9-
oxo-10-oxa-4,6-dithia-5-stannadocosanoate

5-丁基-5-［［3-（十二氧基）-3-氧丙基］硫代］-9-氧代-10-
氧-4,6-二硫-5-锡十二烷基二十二烷酸

'0239/211 Ⅲ '84029-77-6
（Ｚ，Ｚ）－６，６－ジオクチル－４，８，１１－トリオキソ－５，
７，１２－トリオキサ－６－スタンナヘキサコサ－２，９－ジエ
ン酸テトラデシル

有機スズ化合物 Dioctyltin bis (monoalkyl (C6-24) maleate)
Tetradecyl (Z,Z)-6,6-dioctyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannahexacosa-2,9-dienoate

'0239/212 Ⅲ '84787-79-1
６，６－ジブチル－４，８，１１－トリオキソ－５，７，１２－トリオ
キサ－６－スタンナオクタコサ－２，９－ジエン酸ヘキサデシ

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [monoalkyl (or alkenyl) maleate]
Hexadecyl 6,6-dibutyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannaoctacosa-2,9-dienoate

'0239/213 Ⅲ '84787-80-4
８，８，１４，１４，２０，２０－ヘキサブチル－５，２３－ジエチル
－１０，１８－ジオキソ－７，９，１９，２１－テトラオキサ－１
３，１５－ジチア－８，１４，２０－トリスタンナヘプタコサン

有機スズ化合物
8,8,14,14,20,20-hexabutyl-5,23-diethyl-10,18-dioxo-
7,9,19,21-tetraoxa-13,15-dithia-8,14,20-
tristannaheptacosane

8,8,14,14,20,20-六丁基-5,23-二乙基-10,18-二氧代-
7,9,19,21-四氧-13,15-二硫-8,14,20-三锡二十七烷

'0239/214 Ⅲ '85391-80-6
（Ｚ，Ｚ，Ｚ）－６，６，１３，１３－テトラブチル－４，８，１１，１５
－テトラオキソ－５，７，１２，１４－テトラオキサ－６，１３－ジ
スタンナオクタデカ－２，９，１６－トリエン二酸ジプロピル

有機スズ化合物
Dipropyl (Z,Z,Z)-6,6,13,13-tetrabutyl-4,8,11,15-tetraoxo-
5,7,12,14-tetraoxa-6,13-distannoctadeca-2,9,16-
trienedioate

Dipropyl (Z,Z,Z)-6,6,13,13-tetrabutyl-4,8,11,15-tetraoxo-
5,7,12,14-tetraoxa-6,13-distannoctadeca-2,9,16-
trienedioate

'0239/215 Ⅲ '85702-74-5 ジブチルビス［（１－オキソイソオクチル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Dibutyltin isooctanoate 异新酸二丁基锡

'0239/216 Ⅲ '85702-76-7
１，１，３，３－テトラブチル－１，３－ビス［（１－オキソイソデ
シル）オキシ］ジスタノキサン

有機スズ化合物 Bis (dibutyltin aliphatic monocarboxylate) oxide (C8-29) 1,1,3,3-tetrabutyl-1,3-bis[(1-oxoisodecyl)oxy]distannoxane

'0239/217 Ⅲ '85702-78-9 ジオクチルビス［（１－オキソイソオクチル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Bis(isooctanoyloxy)dioctylstannane 二辛基双[（1-氧代异辛基）氧基］锡
'0239/218 Ⅲ '85938-42-7 ジオクチルビス［（１－オキソヘキサデシル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Dioctylbis(palmitoyloxy)stannane 二辛基双[（1-十六烷基）氧基］锡

'0239/219 Ⅲ '85938-47-2
１，１，３，３－テトラオクチル－１，３－ビス［（１－オキソヘキ
サデシル）オキシ］ジスタノキサン

有機スズ化合物
1,1,3,3-tetraoctyl-1,3-bis[(1-
oxohexadecyl)oxy]distannoxane

1,1,3,3-四辛基-1,3-双[（1-十六烷基）氧基］二锡氧烷

'0239/220 Ⅲ '89930-84-7
（Ｚ，Ｚ）－６，６－ジメチル－４，８，１１－トリオキソ－５，７，１
２－トリオキサ－６－スタンナトリアコンタ－２，９－ジエン酸
オクタデシル

有機スズ化合物
(Z,Z)-6,6-Dimethyl-4,8,11-trioxo-5,7,12-trioxa-6-
stannatriaconta-2,9-dienoic acid, octadecyl ester

（Ｚ,Ｚ）-6,6-二甲基-4,8,11-三氧代-5,7,12-三恶-6-锡三十烷
-2,9-二烯十八酸

'0239/221 Ⅲ '90264-80-5
４，４－ジブチル－７－オキソ－８，１１－ジオキサ－３，５－
ジチア－４－スタンナトリデカン酸２－エトキシエチル

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [alkoxyalkyl (C 2-4) mercaptoacetate]
4,4-Dibutyl-7-oxo-8,11-dioxa-3,5-dithia-4-
stannatridecanoic acid, 2-ethoxyethyl ester

'0239/222 Ⅲ '93918-30-0 ブチルトリス［（１－オキソネオデシル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Butyltris[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane 丁基三［（1-氧代新癸基）氧基］锡
'0239/223 Ⅲ '93981-44-3 ブチルトリス［（１－オキソイソオクタデシル）オキシ］スズ 有機スズ化合物 Butyltris[(1-oxoisooctadecyl)oxy]stannane 丁基三［（1-异十八烷基）氧基］锡

'0239/224 Ⅲ '94023-65-1
２，２’－［（ジブチルスタニレン）ビス（オキシカルボニル）］ジ
安息香酸ビス（２－エチルヘキシル）

有機スズ化合物 Dibutyltin bis [monoalkyl (C6-18) phthalate]
2,2'-［（二丁基甲锡烯）双（氧基羰基）］二苯甲酸双（2-乙基
己基酯）

'0239/225 Ⅲ '94279-11-5
１，１，３，３－テトラブチル－１，３－ビス［（１－オキソイソオ
クタデシル）オキシ］ジスタンノキサン

有機スズ化合物
1,1,3,3-tetrabutyl-1,3-bis[(1-
oxoisooctadecyl)oxy]distannoxane

1,1,3,3-四丁基-1,3-双[（1-异十八烷基）氧基］氧化锡

'0239/226 Ⅲ '94349-26-5
（ａｌｌ－Ｚ）－１，１，３，３－テトラブチル－１，３－ビス［（１－オ
キソ－９，１２－オクタデカジエニル）オキシ］ジスタンノキサン

有機スズ化合物
(9Z,12Z)-1,1,3,3-tetrabutyl-1,3-bis(octadeca-9,12-
dienoyloxy)distannoxane

（aｌｌ-Ｚ）-1,1,3,3-四丁基-1,3-双[（1-氧代-9,12-十八烷二烯）
氧基］氧化锡

'0239/228 Ⅲ '96407-98-6
（Ｚ，Ｚ）－９，９，１１，１１－テトラブチル－４，７，１３－トリオ
キソ－３，８，１０，１２－テトラオキサ－９，１１－ジスタンナヘ
キサデカ－５，１４－ジエン－１６－酸エチル

有機スズ化合物
(Z,Z)-9,9,11,11-Tetrabutyl-4,7,13-trioxo-3,8,10,12-
tetraoxa-9,11-distannahexadeca-5,14-dien-16-oic acid,
ethyl ester

（Ｚ,Ｚ）-9,9,11,11-四丁基-4,7,13-三氧代-3,8,10,12-四氧-
9,11-锡双十六烷-5,14-二烯-16-酸乙酯

'0239/229 Ⅲ '96407-99-7

（Ｚ，Ｚ）－９，９，１１，１１－テトラブチル－２－メチル－４，７，
１３－トリオキソ－３，８，１０，１２－テトラオキサ－９，１１－
ジスタンナヘキサデカ－５，１４－ジエン－１６－酸１－メチル
エチル

有機スズ化合物
(Z,Z)-9,9,11,11-Tetrabutyl-2-methyl-4,7,13-trioxo-
3,8,10,12-tetraoxa-9,11-distannahexadeca-5,14-dien-16-
oic acid, 1-methylethyl ester

（Ｚ,Ｚ）-9,9,11,11-四丁基-2-甲基-4,7,13-三氧代-3,8,10,12-
四氧-9,11-双十六烷锡-5,14-二烯-16-酸1-甲基乙酯

'0239/230 Ⅲ '97922-83-3 （テレフタロイルジオキシ）ビス［トリフェニルスズ］ 有機スズ化合物 Triphenyltin terephthalate [1,4-Phenylenebis(carbonyloxy)]bis[triphenylstannane]
'0239/231 Ⅲ '109054-07-1 ビス（ベンゾイルオキシ）ビス（１，１－ジメチルエチル）スズ 有機スズ化合物 Dibutyltin dibenzoate Bis(benzoyloxy)bis(1,1-dimethylethyl)stannane

'0239/232 Ⅲ '112309-68-9
３，３，７，７－テトラブチル－２，４，６，８，９－ペンタオキサ
－３，７－ジスタンナ－１，５－ジボラビシクロ［３．３．１］ノナ

有機スズ化合物
3,3,7,7-Tetrabutyl-2,4,6,8,9-pentaoxa-3,7-distanna-1,5-
diborabicyclo[3.3.1]nonane

3,3,7,7-四丁基-2,4,6,8,9-五氧-3,7-二锡烷-1,5-二硼二环
［3.3.1］壬烷

'0239/233 Ⅲ '113289-87-5
２，２－ジオクチル－１，３－ジオキサ－７，８－ジチア－２－
スタンナシクロウンデカン－４，１１－ジオン

有機スズ化合物
2,2-Dioctyl-1,3-dioxa-7,8-dithia-2-stannacycloundecane-
4,11-dione

2,2-二辛基-1,3-二恶烷-7,8-二硫-2-环十二烷锡-4,11-二
酮

'0239/234 Ⅲ '113289-90-0
２，２－ジブチル－１，３－ジオキサ－７，８－ジチア－２－ス
タンナシクロウンデカン－４，１１－ジオン

有機スズ化合物
2,2-Dibutyl-1,3-dioxa-7,8-dithia-2-stannacycloundecane-
4,11-dione

2,2-二丁基-1,3-二恶烷-7,8-二硫-2-环十二烷锡-4,11-二
酮

'0239/235 Ⅲ '113289-91-1
２－ブチル－１，３－ジオキサ－７，８－ジチア－２－スタンナ
シクロウンデカン－４，１１－ジオン

有機スズ化合物
2-Butyl-1,3-dioxa-7,8-dithia-2-stannacycloundecane-4,11-
dione

2-丁基-1,3-二恶烷-7,8-二硫-2-环十二烷锡-4,11-二酮

'0239/236 Ⅲ '117732-68-0
（Ｚ，Ｚ，Ｚ）－６，６，１３，１３－テトラオクチル－４，８，１１，１
５－テトラオキソ－５，７，１２，１４－テトラオキサ－６，１３－
ジスタンナオクタデカ－２，９，１６－トリエン二酸ジドデシル

有機スズ化合物
(Z,Z,Z)-6,6,13,13-Tetraoctyl-4,8,11,15-tetraoxo-5,7,12,14-
tetraoxa-6,13-distannaoctadeca-2,9,16-trienedioic acid,
didodecyl ester

(Z,Z,Z)-6,6,13,13-Tetraoctyl-4,8,11,15-tetraoxo-5,7,12,14-
tetraoxa-6,13-distannaoctadeca-2,9,16-trienedioic acid,
didodecyl ester

'0239/237 Ⅲ '136482-55-8
５，５，７，７－テトラブチル－１１－オキソ－６，１２－ジオキ
サ－４，８－ジチア－５，７－ジスタンナエイコサン酸オクチル

有機スズ化合物
5,5,7,7-Tetrabutyl-11-oxo-6,12-dioxa-4,8-dithia-5,7-
distannaeicosanoic acid, octylester

5,5,7,7-四丁基-11-氧代-6,12-二氧杂-4,8-二硫-5,7-二锡
环癸烷酸辛酯

'0239/238 Ⅲ '137297-08-6
（Ｚ，Ｚ，Ｚ）－４，４’，４’’－［（オクチルスタニリジン）トリス（オ
キシ）］トリス（４－オキソ－２－ブテン酸）トリシクロヘキシル

有機スズ化合物
(Z,Z,Z)-4,4',4''-[(Octylstannylidyne)tris(oxy)]tris[4-oxo-2-
butenoic acid], tricyclohexyl ester

（Ｚ,Ｚ,Ｚ）-4,4',4''-［（次辛基甲锡）三（氧基）］三（4-氧代-2-丁
烯酸）三环己酯

'0239/239 Ⅲ '139353-88-1
（ＴＢ－５－１１）－ジフルオロトリフェニルスズ酸Ｎ，Ｎ，Ｎ－ト
リブチル－１－ブタナミニウム

有機スズ化合物
(TB-5-11)-N,N,N-Tributyl-1-butanaminium
difluorotriphenylstannate

（ＴB-5-11）-N,N,N-三丁基-1-丁基-二氟三苯基锡酸

'0239/240 Ⅲ '688-73-3 水素化トリ－ｎ－ブチルスズ 有機スズ化合物 Tributyltin (and salts and esters) 氢氧化三丁基锡(Ⅳ)
'0239/241 Ⅲ '892-20-6 水素化トリフェニルスズ 有機スズ化合物 Triphenyltin hydride 氢氧化三苯基锡
'0239/242 Ⅲ '1066-44-0 トリメチルスズブロミド 有機スズ化合物 Bromotrimethylstannane 三甲基溴化锡
'0239/243 Ⅲ '1066-45-1 塩化トリメチルスズ 有機スズ化合物 Trimethyltin chloride 三甲基氯化锡
'0239/244 Ⅲ '1067-52-3 トリブチルスズメトキシド 有機スズ化合物 Tributyltin methoxide 三丁基锡甲醇盐
'0239/245 Ⅲ '1262-21-1 ビス（トリフェニルスズ）＝オキシド 有機スズ化合物 Bis (triphenyltin) oxide Bis(triphenyltin) oxide
'0239/246 Ⅲ '1461-23-0 トリブチルスズブロミド 有機スズ化合物 Tributyltin bromide 溴化三丁基锡
'0239/247 Ⅲ '2767-54-6 トリエチルスズブロミド 有機スズ化合物 Stannane, bromotriethyl- 三乙基溴化锡
'0239/248 Ⅲ '3342-67-4 塩化トリペンチルスズ 有機スズ化合物 Tripentyltin chloride 氯化三戊基锡
'0239/249 Ⅲ '7342-47-4 トリブチルスズ＝ヨージド 有機スズ化合物 Tributyltin iodide 碘化三丁基锡
'0239/250 Ⅲ '13121-76-1 ビス（トリシクロヘキシルスズ）スルフイド 有機スズ化合物 Bis(tricyclohexyltin)sulfide 双（三环己基锡）硫化物
'0239/251 Ⅲ '27615-98-1 トリブチルスズフルオリド（ポリマー） 有機スズ化合物 Tributyltin fluoride polymer Tributyltin fluoride polymer
'0239/252 Ⅲ '36253-76-6 トリブチルスズエトキシド 有機スズ化合物 Tributyltin ethoxide Tributyltin ethoxide

'0239/253 Ⅲ '57583-34-3 モノメチルチン トリ（イソオクチルチオグリコラート） 有機スズ化合物
8-Oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoic acid, 10-ethyl-4-
[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-,
2-ethylhexyl ester

三(2-乙基己基巯基乙酸)甲基锡

'0239/255 Ⅲ '68725-14-4 トリフルオロメタンスルホン酸トリ－ｎ－ブチルスズ 有機スズ化合物 Tri-n-butyltin trifluoromethanesulfonate 三氟甲磺酸三-N-丁基锡
'0240 Ⅲ '100-42-5 スチレン スチレン Styrene 苯乙烯; 乙烯基苯

'0241 Ⅲ '4016-24-4
ナトリウム＝１－（メトキシカルボニル）ペンタデカン－１－ス
ルホナート

２－スルホヘキサデカン酸－１－メチルエステルナトリウム塩 Sodium 1-(methoxycarbonyl)pentadecane-1-sulfonate 1-（甲氧羰基）十五烷-1-磺酸钠盐

'0242/000 Ⅲ ' セレン及びその化合物 セレン及びその化合物 selenium and its compounds 硒及其化合物
'0242/005 Ⅲ '10031-45-5 セレン酸銅（ＩＩ）・五水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Selenic acid, copper(2+) salt (1:1), pentahydrate 硒酸铜(Ⅱ)五水合物
'0242/012 Ⅲ '15123-69-0 セレン酸銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。）、セレン及びその化合物 Selenic acid, copper(II) salt (1:1) 硒酸铜(Ⅱ)
'0242/013 Ⅲ '1302-09-6 セレン化二銀 セレン及びその化合物 Silver selenide (Ag2Se) 硒化银
'0242/014 Ⅲ '1310-32-3 セレン化鉄 セレン及びその化合物 Iron selenide (FeSe) 硒化铁
'0242/015 Ⅲ '1317-41-5 セレン化銅（ＩＩ） セレン及びその化合物 Copper selenide (CuSe) 硒化铜(Ⅱ)
'0242/016 Ⅲ '2818-88-4 ２－メチルベンゾセレナゾール セレン及びその化合物 Benzoselenazole, 2-methyl- 2-甲基苯硒酸 一氮二烯伍圜
'0242/017 Ⅲ '2818-89-5 ２，５－ジメチルベンゾセレナゾール セレン及びその化合物 2,5-Dimethylbenzselenazole 2,5-二甲基苯硒酸 一氮二烯伍圜
'0242/018 Ⅲ '2946-17-0 ５－メトキシ－２－メチルベンゾセレナゾール セレン及びその化合物 Benzoselenazole, 5-methoxy-2-methyl- 5-甲氧基-2-甲基苯硒酸 一氮二烯伍圜
'0242/019 Ⅲ '2946-20-5 ２，５，６－トリメチルベンゾセレナゾール セレン及びその化合物 2,5,6-Trimethylbenzoselenazole 2,5,6-三甲基苯并硒唑
'0242/020 Ⅲ '3425-46-5 セレノシアン酸カリウム セレン及びその化合物 Selenocyanic acid, potassium salt 氰化硒酸钾盐
'0242/021 Ⅲ '7446-08-4 二酸化セレン セレン及びその化合物 Selenium dioxide 二氧化硒; 亚硒酐
'0242/022 Ⅲ '7488-56-4 硫化セレン（ＩＶ） セレン及びその化合物 Selenium disulfide 二硫化硒
'0242/023 Ⅲ '7782-49-2 セレン セレン及びその化合物 Selenium 硒
'0242/024 Ⅲ '7783-00-8 亜セレン酸 セレン及びその化合物 Monohydrated selenium dioxide  Selenious acid 亚硒酸
'0242/025 Ⅲ '7783-07-5 セレン化水素 セレン及びその化合物 Selenium hydride  Hydrogen selenide 硒化氢
'0242/026 Ⅲ '7783-08-6 セレン酸 セレン及びその化合物 Selenic acid 硒酸
'0242/027 Ⅲ '7783-19-9 亜セレン酸アンモニウム セレン及びその化合物 Ammonium selenite 亚硒酸按
'0242/028 Ⅲ '7783-21-3 セレン酸アンモニウム セレン及びその化合物 Selenic acid, diammonium salt 硒酸铵
'0242/029 Ⅲ '7783-79-1 六フッ化セレン セレン及びその化合物 Selenium hexafluoride 六氟化硒
'0242/030 Ⅲ '7787-41-9 セレン酸バリウム セレン及びその化合物 Selenic acid, barium salt (1:1) 硒酸钡
'0242/031 Ⅲ '7790-59-2 セレン酸カリウム セレン及びその化合物 Selenic acid, dipotassium salt 硒酸钾
'0242/032 Ⅲ '7790-71-8 セレン酸リチウム・一水和物 セレン及びその化合物 Selenic acid, dilithium salt, monohydrate (8CI, 9CI) 亚硒酸锂一水合物
'0242/033 Ⅲ '7790-74-1 セレン酸カルシウム・二水和物 セレン及びその化合物 Selenic acid, calcium salt (1:1), dihydrate (9CI) 亚硒酸钙二水合物
'0242/034 Ⅲ '10102-18-8 亜セレン酸ナトリウム セレン及びその化合物 Disodium selenium trioxide Disodium selenite Sodium 无水亚硒酸钠
'0242/035 Ⅲ '10102-23-5 セレン酸ナトリウム・十水和物 セレン及びその化合物 SODIUM SELENATE DECAHYDRATE 硒酸钠十水合物
'0242/036 Ⅲ '10431-47-7 亜セレン酸カリウム セレン及びその化合物 POTASSIUM SELENITE 亚硒酸钾
'0242/037 Ⅲ '12136-60-6 セレン化リチウム セレン及びその化合物 Lithium selenide (Li2Se) 硒化锂
'0242/038 Ⅲ '13410-01-0 セレン酸ナトリウム セレン及びその化合物 Selenic acid, disodium salt 硒酸钠
'0242/039 Ⅲ '13446-28-1 セレン酸マグネシウム・六水和物 セレン及びその化合物 Selenic acid, magnesium salt (1:1), hexahydrate (9CI) 硒酸镁六水合物
'0242/040 Ⅲ '13465-62-8 セレン酸・一水和物 セレン及びその化合物 Selenic acid, monohydrate (9CI) 硒酸一水合物
'0242/041 Ⅲ '13718-59-7 亜セレン酸バリウム セレン及びその化合物 Selenious acid, barium salt (1:1)  Barium selenite 亚硒酸钡
'0242/042 Ⅲ '13768-86-0 酸化セレン（ＶＩ） セレン及びその化合物 Selenium trioxide 三氧化硒
'0242/043 Ⅲ '14019-91-1 セレン酸カルシウム セレン及びその化合物 Calcium selenate 硒酸钙
'0242/044 Ⅲ '14986-91-5 セレン酸マグネシウム セレン及びその化合物 Selenium and its compounds 硒及其化合物
'0242/045 Ⅲ '15593-52-9 セレン酸リチウム セレン及びその化合物 Selenium and its compounds 硒及其化合物
'0242/046 Ⅲ '26970-82-1 亜セレン酸ナトリウム・五水和物 セレン及びその化合物 Sodium selenite pentahydrate 亚硒酸钠五水合物
'0242/047 Ⅲ '41292-06-2 亜セレン酸カリウム・四水和物 セレン及びその化合物 Selenious acid, dipotassium salt, tetrahydrate (9CI) 钾亚硒酸钠水合物
'0242/048 Ⅲ '57478-60-1 ２－メチル－５－フェニルベンゾセレナゾール セレン及びその化合物 Benzoselenazole, 2-methyl-5-phenyl- (7CI, 9CI) 2 - 甲基5 - 苯基 -苯并噁唑
'0242/049 Ⅲ '66375-26-6 亜セレン酸アンモニウム・一水和物 セレン及びその化合物 Selenious acid, diammonium salt, monohydrate (9CI) 亚硒酸，磷酸二铵盐，一水
'0242/050 Ⅲ '88608-76-8 二セレン化金 セレン及びその化合物 Gold diselenide 硒化金
'0242/052 Ⅲ '288-05-1 セレノフェン セレン及びその化合物 Selenophene 哂吩
'0242/053 Ⅲ '506-80-9 セレン化炭素 セレン及びその化合物 Carbon selenide (CSe2) 二硒化炭素
'0242/054 Ⅲ '593-79-3 ジメチルセレン セレン及びその化合物 Dimethyl selenide 二甲基硒
'0242/055 Ⅲ '627-53-2 ジエチルセレン セレン及びその化合物 Diethylselenium 二乙基硒
'0242/056 Ⅲ '630-10-4 セレノ尿素 セレン及びその化合物 Selenourea 硒脲
'0242/057 Ⅲ '645-96-5 フェニルセレノール セレン及びその化合物 Benzeneselenol 苯硒

'0242/058 Ⅲ '1049-38-3 ３，３’－ジエチルセレナカルボシアニンヨージド セレン及びその化合物
3-ethyl-2-[3-(3-ethyl-3H-benzoselenazol-2-ylidene)prop-
1-enyl]benzoselenazolium iodide

3,3'-二乙基-2,2'-硒碳氰化碘

'0242/059 Ⅲ '1132-39-4 ジフェニルセレン セレン及びその化合物 Benzene, 1,1'-selenobis- 硒化苯
'0242/060 Ⅲ '1302-82-5 セレン化アルミニウム セレン及びその化合物 Aluminum selenide (Al2Se3) 硒化铝
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'0242/061 Ⅲ '1304-39-8 セレン化バリウム セレン及びその化合物 Barium selenide (BaSe) 硒化钡
'0242/062 Ⅲ '1313-85-5 セレン化二ナトリウム セレン及びその化合物 Sodium selenide (Na2Se) 硒化钠
'0242/063 Ⅲ '1315-06-6 セレン化スズ（ＩＩ） セレン及びその化合物 Tin selenide (SnSe) 硒化锡(Ⅱ)
'0242/064 Ⅲ '1315-07-7 セレン化ストロンチウム セレン及びその化合物 Strontium selenide (SrSe) 硒化锶
'0242/065 Ⅲ '1315-09-9 セレン化亜鉛 セレン及びその化合物 Zinc selenide (ZnSe) 硒化锌
'0242/066 Ⅲ '1482-82-2 ジベンジルジセレニド セレン及びその化合物 Dibenzyl diselenide 二苄基化二硒
'0242/067 Ⅲ '1666-13-3 二セレン化ジフェニル セレン及びその化合物 Diselenide, diphenyl 二苯基二硒; 二硒二苯; 二硒化联苯
'0242/068 Ⅲ '2578-27-0 ２－アミノ－４－（エチルセレノ）ブタン酸 セレン及びその化合物 Selenoethionine DL-硒硫氨酸
'0242/069 Ⅲ '2578-28-1 セレノ－ＤＬ－メチオニン セレン及びその化合物 Seleno-DL-methionine DL-硒蛋氨酸
'0242/070 Ⅲ '2897-21-4 ３，３’－ジセレノビスアラニン セレン及びその化合物 seleno-dl-cystine DL-硒胱氨酸
'0242/071 Ⅲ '3211-76-5 セレノ－Ｌ－メチオニン セレン及びその化合物 Seleno-L-methionine L-硒甲硫氨酸
'0242/072 Ⅲ '3542-13-0 セレノシスタミン二塩酸塩 セレン及びその化合物 Selenocystamine dihydrochloride 硒胱胺二盐酸化物
'0242/073 Ⅲ '3878-44-2 トリフェニルホスフィンセレニド セレン及びその化合物 Triphenylphosphine selenide 三苯基硒化膦
'0242/074 Ⅲ '5117-16-8 １，１－ジメチル－２－セレノウレア セレン及びその化合物 Selenourea, N,N-dimethyl- N,N-二甲基硒脲
'0242/075 Ⅲ '5270-30-4 １，７－ジヒドロ－６Ｈ－プリン－６－セロン セレン及びその化合物 6-Selenopurine 6-硒嘌呤
'0242/076 Ⅲ '5707-04-0 次亜塩素セレノ酸フェニル セレン及びその化合物 Phenylselenenyl chloride 氯化硒苯; 苯基氯化硒
'0242/077 Ⅲ '6486-05-1 メチルセレノール セレン及びその化合物 Methylselenol 甲基硒
'0242/078 Ⅲ '6996-92-5 ベンゼンセレニン酸 セレン及びその化合物 Benzeneseleninic acid 苯硒酸
'0242/079 Ⅲ '7101-31-7 ジメチルジセレニド セレン及びその化合物 Dimethyl diselenide 二甲基二硒
'0242/080 Ⅲ '7446-34-6 硫化セレン セレン及びその化合物 Selenium sulfide (SeS) 硫化硒
'0242/081 Ⅲ '7782-82-3 亜セレン酸水素ナトリウム セレン及びその化合物 Sodium hydrogen selenite 硒酸氢钠
'0242/082 Ⅲ '7789-65-3 四臭化セレン セレン及びその化合物 Selenium tetrabromide 四溴化硒
'0242/083 Ⅲ '7791-23-3 オキシ塩化セレン セレン及びその化合物 Selenium oxychloride 氯氧化硒; 氯化亚硒酰; 二氯氧化硒
'0242/084 Ⅲ '10025-68-0 二塩化二セレン セレン及びその化合物 Diselenium dichloride 氯化硒; 二氯化二硒
'0242/085 Ⅲ '10026-03-6 四塩化セレン セレン及びその化合物 Selenium tetrachloride 氯化硒
'0242/086 Ⅲ '12024-11-2 セレン化ガリウム セレン及びその化合物 Gallium selenide (GaSe) 硒化镓(Ⅱ); 三氧化二镓
'0242/087 Ⅲ '12034-77-4 セレン化ニオビウム セレン及びその化合物 Niobium selenide (NbSe2) 硒化铌
'0242/088 Ⅲ '12039-55-3 セレン化タンタル セレン及びその化合物 Tantalum selenide (TaSe2) 硒化钽
'0242/089 Ⅲ '12053-13-3 セレン化クロム セレン及びその化合物 Selenium and its compounds 硒化铬(Ⅱ)
'0242/090 Ⅲ '12067-45-7 セレン化チタン セレン及びその化合物 Titanium selenide (TiSe2) 硒化钛(Ⅳ)
'0242/091 Ⅲ '12067-46-8 セレン化タングステン セレン及びその化合物 Tungsten selenide (WSe2) 硒化钨
'0242/092 Ⅲ '12068-69-8 セレン化ビスマス セレン及びその化合物 Bismuth selenide (Bi2Se3) 硒化铋(Ⅲ)
'0242/093 Ⅲ '12166-47-1 セレン化ジルコニウム セレン及びその化合物 Zirconium selenide (ZrSe2) 硒化锆
'0242/094 Ⅲ '13597-46-1 亜セレン酸亜鉛 セレン及びその化合物 Selenious acid, zinc salt (1:1) 亚硒酸锌
'0242/095 Ⅲ '14013-56-0 亜セレン酸水素ナトリウム セレン及びその化合物 Selenious acid, sodium salt (2:1) 硒酸氢钠
'0242/096 Ⅲ '15123-92-9 亜セレン酸二タリウム（Ｉ） セレン及びその化合物 Thallium selenite 亚硒酸铊
'0242/097 Ⅲ '15572-25-5 セレン化二タリウム セレン及びその化合物 Thallium selenide (Tl2Se) 硒化铊(Ⅰ)
'0242/098 Ⅲ '17697-12-0 無水フェニルセレノン酸 セレン及びその化合物 Benzeneseleninic anhydride 无水苯硒酸
'0242/099 Ⅲ '29411-74-3 ６－セレノグアノシン セレン及びその化合物 6-Selenoguanosine 6-硒鸟甙
'0242/100 Ⅲ '34837-55-3 フェニルセレネニルブロミド セレン及びその化合物 Phenylselenyl bromide 苯基硒溴化物
'0242/101 Ⅲ '40093-99-0 ６－セレノイノシン セレン及びその化合物 6-Selenoinosine 6-硒次黄
'0242/102 Ⅲ '51694-22-5 セレノシアン酸２－ニトロフェニル セレン及びその化合物 Selenocyanic acid, 2-nitrophenyl ester 硝苯基氰酸硒
'0242/103 Ⅲ '55259-49-9 テトラメチルテトラセレナフルバレン セレン及びその化合物 Tetramethyltetraselenafulvalene 四甲基四硒酸富烯
'0242/104 Ⅲ '56253-60-2 （フェニルセレノメチル）トリメチルシラン セレン及びその化合物 (Phenylselenomethyl)trimethylsilane 苯基硒甲基(三甲基硅烷)
'0242/105 Ⅲ '71098-88-9 Ｎ－（フェニルセレノ）フタルイミド セレン及びその化合物 N-(Phenylseleno)phthalimide N-(苯基硒)亚胺
'0242/108 Ⅲ '1313-22-0 セレン化マンガン セレン及びその化合物 、マンガン及びその化合物 Manganese selenide 硒化锰(Ⅱ)
'0242/113 Ⅲ '12299-51-3 セレン化バナジウム バナジウム化合物、セレン及びその化合物 Vanadium diselenide 硒化钒
'0242/114 Ⅲ '12058-18-3 セレン化モリブデン モリブデン及びその化合物、セレン及びその化合 Molybdenum diselenide 硒化钼(Ⅳ)

'0244 Ⅲ '533-74-4 ３，５－ジメチル－１，３，５－チアジアジナン－２－チオン
２－チオキソ－３，５－ジメチルテトラヒドロ－２Ｈ－１，３，５
－チアジアジン（別名ダゾメット）、ダゾメット

3,5-Dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione 棉隆

'0245 Ⅲ '62-56-6 チオ尿素 チオ尿素 Thiourea 硫脲
'0246 Ⅲ '108-98-5 チオフェノール チオフェノール Thiophenol 硫代苯酚

'0247/000 Ⅲ '
チオりん酸Ｏ－１－（４－クロロフェニル）－４－ピラゾリル－
Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル（別名ピラクロホス）

チオりん酸Ｏ－１－（４－クロロフェニル）－４－ピラゾリル－
Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル（別名ピラクロホス）

O-1-(4-chlorophenyl)-4-pyrazolyl O-ethyl S-
propylphosphorothioate pyraclofos

1-(4-氯苯基)吡唑-4-基]-O-乙基-S-丙基-硫代磷酸酯 （别
名：吡唑硫磷）

'0247/001 Ⅲ '77458-01-6
チオリン酸Ｏ－１－（４－クロロフェニル）－４－ピラゾリル－
Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル

チオりん酸Ｏ－１－（４－クロロフェニル）－４－ピラゾリル－
Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル（別名ピラクロホス）

O-1-(4-Chlorophenyl)-4-pyrazolyl O-ethyl S-propyl
phosphorothioate

1-(4-氯苯基)吡唑-4-基]-O-乙基-S-丙基-硫代磷酸酯

'0247/002 Ⅲ '89784-60-1
Phosphorothioic acid, O-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-
4-yl] O-ethyl S-propyl ester

チオりん酸Ｏ－１－（４－クロロフェニル）－４－ピラゾリル－
Ｏ－エチル－Ｓ－プロピル（別名ピラクロホス）

Phosphorothioic acid, O-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-
4-yl] O-ethyl S-propyl ester

O- [1-（4-氯苯基）-1H-吡唑-4-基]-O-乙基-S-丙基-硫代
磷酸酯

'0248 Ⅲ '333-41-5
チオリン酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（２－イソプロピル－６－メ
チル－４－ピリミジニル）

チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（２－イソプロピル－６－メ
チル－４－ピリミジニル）（別名ダイアジノン）、ダイアジノン

Diazinon
O,O-二乙基-O-[6-甲基-2-(1-甲基乙基)-4-嘧啶基]硫代磷
酸酯 （别名：二嗪农）

'0249 Ⅲ '2921-88-2
チオリン酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（３，５，６－トリクロロ－２
－ピリジル）

チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（３，５，６－トリクロロ－２
－ピリジル）（別名クロルピリホス）

Chlorpyrifos
O,O-二乙基-O-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸 （别名：毒
死蜱）

'0250 Ⅲ '18854-01-8
チオリン酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（５－フェニル－３－イソオ
キサゾリル）

チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジエチル－Ｏ－（５－フェニル－３－イソオ
キサゾリル）（別名イソキサチオン）

O,O-diethyl O-5-phenylisoxazol-3-ylphosphorothioate
硫代磷酸O,O-二乙基-O-（5-苯基-3-异恶唑） （别名：恶唑
磷）

'0251 Ⅲ '122-14-5
Ｏ，Ｏ－ジメチル＝Ｏ－（３－メチル－４－ニトロフェニル）＝
ホスホロチオアート

チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－４－ニトロ
フェニル）（別名フェニトロチオン又はＭＥＰ）

O,O-Dimethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl)
phosphorothioate

O,O-二甲基-O-(3-甲基-4-硝基苯基)硫代磷酸酯

'0252 Ⅲ '55-38-9
チオリン酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－［３－メチル－４－（メチル
チオ）フェニル］

チオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－Ｏ－（３－メチル－４－メチルチ
オフェニル）（別名フェンチオン又はＭＰＰ）

Fenthion
O,O-二甲基-O-(3-甲基-4-甲硫苯基)硫代磷酸酯 （别名：倍
硫磷）

'0253 Ⅲ '41198-08-7
チオリン酸Ｏ－４－ブロモ－２－クロロフェニル－Ｏ－エチル
－Ｓ－プロピル

チオりん酸Ｏ－４－ブロモ－２－クロロフェニル－Ｏ－エチル
－Ｓ－プロピル（別名プロフェノホス）

O-(4-Bromo-2-chlorophenyl) O-ethyl S-propyl
phosphorothioate

O-乙基-O-(4-溴-2-氯苯基)-S-丙基硫代磷酸酯 （别名：丙
溴灵）

'0254 Ⅲ '26087-47-8 チオリン酸Ｓ－ベンジル－Ｏ，Ｏ－ジイソプロピル
チオりん酸Ｓ－ベンジル－Ｏ，Ｏ－ジイソプロピル（別名イプ
ロベンホス又はＩＢＰ）

S-benzyl diisopropyl phosphorothioate O,O-二异丙基-S-苄基硫化磷酸酯 （别名：异稻瘟净）

'0255 Ⅰ '1163-19-5 デカブロモジフェニルエーテル デカブロモジフェニルエーテル Decabromodiphenylether 十溴联苯醚
'0256 Ⅲ '334-48-5 デカン酸 デカン酸 Decanoic acid 正癸酸
'0257/000 Ⅲ ' デシルアルコール（別名デカノール） デシルアルコール（別名デカノール） decyl alcohol decanol 正癸醇 （別名：癸醇）
'0257/001 Ⅲ '112-30-1 デカン－１－オール デシルアルコール（別名デカノール） Decan-1-ol 1-癸醇
'0257/002 Ⅲ '25339-17-7 イソデカノール デシルアルコール（別名デカノール） Isodecanol 异癸醇

'0258 Ⅲ '100-97-0 １，３，５，７－テトラアザアダマンタン
１，３，５，７－テトラアザトリシクロ［３．３．１．１（３，７）］デカン
（別名ヘキサメチレンテトラミン）

1,3,5,7-Tetraazaadamantane 六亚甲基四胺; 六甲撑四胺; 乌洛托品; 己胺

'0259 Ⅲ '97-77-8 テトラエチルチウラム＝ジスルフィド テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム） Tetraethylthiuram disulfide 二硫化四乙基秋兰姆
'0260 Ⅲ '1897-45-6 ２，４，５，６－テトラクロロイソフタロニトリル テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又はＴＰ 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile 2,4,5,6-四氯-1,3-苯二腈

'0261 Ⅲ '27355-22-2 ４，５，６，７－テトラクロロイソベンゾフラン－１（３Ｈ）－オン
４，５，６，７－テトラクロロイソベンゾフラン－１（３Ｈ）－オン
（別名フサライド）

4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1(3H)-one 四氯苯酞

'0264 Ⅲ '118-75-2 ２，３，５，６－テトラクロロ－ｐ－ベンゾキノン ２，３，５，６－テトラクロロ－パラ－ベンゾキノン 2,3,5,6-Tetrachloro-p-benzoquinone 四氯苯醌
'0265/000 Ⅲ ' テトラヒドロメチル無水フタル酸 テトラヒドロメチル無水フタル酸 tetrahydromethylphthalic anhydride 甲基四氢苯酐
'0265/001 Ⅲ '3425-89-6 １，２，３，６－テトラヒドロ－４－メチル無水フタル酸 テトラヒドロメチル無水フタル酸 1,2,3,6-tetrahydro-4-methylphthalic anhydride 4-甲基四氢苯酐
'0265/003 Ⅲ '5333-84-6 １，２，３，６－テトラヒドロ－３－メチル無水フタル酸 テトラヒドロメチル無水フタル酸 1,2,3,6-tetrahydro-3-methylphthalic anhydride 3-甲基四氢苯酐
'0265/005 Ⅲ '11070-44-3 メチルテトラヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオン テトラヒドロメチル無水フタル酸 Methyltetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 甲基四氢邻苯二甲酸酐
'0265/007 Ⅲ '26590-20-5 １，２，３，６－テトラヒドロメチル無水フタル酸 テトラヒドロメチル無水フタル酸 1,2,3,6-tetrahydromethylphthalic anhydride 3-甲基四氢苯二甲酸酐
'0265/009 Ⅲ '34090-76-1 テトラヒドロ－４－メチル無水フタル酸 テトラヒドロメチル無水フタル酸 1,3-Isobenzofurandione, tetrahydro-5-methyl- 甲基六氢邻苯二甲酸酐
'0265/011 Ⅲ '42498-58-8 １，２，３，６－テトラヒドロ－２－メチル無水フタル酸 テトラヒドロメチル無水フタル酸 2,3,5,6-tetrahydro-2-methylphthalic anhydride 2-甲基四氢苯二甲酸酐

'0265/012 Ⅲ '1694-82-2
ｒｅｌ－（３ａＲ，７ａＳ）－５－メチル－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒド
ロイソベンゾフラン－１，３－ジオン

テトラヒドロメチル無水フタル酸
rel-(3aR,7aS)-5-Methyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-
1,3-dione

ｒｅｌ-（3aＲ,7aS）-5-甲基-3a,4,7,7a-四氢异苯并呋喃-1,3-二
酮

'0265/013 Ⅲ '35438-81-4
ｒｅｌ－（３ａＲ，４Ｒ，７ａＳ）－４－メチル－３ａ，４，７，７ａ－テト
ラヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオン

テトラヒドロメチル無水フタル酸
rel-(3aR,4R,7aS)-4-Methyl-3a,4,7,7a-
tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione

ｒｅｌ-（3aＲ,4Ｒ,7aS）-4-甲基-3a,4,7,7a-四氢异苯并呋喃-1,3-
二酮

'0265/014 Ⅲ '35438-82-5
ｒｅｌ－（３ａＲ，４Ｓ，７ａＳ）－４－メチル－３ａ，４，７，７ａ－テト
ラヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオン

テトラヒドロメチル無水フタル酸
rel-(3aR,4S,7aS)-4-Methyl-3a,4,7,7a-
tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione

ｒｅｌ-（3aＲ,4S,7aS）-4-甲基-3a,4,7,7a-四氢异苯并呋喃-1,3-
二酮

'0265/015 Ⅲ '35438-84-7
ｒｅｌ－（３ａＲ，４Ｒ，７ａＲ）－４－メチル－３ａ，４，７，７ａ－テト
ラヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオン

テトラヒドロメチル無水フタル酸
rel-(3aR,4R,7aR)-4-Methyl-3a,4,7,7a-
tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione

ｒｅｌ-（3aＲ,4Ｒ,7aＲ）-4-甲基-3a,4,7,7a-四氢异苯并呋喃-1,3-
二酮

'0265/016 Ⅲ '38497-16-4
４（又は５）－メチル－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒドロイソベンゾ
フラン－１，３－ジオン

テトラヒドロメチル無水フタル酸
1,3-Isobenzofurandione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-4(or 5)-
methyl-

4（或5）-甲基-3a,4,7,7a-四氢异苯并呋喃-1,3-二酮

'0265/017 Ⅲ '55449-34-8
（３ａＲ，４Ｒ，７ａＳ）－４－メチル－３ａ，４，７，７ａ－テトラヒド
ロイソベンゾフラン－１，３－ジオン

テトラヒドロメチル無水フタル酸
(3aR,4R,7aS)-4-Methyl-3a,4,7,7a-tetrahydroisobenzofuran-
1,3-dione

（3aＲ,4Ｒ,7aS）-4-甲基-3a,4,7,7a-四氢异苯并呋喃-1,3-二
酮

'0265/018 Ⅲ '79313-15-8 テトラヒドロ－４－メチルイソベンゾフラン－１，３－ジオン テトラヒドロメチル無水フタル酸 Tetrahydro-4-methylisobenzofuran-1,3-dione 四氢-4-甲基异苯并呋喃-1,3-二酮

'0266 Ⅲ '79538-32-2
２，３，５，６－テトラフルオロ－４－メチルベンジル＝（Ｚ）－３
－（２－クロロ－３，３，３－トリフルオロ－１－プロペニル）－
２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート

２，３，５，６－テトラフルオロ－４－メチルベンジル＝（Ｚ）－３
－（２－クロロ－３，３，３－トリフルオロ－１－プロペニル）－
２，２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名テフル
トリン）

2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl (Z)-3-(2-chloro-3,3,3-
trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

2,3,5,6-四氟-4-甲基苄基-(1R,3R,1S,3S)-3-(2-氯-3,3,3-三
氟丙-1-烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯 （别名：七氟菊酯）

'0267 Ⅲ '59669-26-0
３，７，９，１３－テトラメチル－５，１１－ジオキサ－２，８，１４
－トリチア－４，７，９，１２－テトラアザペンタデカ－３，１２－
ジエン－６，１０－ジオン

３，７，９，１３－テトラメチル－５，１１－ジオキサ－２，８，１４
－トリチア－４，７，９，１２－テトラアザペンタデカ－３，１２－
ジエン－６，１０－ジオン（別名チオジカルブ）

3,7,9,13-Tetramethyl-5,11-dioxa-2,8,14-trithia-4,7,9,12-
tetraazapentadeca-3,12-diene-6,10-dione

3,7,9,13-四甲基-5,11-二氧杂-2,8,14-三噻-4,7,9,12-四-氮
杂十五烷-3,12-二烯-6,10-二酮 （别名：灭多威）

'0268 Ⅲ '137-26-8
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチル－２，３－ジチアジチオスクシン
アミド

テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チウラム又はチラム） N,N,N',N'-Tetramethyl-2,3-dithiadithiosuccinamide
福美双; 二硫化四甲基秋兰姆; 双(二甲胺基硫代甲酰)化二
硫

'0269 Ⅲ '505-32-8
３，７，１１，１５－テトラメチルヘキサデカ－１－エン－３－
オール

３，７，１１，１５－テトラメチルヘキサデカ－１－エン－３－
オール（別名イソフィトール）

3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol 3,7,11,15-四甲基-1-己二烯-3-醇 （别名：异植物醇）

'0270 Ⅲ '100-21-0 テレフタル酸 テレフタル酸 Terephthalic acid 对苯二甲酸
'0271 Ⅲ '120-61-6 ジメチル＝テレフタラート テレフタル酸ジメチル Dimethyl terephthalate 对苯二甲酸二甲酯
'0272/000 Ⅲ ' 銅水溶性塩（錯塩を除く。） 銅水溶性塩（錯塩を除く。） copper salts(water-soluble, except complex salts) 铜的水溶性盐类（不包括复盐）
'0272/001 Ⅲ '7789-19-7 フッ化銅（ＩＩ） ふっ化水素及びその水溶性塩、銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper difluoride 氟化铜（ＩＩ）
'0272/003 Ⅲ '14708-11-3 四フッ化ホウ酸銅（Ｉ） ほう素化合物、銅水溶性塩（錯塩を除く。） Borate(1-), tetrafluoro-, copper(1+) (1:1) 四氟硼酸铜（Ｉ）
'0272/005 Ⅲ '38465-60-0 四フッ化ホウ酸銅（ＩＩ） ほう素化合物、銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper(2+) tetrafluoroborate(1-) 四氟硼酸铜（ＩＩ）
'0272/006 Ⅲ '142-71-2 酢酸銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper(II) diacetate 醋酸铜（ＩＩ）
'0272/007 Ⅲ '3251-23-8 硝酸銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper(II) bis(nitrate) 硝酸铜（ＩＩ）
'0272/008 Ⅲ '6046-93-1 酢酸銅（ＩＩ）・一水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper diacetate monohydrate 醋酸铜（ＩＩ）・一水合物
'0272/009 Ⅲ '7447-39-4 塩化銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper chloride (CuCl2) 氯化铜（ＩＩ）
'0272/010 Ⅲ '7758-98-7 硫酸銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper (II) sulfate 硫酸铜(Ⅱ)
'0272/011 Ⅲ '7758-99-8 硫酸銅（ＩＩ）・五水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper(II) sulfate pentahydrate 硫酸铜（ＩＩ）・五水合物
'0272/012 Ⅲ '7789-45-9 臭化銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper dibromide 溴化铜（ＩＩ）
'0272/013 Ⅲ '10031-43-3 硝酸銅（ＩＩ）・三水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper(II) bis(nitrate) trihydrate 硝酸铜（ＩＩ）・三水合物
'0272/014 Ⅲ '10125-13-0 塩化銅（ＩＩ）・二水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper dichloride dihydrate 氯化铜（ＩＩ）・二水合物
'0272/015 Ⅲ '12062-24-7 六フッ化ケイ酸銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper hexafluorosilicate 六氟硅酸铜（ＩＩ）
'0272/017 Ⅲ '13587-25-2 硫酸銅（ＩＩ）アンモニウム 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Diammonium copper(2+) disulphate 硫酸铜(II)铵
'0272/018 Ⅲ '13587-26-3 硫酸銅（ＩＩ）アンモニウム・六水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Sulfuric acid, ammonium copper(2+) salt (2:2:1), hexahydrate 六水合硫酸铜(II)铵
'0272/019 Ⅲ '13587-29-6 硫酸カリウム銅（ＩＩ）・六水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Sulfuric acid, copper(2+) potassium salt (2:1:2), hexahydrate 六水合硫酸铜钾（ＩＩ）
'0272/020 Ⅲ '13770-18-8 過塩素酸銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper diperchlorate 高氯酸铜（ＩＩ）
'0272/021 Ⅲ '14017-38-0 スルファミン酸銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper disulfamate 氨基磺酸铜（ＩＩ）
'0272/022 Ⅲ '20908-85-4 硫酸タリウム（Ｉ）銅（ＩＩ）・六水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Sulfuric acid, copper(2+) thallium(1+) salt (2:1:2), 硫酸铊（Ｉ）铜（ＩＩ）・六水合物
'0272/023 Ⅲ '25869-11-8 六フッ化ケイ酸銅（ＩＩ）・四水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper hexafluorosilicate tetrahydrate 六氟硅酸铜（ＩＩ）・四水合物
'0272/024 Ⅲ '28038-29-1 硫酸タリウム（Ｉ）銅（ＩＩ） 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Sulfuric acid, copper(2+) thallium(1+) salt (2:1:2) 硫酸铊（Ｉ）铜（ＩＩ）
'0272/025 Ⅲ '124594-13-4 スルファミン酸銅（ＩＩ）・四水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Copper bis(sulfamate) tetrahydrate 氨基磺酸铜（ＩＩ）・四水合物
'0272/027 Ⅲ '10294-46-9 過塩素酸銅（ＩＩ）・六水和物 銅水溶性塩（錯塩を除く。） Perchloric acid, copper(2+) salt hexahydrate 高氯酸铜（ＩＩ）・六水合物
'0273 Ⅲ '112-53-8 ドデカン－１－オール １－ドデカノール（別名ノルマル－ドデシルアルコール） Dodecan-1-ol 十二醇
'0274 Ⅲ '25103-58-6 ｔｅｒｔ－ドデカンチオール ターシャリ－ドデカンチオール tert-Dodecanethiol 叔十二烷基硫醇
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'0275 Ⅲ '151-21-3 ナトリウム＝ドデカン－１－イル＝スルファート ドデシル硫酸ナトリウム Sodium dodecan-1-yl sulfate 十二烷基硫酸钠

'0276 Ⅲ '112-57-2 ３，６，９－トリアザウンデカン－１，１１－ジイルジアミン
３，６，９－トリアザウンデカン－１，１１－ジアミン（別名テトラ
エチレンペンタミン）

3,6,9-Triazaundecane-1,11-diyldiamine 四亚乙基五胺

'0277 Ⅲ '121-44-8 トリエチルアミン トリエチルアミン Triethylamine 三乙胺
'0278 Ⅲ '112-24-3 ３，６－ジアザオクタン－１，８－ジイルジアミン トリエチレンテトラミン 3,6-Diazaoctane-1,8-diyldiamine 三乙烯四胺
'0282 Ⅲ '76-03-9 トリクロロ酢酸 トリクロロ酢酸 Trichloroacetic acid 三氯乙酸
'0283 Ⅲ '108-77-0 ２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジン ２，４，６－トリクロロ－１，３，５－トリアジン Cyanuric chloride 三聚氯氰
'0285 Ⅲ '76-06-2 トリクロロ（ニトロ）メタン トリクロロニトロメタン（別名クロロピクリン） Trichloro(nitro)methane 三氯（硝基）甲烷

'0286 Ⅲ '55335-06-3 （３，５，６－トリクロロ－２－ピリジル）オキシ酢酸
（３，５，６－トリクロロ－２－ピリジル）オキシ酢酸（別名トリク
ロピル）

[(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy]acetic acid 3,5,6-三氯-2-吡啶氧基乙酸 （别名：绿草定）

'0287 Ⅲ '88-06-2 ２，４，６－トリクロロフェノール ２，４，６－トリクロロフェノール 2,4,6-Trichlorophenol 2,4,6-三氯苯酚
'0289 Ⅲ '96-18-4 １，２，３－トリクロロプロパン １，２，３－トリクロロプロパン 1,2,3-Trichloropropane 1,2,3-三氯丙烷; 三甲苯磷酸酯
'0290/000 Ⅲ ' トリクロロベンゼン トリクロロベンゼン Trichlorobenzene 三氯苯
'0290/001 Ⅲ '87-61-6 １，２，３－トリクロロベンゼン トリクロロベンゼン 1,2,3trichlorobenzene 1,2,3-三氯苯
'0290/002 Ⅲ '108-70-3 １，３，５－トリクロロベンゼン トリクロロベンゼン 1,3,5-Trichlorobenzene 1,3,5-三氯苯
'0290/003 Ⅲ '120-82-1 １，２，４－トリクロロベンゼン トリクロロベンゼン 1,2,4-trichlorobenzene 1,2,4-三氯苯
'0290/004 Ⅲ '12002-48-1 トリクロロベンゼン トリクロロベンゼン Trichlorobenzene 三氯苯

'0291 Ⅲ '2451-62-9
１，３，５－トリス（２，３－エポキシプロピル）－１，３，５－トリ
アジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン

１，３，５－トリス（２，３－エポキシプロピル）－１，３，５－トリ
アジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオン

1,3,5-Trisglycidyl-isocyanuric acid
三缩水甘油基异氰脲酸酯; 1,3,5-三(环氧乙基甲基)-1,3,5-
三嗪-2,4,6-(1H,3H,5H)-三酮

'0292 Ⅲ '102-82-9 トリブタン－１－イルアミン トリブチルアミン Tributan-1-ylamine 三正丁胺

'0293 Ⅲ '1582-09-8
α，α，α－トリフルオロ－２，６－ジニトロ－Ｎ，Ｎ－ジプロ
ピル－ｐ－トルイジン

アルファ，アルファ，アルファ－トリフルオロ－２，６－ジニトロ
－Ｎ，Ｎ－ジプロピル－パラ－トルイジン（別名トリフルラリ

Trifluralin
2,6-二硝基-N,N-二正丙基-4-三氟甲基苯胺 （别名：氟乐
灵）

'0294 Ⅲ '118-79-6 ２，４，６－トリブロモフェノール ２，４，６－トリブロモフェノール 2,4,6-Tribromophenol 2,4,6-三溴苯酚
'0295 Ⅲ '3452-97-9 ３，５，５－トリメチル－１－ヘキサノール ３，５，５－トリメチル－１－ヘキサノール 1-Hexanol, 3,5,5-trimethyl- 3,5,5-三甲基-1-己醇
'0296/000 Ⅲ ' １，２，４－トリメチルベンゼン １，２，４－トリメチルベンゼン 1,2,4-Trimethylbenzene 1,2,4-三甲基苯
'0296/001 Ⅲ '95-63-6 １，２，４－トリメチルベンゼン １，２，４－トリメチルベンゼン 1,2,4-Trimethylbenzene 1,2,4-三甲基苯
'0297/000 Ⅲ ' １，３，５－トリメチルベンゼン １，３，５－トリメチルベンゼン 1,3,5-Trimethylbenzene 1,3,5-三甲基苯
'0297/001 Ⅲ '108-67-8 １，３，５－トリメチルベンゼン １，３，５－トリメチルベンゼン 1,3,5-Trimethylbenzene 1,3,5-三甲基苯
'0298/000 Ⅲ ' トリレンジイソシアネート トリレンジイソシアネート tolylene diisocyanate 甲苯二异氰酸酯
'0298/001 Ⅲ '91-08-7 ２－メチル－１，３－フェニレン＝ジイソシアナート トリレンジイソシアネート Benzene, 1,3-diisocyanato-2-methyl- 2-甲基-1,3-亚苯基二异氰酸酯
'0298/002 Ⅲ '584-84-9 ４－メチル－１，３－フェニレン＝ジイソシアナート トリレンジイソシアネート Benzene, 2,4-disocyanato-1-methyl- 4-甲基-1,3-亚苯基二异氰酸酯
'0298/003 Ⅲ '26471-62-5 メチル－１，３－フェニレン＝ジイソシアナート トリレンジイソシアネート Methyl-1,3-phenylene diisocyanate 甲基-1,3-亚苯基二异氰酸酯
'0298/004 Ⅲ '614-90-4 Benzene, 1,4-diisocyanato-2-methyl- トリレンジイソシアネート Benzene, 1,4-diisocyanato-2-methyl-  1,4-二异氰酸根-2-甲基-苯
'0298/005 Ⅲ '1321-38-6 メチルベンゼン－１，３－ジイソシアナート トリレンジイソシアネート Toluene diisocyanate 甲基苯-1,3-二异氰酸酯
'0298/006 Ⅲ '7373-19-5 Benzene, 1,2-diisocyanato-3-methyl- トリレンジイソシアネート Benzene, 1,2-diisocyanato-3-methyl-  1,2-二异氰酸根-3-甲基-苯
'0298/007 Ⅲ '13879-33-9 Benzene, 1,2-diisocyanato-4-methyl- トリレンジイソシアネート Benzene, 1,2-diisocyanato-4-methyl-  1,2-二异氰酸根-4-甲基-苯
'0298/008 Ⅲ '14219-05-7 Benzene, 1,3-diisocyanato-5-methyl- トリレンジイソシアネート Benzene, 1,3-diisocyanato-5-methyl-  1,3-二异氰酸根-5-甲基-苯
'0298/009 Ⅲ '26102-02-3 Benzene, 1,3-diisocyanato-2(or 4)-methyl- トリレンジイソシアネート Benzene, 1,3-diisocyanato-2(or 4)-methyl-  1,3-二异氰酸根-（2或4）-甲基-苯
'0298/010 Ⅲ '35465-61-3 Benzene, 1,2-diisocyanatomethyl- トリレンジイソシアネート Benzene, 1,2-diisocyanatomethyl- 1,2-二异氰酸根甲基苯
'0299/000 Ⅲ ' トルイジン トルイジン toluidine 甲苯胺
'0299/001 Ⅲ '95-53-4 ｏ－トルイジン トルイジン o-Toluidine 2-甲基苯胺; 邻甲基苯胺
'0299/002 Ⅲ '106-49-0 ｐ－トルイジン トルイジン Aniline, 4-methyl- 对甲苯胺
'0299/003 Ⅲ '108-44-1 ｍ－トルイジン トルイジン m-Toluidine 间甲苯胺
'0299/004 Ⅲ '26915-12-8 トルイジン トルイジン Toluidine 甲苯胺
'0300/000 Ⅲ ' トルエン トルエン Toluene 甲苯
'0300/001 Ⅲ '108-88-3 トルエン トルエン Toluene 甲苯
'0301/000 Ⅲ ' トルエンジアミン トルエンジアミン 4-Methyl-1,3-phenylenediamine 甲苯二胺
'0301/001 Ⅲ '95-70-5 ２－メチル－１，４－フェニレンジアミン トルエンジアミン 2-Methyl-1,4-phenylenediamine 2-甲基-1,4-苯二胺
'0301/002 Ⅲ '95-80-7 ４－メチル－１，３－フェニレンジアミン トルエンジアミン 4-Methyl-1,3-phenylenediamine 2,4-二氨基甲苯; 4-甲基-1,3-苯二胺
'0301/003 Ⅲ '108-71-4 ５－メチルベンゼン－１，３－ジアミン トルエンジアミン Toluene-3,5-diamine 5-甲基苯-1,3-苯二胺
'0301/004 Ⅲ '496-72-0 ４－メチルベンゼン－１，２－ジアミン トルエンジアミン Toluene-3,4-diamine 4-甲基-1,2-苯二胺
'0301/005 Ⅲ '823-40-5 ２－メチルベンゼン－１，３－ジアミン トルエンジアミン Toluene-2,6-diamine 2-甲基-1,3-苯二胺
'0301/006 Ⅲ '2687-25-4 ３－メチルベンゼン－１，２－ジアミン トルエンジアミン Toluene-2,3-diamine 3-甲基-1,2-苯二胺
'0301/007 Ⅲ '25376-45-8 メチル－１，３－フェニレンジアミン トルエンジアミン Methyl-1,3-phenylenediamine 甲苯二胺; 二氨基甲苯
'0301/008 Ⅲ '26764-44-3 1,3-Benzenediamine, ar-methyl- トルエンジアミン 1,3-Benzenediamine, ar-methyl- 1,3-二氨基甲苯
'0301/009 Ⅲ '26966-75-6 ａｒ－メチルベンゼン－１，２－ジアミン トルエンジアミン 3(or 4)-methylbenzene-1,2-diamine aｒ-甲基-1,2-苯二胺
'0301/010 Ⅲ '33379-31-6 1,4-Benzenediamine, 2-methyl- トルエンジアミン 1,4-Benzenediamine, 2-methyl- 1,4-二氨基甲苯
'0302 Ⅲ '91-20-3 ナフタレン ナフタレン Naphthalene 萘; 精萘; 并苯; 粗萘; 煤焦油脑; 萘饼
'0303 Ⅲ '3173-72-6 １，５－ジイソシアナトナフタレン １，５－ナフタレンジイル＝ジイソシアネート 1,5-Diisocyanatonaphthalene 1,5-二异氰酸萘
'0304/000 Ⅲ ' 鉛 鉛 lead 铅
'0304/001 Ⅲ '7439-92-1 鉛 鉛 lead 铅
'0306/000 Ⅲ ' 二アクリル酸ヘキサメチレン 二アクリル酸ヘキサメチレン Hexane-1,6-diyl diacrylate 六亚甲基二丙烯酸
'0306/001 Ⅲ '13048-33-4 ヘキサン－１，６－ジイル＝ジアクリラート 二アクリル酸ヘキサメチレン Hexane-1,6-diyl diacrylate 1,6-己二醇二丙烯酸酯
'0307 Ⅲ '7699-43-6 二塩化酸化ジルコニウム 二塩化酸化ジルコニウム Zirconium dichloride oxide 氧氯化锆
'0308/000 Ⅲ ' ニッケル ニッケル nickel 镍
'0308/001 Ⅲ '7440-02-0 ニッケル ニッケル nickel 镍
'0310 Ⅲ '139-13-9 ニトリロ三酢酸 ニトリロ三酢酸 Nitrilotriacetic acid 次氮基三乙酸
'0311 Ⅲ '91-23-6 ２－ニトロアニソール オルト－ニトロアニソール 2-Nitroanisole 2-硝基苯甲醚; 2-硝基茴香醚; 邻硝基苯甲醚
'0312 Ⅲ '88-74-4 ２－ニトロアニリン オルト－ニトロアニリン 2-Nitroaniline 2-硝基苯胺
'0313 Ⅲ '55-63-0 ニトログリセリン ニトログリセリン Nitroglycerin 硝化甘油
'0314 Ⅲ '100-00-5 ｐ－ニトロクロロベンゼン パラ－ニトロクロロベンゼン p-Nitrochlorobenzene 对硝基氯苯
'0315 Ⅲ '88-72-2 ２－ニトロトルエン オルト－ニトロトルエン 2-Nitrotoluene 2-硝基甲苯; 邻硝基甲苯
'0316 Ⅲ '98-95-3 ニトロベンゼン ニトロベンゼン Nitrobenzene 硝基苯
'0317 Ⅲ '75-52-5 ニトロメタン ニトロメタン Nitromethane 硝基甲烷
'0318 Ⅲ '75-15-0 二硫化炭素 二硫化炭素 Carbon disulfide 二硫化碳
'0319 Ⅲ '143-08-8 ノナン－１－オール １－ノナノール（別名ノルマル－ノニルアルコール） Nonan-1-ol 1-壬醇
'0320/000 Ⅲ ' ノニルフェノール ノニルフェノール nonylphenol 壬基酚
'0320/001 Ⅲ '104-40-5 ｐ－ノニルフェノール ノニルフェノール P-nonylphenol 4-壬基酚
'0320/002 Ⅲ '136-83-4 ｏ－ノニルフェノール ノニルフェノール O-nonylphenol 2-壬基酚
'0320/003 Ⅲ '139-84-4 ｍ－ノニルフェノール ノニルフェノール M-nonylphenol 3-壬基酚
'0320/004 Ⅲ '11066-49-2 イソノニルフェノール ノニルフェノール Isononylphenol 异壬基苯酚
'0320/005 Ⅲ '17404-45-4 Phenol, 2-(1-methyloctyl)- ノニルフェノール Phenol, 2-(1-methyloctyl)- 2-(1-甲基辛基)酚
'0320/006 Ⅲ '17404-66-9 ｐ－（１－メチルオクチル）フェノール ノニルフェノール P-(1-methyloctyl)phenol P-(1-甲基辛基)苯酚
'0320/007 Ⅲ '25154-52-3 ノニルフェノール ノニルフェノール Nonylphenol 壬基酚
'0320/008 Ⅲ '26543-97-5 ｐ－イソノニルフェノール ノニルフェノール P-isononylphenol P-异壬基酚
'0320/009 Ⅲ '27938-31-4 ｏ－イソノニルフェノール ノニルフェノール O-isononylphenol 邻异壬基酚
'0320/010 Ⅲ '30784-30-6 ｐ－（１，１－ジメチルヘプチル）フェノール ノニルフェノール P-(1,1-dimethylheptyl)phenol 4-(1,1-Dimethylheptyl)phenol
'0320/011 Ⅲ '52427-13-1 ｐ－（１－エチル－１－メチルヘキシル）フェノール ノニルフェノール 4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
'0320/012 Ⅲ '58865-77-3 Phenol, 4-tert-nonyl- ノニルフェノール Phenol, 4-tert-nonyl- 4-叔壬基酚
'0320/013 Ⅲ '84852-15-3 ４－ノニルフェノール（分枝） ノニルフェノール 4-nonylphenol, branched 4-壬基酚，支化结构
'0320/014 Ⅲ '87247-00-5 ｐ－トリ（プロピレン）フェノール ノニルフェノール ｐ－トリ（プロピレン）フェノール 对三丙烯苯酚
'0320/015 Ⅲ '70120-12-6 Phenol, 3-(1,1-dimethylheptyl)- ノニルフェノール Phenol, 3-(1,1-dimethylheptyl)- 3-（1,1-二甲基庚基）酚
'0320/016 Ⅲ '89585-68-2 Phenol, 2-tert-nonyl- ノニルフェノール Phenol, 2-tert-nonyl- 2-叔壬基酚
'0320/017 Ⅲ '91000-35-0 Phenol, 4-(2,4-dimethylheptyl)- ノニルフェノール Phenol, 4-(2,4-dimethylheptyl)- 4-(2,4-二甲基庚基）酚
'0320/018 Ⅲ '108449-27-0 Phenol, (3,5-dimethylheptyl)- ノニルフェノール Phenol, (3,5-dimethylheptyl)- (3,5-二甲基庚基）酚
'0320/019 Ⅲ '110327-09-8 Phenol, 4-[1-(1,1-dimethylethyl)-2,2-dimethylpropyl]- ノニルフェノール Phenol, 4-[1-(1,1-dimethylethyl)-2,2-dimethylpropyl]- 4- [1-（1,1-二甲基乙基）-2,2-二甲基丙基] 酚
'0320/020 Ⅲ '122961-18-6 Phenol, 4-(1,3-dimethylheptyl)- ノニルフェノール Phenol, 4-(1,3-dimethylheptyl)- 4-(1,3-二甲基庚基）酚
'0321/000 Ⅲ ' バナジウム化合物 バナジウム化合物 Divanadium pentaoxide 钒化合物
'0321/002 Ⅲ '12058-11-6 モリブデン酸バナジウム（ＶＭｏＯ５） モリブデン及びその化合物、バナジウム化合物 Molybdenum vanadium oxide (MoVO5) 钼酸钒（ＶMoO5）
'0321/004 Ⅲ '89256-12-2 モリブデン酸バナジウム モリブデン及びその化合物、バナジウム化合物 Molybdenum vanadium oxide (MoVO4) 钼酸钒
'0321/005 Ⅲ '1314-62-1 五酸化バナジウム バナジウム化合物 Divanadium pentaoxide 五氧化二钒
'0321/006 Ⅲ '12604-58-9 フェロバナジウム バナジウム化合物 Ferrovanadium dust 钒铁
'0321/007 Ⅲ '32777-32-5 バナジン酸タリウム バナジウム化合物 Thallium vanadium oxide (Tl3VO4) 钒酸铊

'0322 Ⅲ '3618-72-2
５’－［Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセチルオキシエチル）アミノ］－２’
－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフェニルアゾ）－４’－メトキシ
アセトアニリド

５’－［Ｎ，Ｎ－ビス（２－アセチルオキシエチル）アミノ］－２’
－（２－ブロモ－４，６－ジニトロフェニルアゾ）－４’－メトキシ
アセトアニリド

2,2'-[[5-acetamido-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophenyl)azo]-2-
methoxyphenyl]imino]diethyl diacetate

2,2'-((5-乙酰胺基-4-((2-溴-4,6-二硝基苯基)偶氮)-2-甲氧
基苯基)亚氨)二乙基二乙酸酯 （别名：分散蓝 79:1）

'0323 Ⅲ '1014-70-6
２，４－ビス（エチルアミノ）－６－メチルチオ－１，３，５－トリ
アジン

２，４－ビス（エチルアミノ）－６－メチルチオ－１，３，５－トリ
アジン（別名シメトリン）

2,4-bis(ethylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine 2,4-二乙胺基6-甲硫基-1,3,5-三嗪

'0324 Ⅲ '101-90-6 １，３－ビス（オキシラン－２－イルメトキシ）ベンゼン １，３－ビス［（２，３－エポキシプロピル）オキシ］ベンゼン 1,3-Bis(oxiran-2-ylmethoxy)benzene 1,3-苯二酚二缩水甘油醚
'0325/000 Ⅲ ' ビス（８－キノリノラト）銅 ビス（８－キノリノラト）銅（別名オキシン銅又は有機銅） 3,6-bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine clofentezine 双（8-羟基喹啉）铜
'0325/001 Ⅲ '10380-28-6 ビス（キノリン－８－オラト－κＮ，κＯ）銅（ＩＩ） ビス（８－キノリノラト）銅（別名オキシン銅又は有機銅） Bis(quinolin-8-olato-kappaN,kappaO)copper(II) 8-羟基喹啉铜

'0326 Ⅲ '74115-24-5 ３，６－ビス（２－クロロフェニル）－１，２，４，５－テトラジン
３，６－ビス（２－クロロフェニル）－１，２，４，５－テトラジン
（別名クロフェンチジン）

Clofentezine 3,6-双(2-氯苯基)-1,2,4,5-四嗪 （别名：四螨嗪）

'0327 Ⅲ '782-74-1 １，２－ビス（２－クロロフェニル）ヒドラジン １，２－ビス（２－クロロフェニル）ヒドラジン 1,2-Bis(2-chlorophenyl)hydrazine 1,2-双（2-氯苯基）联胺
'0328/000 Ⅲ ' ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジラム） ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジラム） Bis(dimethyldithiocarbamato-kappa(2)S,S')zinc 二甲基二硫代氨基甲酸锌 （別名：福美锌）
'0328/001 Ⅲ '137-30-4 ビス（ジメチルジチオカルバマト－κ（２）Ｓ，Ｓ’）亜鉛 ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジラム） Bis(dimethyldithiocarbamato-kappa(2)S,S')zinc (T-4)-双(二甲基二硫代氨基甲酸-S,S')锌

'0329 Ⅲ '64440-88-6
μ－（Ｎ，Ｎ’－エチレンジカルバモジチオアト－１κ（２）Ｓ：２
κ（２）Ｓ）ビス［（Ｎ，Ｎ－ジメチルカルバモジチオアト－κ（２）
Ｓ）亜鉛（ＩＩ）］

ビス（Ｎ，Ｎ－ジメチルジチオカルバミン酸）Ｎ，Ｎ’－エチレン
ビス（チオカルバモイルチオ亜鉛）（別名ポリカーバメート）

mu-(N,N'-Etylenedicarbamodithioato-
1kappa(2)S:2kappa(2)S)bis[(N,N-dimethylcarbamodithioato-
kappa(2)S)zinc(II)]

双(二甲基二硫代氨基甲酸基)亚乙基双(二硫代氨基甲酸)二
锌

'0330 Ⅲ '80-43-3
２－フェニル－２－［（２－フェニルプロパン－２－イル）ペル
オキシ］プロパン

ビス（１－メチル－１－フェニルエチル）＝ペルオキシド 2-Phenyl-2-[(2-phenylpropan-2-yl)peroxy]propane 过氧化二异丙苯

'0331 Ⅲ '95465-99-9
Ｓ，Ｓ－ジ－ｓｅｃ－ブチル＝Ｏ－エチル＝ホスホロジチオアー
ト

Ｓ，Ｓ－ビス（１－メチルプロピル）＝Ｏ－エチル＝ホスホロジ
チオアート（別名カズサホス）

S,S-Di-sec-butyl O-ethyl phosphorodithioate O-乙基-S,S-二仲丁基二硫代磷酸酯

'0333 Ⅲ '302-01-2 ヒドラジン ヒドラジン Hydrazine 肼; 无水联胺
'0334 Ⅲ '99-76-3 メチル＝４－ヒドロキシベンゾアート ４－ヒドロキシ安息香酸メチル Methyl 4-hydroxybenzoate 4-羟基苯甲酸甲酯 （别名：尼泊金甲酯）
'0335 Ⅲ '103-90-2 ４’－ヒドロキシアセトアニリド Ｎ－（４－ヒドロキシフェニル）アセトアミド 4'-Hydroxyacetanilide 4-乙酰氨基酚
'0336 Ⅲ '123-31-9 ヒドロキノン ヒドロキノン Hydroquinone 氢醌
'0337 Ⅲ '100-40-3 ４－ビニルシクロヘキサ－１－エン ４－ビニル－１－シクロヘキセン 4-Vinylcyclohex-1-ene 4-乙烯-1-环己烯 （别名：靛蓝）
'0338 Ⅲ '100-69-6 ２－ビニルピリジン ２－ビニルピリジン 2-Vinylpyridine 2-乙烯基吡啶
'0339 Ⅲ '88-12-0 Ｎ－ビニル－２－ピロリドン Ｎ－ビニル－２－ピロリドン N-Vinyl-2-pyrrolidone N-乙烯基-2-吡咯烷酮
'0340 Ⅲ '92-52-4 ビフェニル ビフェニル Biphenyl 联苯
'0341 Ⅲ '110-85-0 ピペラジン ピペラジン Piperazine 哌嗪
'0342 Ⅲ '110-86-1 ピリジン ピリジン Pyridine 吡啶
'0343 Ⅲ '120-80-9 ピロカテコール ピロカテコール（別名カテコール） Pyrocatechol 邻苯二酚
'0344/000 Ⅲ ' フェニルオキシラン フェニルオキシラン Oxirane, phenyl- 苯基环氧乙烷
'0344/001 Ⅲ '96-09-3 Oxirane, phenyl- フェニルオキシラン Oxirane, phenyl- 氧化苯乙烯; 7,8-氧化苯乙烯
'0344/002 Ⅲ '20780-53-4 Oxirane, phenyl-, (2R)- フェニルオキシラン Oxirane, phenyl-, (2R)- (R)-环氧苯乙烷
'0344/003 Ⅲ '20780-54-5 Oxirane, phenyl-, (2S)- フェニルオキシラン Oxirane, phenyl-, (2S)- (S)-环氧苯乙烷
'0345 Ⅲ '100-63-0 フェニルヒドラジン フェニルヒドラジン Phenylhydrazine 苯肼; 联氨基苯; 苯基联胺
'0346 Ⅲ '90-43-7 ビフェニル－２－オール ２－フェニルフェノール Biphenyl-2-ol 邻苯基酚
'0347 Ⅲ '941-69-5 Ｎ－フェニルマレイミド Ｎ－フェニルマレイミド N-Phenylmaleimide N-苯基马来酰亚胺
'0348/000 Ⅲ ' フェニレンジアミン フェニレンジアミン phenylenediamine 苯二胺
'0348/001 Ⅲ '95-54-5 ｏ－フェニレンジアミン フェニレンジアミン O-Phenylenediamine 1,2-苯二胺; 邻苯二胺; 1,2-二氨基苯
'0348/002 Ⅲ '106-50-3 ｐ－フェニレンジアミン フェニレンジアミン P-Phenylenediamine 1,4-苯二胺; 对苯二胺; 1,4-二氨基苯; 乌尔丝D
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'0348/003 Ⅲ '108-45-2 ｍ－フェニレンジアミン フェニレンジアミン M-phenylenediamine 间苯二胺; 1,3-苯二胺; 1,3-二氨基苯
'0348/004 Ⅲ '25265-76-3 フェニレンジアミン フェニレンジアミン Phenylenediamines 苯二胺
'0349 Ⅲ '108-95-2 フェノール フェノール Phenol 苯酚; 酚; 石炭酸

'0350/000 Ⅲ '
３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ

Permethrin
(3-苯氧基苯基)甲基-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙
烷羧酸酯 （別名：氯菊酯）

'0350/001 Ⅲ '51877-74-8
３－フェノキシベンジル＝（１Ｒ，３Ｓ）－３－（２，２－ジクロロ
ビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパン－１－カルボキシ
ラート

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ
ン）

3-Phenoxybenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-1-carboxylate

3-苯氧基苯基＝（1Ｒ,3S）-3-（2,2-二氯乙烯基）-2,2-二甲基
环丙烷-1-环丙烷羧酸酯

'0350/002 Ⅲ '52341-32-9
３－フェノキシベンジル＝ｔｒａｎｓ－３－（２，２－ジクロロビニ
ル）－２，２－ジメチルシクロプロパン－１－カルボキシラート

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ

3-Phenoxybenzyl trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-1-carboxylate

3-苯氧基苯基＝反-3-（2,2-二氯乙烯基）-2,2-二甲基环丙
烷-1-环丙烷羧酸酯

'0350/003 Ⅲ '52341-33-0
３－フェノキシベンジル＝ｃｉｓ－３－（２，２－ジクロロビニル）
－２，２－ジメチルシクロプロパン－１－カルボキシラート

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ

3-Phenoxybenzyl cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-1-carboxylate

3-苯氧基苯基＝顺-3-（2,2-二氯乙烯基）-2,2-二甲基环丙
烷-1-环丙烷羧酸酯

'0350/004 Ⅲ '52645-53-1
３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ

Permethrin 二氯苯醚菊酯

'0350/005 Ⅲ '54774-45-7
３－フェノキシベンジル＝（１Ｒ，３Ｒ）－３－（２，２－ジクロロ
ビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパン－１－カルボキシ
ラート

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ
ン）

3-Phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-1-carboxylate

3-苯氧基苯基＝（1Ｒ,3Ｒ）-3-（2,2-二氯乙烯基）-2,2-二甲基
环丙烷-1-环丙烷羧酸酯

'0350/006 Ⅲ '54774-46-8
３－フェノキシベンジル＝（１Ｓ，３Ｓ）－３－（２，２－ジクロロ
ビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパン－１－カルボキシ
ラート

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ
ン）

3-Phenoxybenzyl (1S,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-1-carboxylate

3-苯氧基苯基＝（1S,3S）-3-（2,2-二氯乙烯基）-2,2-二甲基
环丙烷-1-环丙烷羧酸酯

'0350/007 Ⅲ '54774-47-9
３－フェノキシベンジル＝（１Ｓ，３Ｒ）－３－（２，２－ジクロロ
ビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパン－１－カルボキシ
ラート

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ
ン）

3-Phenoxybenzyl (1S,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-1-carboxylate

3-苯氧基苯基＝（1S,3Ｒ）-3-（2,2-二氯乙烯基）-2,2-二甲基
环丙烷-1-环丙烷羧酸酯

'0350/008 Ⅲ '58072-95-0
３－フェノキシベンジル＝（１Ｒ，３Ｓ）－３－（２，２－ジクロロ
ビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパン－１－カルボキシ
ラート（炭素－１４標識）

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ
ン）

3-Phenoxybenzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-1-carboxylate, labeled with carbon-
14

3-苯氧基苯基＝（1Ｒ,3S）-3-（2,2-二氯乙烯基）-2,2-二甲基
环丙烷-1-环丙烷羧酸酯（碳14标记）

'0350/009 Ⅲ '58072-96-1
３－フェノキシベンジル＝（１Ｒ，３Ｒ）－３－（２，２－ジクロロ
ビニル）－２，２－ジメチルシクロプロパン－１－カルボキシ
ラート（炭素－１４標識）

３－フェノキシベンジル＝３－（２，２－ジクロロビニル）－２，
２－ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名ペルメトリ
ン）

3-Phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropane-1-carboxylate, labeled with carbon-
14

3-苯氧基苯基＝（1Ｒ,3Ｒ）-3-（2,2-二氯乙烯基）-2,2-二甲基
环丙烷-1-环丙烷羧酸酯（碳14标记）

'0352 Ⅲ '131-17-9 ジアリル＝フタラート フタル酸ジアリル Diallyl phthalate 邻苯二甲酸二烯丙酯
'0353 Ⅲ '84-66-2 ジエチル＝フタラート フタル酸ジエチル Diethyl phthalate 酞酸二乙酯
'0354 Ⅲ '84-74-2 ジブタン－１－イル＝フタラート フタル酸ジ－ノルマル－ブチル Dibutan-1-yl phthalate 鄰苯二甲酸二正丁酯; 邻苯二甲酸二-n-丁基
'0355 Ⅲ '117-81-7 ビス（２－エチルヘキサン－１－イル）＝フタラート フタル酸ビス（２－エチルヘキシル） Bis(2-ethylhexan-1-yl) phthalate 二(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯 ; 邻苯二甲酸二(2-乙基已基)
'0356 Ⅲ '85-68-7 ベンジル＝ブタン－１－イル＝フタラート フタル酸ノルマル－ブチル＝ベンジル Benzyl butan-1-yl phthalate 丁基苄基邻苯二甲酸酯; 邻苯二甲酸二乙基已基酯

'0357 Ⅲ '69327-76-0
２－ｔｅｒｔ－ブチルイミノ－３－イソプロピル－５－フェニルテト
ラヒドロ－４Ｈ－１，３，５－チアジアジン－４－オン

２－ターシャリ－ブチルイミノ－３－イソプロピル－５－フェニ
ルテトラヒドロ－４Ｈ－１，３，５－チアジアジン－４－オン（別
名ブプロフェジン）

2-tert-Butylimino-3-isopropyl-5-phenyltetrahydro-4H-
1,3,5-thiadiazin-4-one

2-叔丁基亚氨基-3-异丙基-5-苯基-1,3,5-噻二嗪-4-酮 （别
名：噻嗪酮）

'0358 Ⅲ '112410-23-8
Ｎ－ｔｅｒｔ－ブチル－Ｎ’－（４－エチルベンゾイル）－３，５－
ジメチルベンゾヒドラジド

Ｎ－ターシャリ－ブチル－Ｎ’－（４－エチルベンゾイル）－
３，５－ジメチルベンゾヒドラジド（別名テブフェノジド）

N-tert-Butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-
dimethylbenzohydrazide

N-特丁基-N'-(4-乙基苯甲酰基)-3,5-二甲基苯酰肼 （别名：
虫酰肼）

'0359 Ⅲ '2426-08-6 ２－（ブトキシメチル）オキシラン ノルマル－ブチル－２，３－エポキシプロピルエーテル 2-(Butoxymethyl)oxirane 正丁基缩水甘油醚

'0360 Ⅲ '17804-35-2
Ｎ－［１－（Ｎ－ｎ－ブチルカルバモイル）－１Ｈ－２－ベンゾイ
ミダゾリル］カルバミン酸メチル

Ｎ－［１－（Ｎ－ノルマル－ブチルカルバモイル）－１Ｈ－２－
ベンゾイミダゾリル］カルバミン酸メチル（別名ベノミル）

Benomyl 苯菌灵; 1-正胺基甲酰-苯骈咪唑-2-氨基甲酸甲酯

'0361 Ⅲ '122008-85-9
ブチル＝（Ｒ）－２－［４－（４－シアノ－２－フルオロフェノキ
シ）フェノキシ］プロピオナート

ブチル＝（Ｒ）－２－［４－（４－シアノ－２－フルオロフェノキ
シ）フェノキシ］プロピオナート（別名シハロホップブチル）

Butyl (R)-2-[4-(4-cyano-2-
fluorophenoxy)phenoxy]propionate

(R)-2-[4-(4-腈基-2-氟苯氧基)苯氧基]丙酸丁酯

'0362 Ⅲ '80060-09-9
１－ｔｅｒｔ－ブチル－３－（２，６－ジイソプロピル－４－フェノ
キシフェニル）チオ尿素

１－ターシャリ－ブチル－３－（２，６－ジイソプロピル－４－
フェノキシフェニル）チオ尿素（別名ジアフェンチウロン）

1-tert-Butyl-3-(2,6-diisopropyl-4-phenoxyphenyl)thiourea
1-特丁基-3-(2,6-二异丙基-4-苯氧苯基)硫脲 （别名：丁醚
脲）

'0363 Ⅲ '19666-30-9
５－ｔｅｒｔ－ブチル－３－（２，４－ジクロロ－５－イソプロポキ
シフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２（３Ｈ）－オン

５－ターシャリ－ブチル－３－（２，４－ジクロロ－５－イソプ
ロポキシフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール－２（３Ｈ）
－オン（別名オキサジアゾン）

5-tert-Butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-
oxadiazol-2(3H)-one

5-叔丁基-3-(2,4-二氯-5-异丙氧苯基)-1,3,4-恶二唑-2-酮
（别名：恶草酮）

'0364 Ⅲ '134098-61-6
ｔｅｒｔ－ブチル＝４－（｛［（１，３－ジメチル－５－フェノキシ－４
－ピラゾリル）メチリデン］アミノオキシ｝メチル）ベンゾアート

ターシャリ－ブチル＝４－（｛［（１，３－ジメチル－５－フェノキ
シ－４－ピラゾリル）メチリデン］アミノオキシ｝メチル）ベンゾ
アート（別名フェンピロキシメート）

tert-Butyl 4-({[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-4-
pyrazolyl)methylidene]aminooxy}methyl)benzoate

(E)-alpHa-(1,3-二甲基-5-苯氧基吡唑-4-亚甲基氨基氧)对
甲苯甲酸叔丁酯 （别名：唑螨酯）

'0365/000 Ⅲ ' ブチルヒドロキシアニソール（別名ＢＨＡ） ブチルヒドロキシアニソール（別名ＢＨＡ） tert-Butyl-4-methoxyphenol 丁基羟基茴香醚 （別名：BHa）
'0365/001 Ⅲ '88-32-4 ３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メトキシフェノール ブチルヒドロキシアニソール（別名ＢＨＡ） 3-tert-Butyl-4-methoxyphenol 3-叔丁基-4-甲氧基苯酚
'0365/004 Ⅲ '121-00-6 ２－ｔｅｒｔ－ブチル－４－メトキシフェノール ブチルヒドロキシアニソール（別名ＢＨＡ） 2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 2-叔丁基-4-甲氧基苯酚
'0365/007 Ⅲ '25013-16-5 ｔｅｒｔ－ブチル－４－メトキシフェノール ブチルヒドロキシアニソール（別名ＢＨＡ） tert-Butyl-4-methoxyphenol 叔丁基-4-羟基苯甲醚
'0365/010 Ⅲ '31345-37-6 ｔｅｒｔ－ブチル（メトキシ）フェノール ブチルヒドロキシアニソール（別名ＢＨＡ） tert-Butyl(methoxy)phenol 叔丁基羟基苯甲醚
'0366 Ⅲ '75-91-2 ｔｅｒｔ－ブチル＝ヒドロペルオキシド ターシャリ－ブチル＝ヒドロペルオキシド Hydroperoxide, tert-butyl- 叔丁基过氧化氢
'0367 Ⅲ '89-72-5 ２－ｓｅｃ－ブチルフェノール オルト－セカンダリ－ブチルフェノール 2-sec-Butylphenol 2-仲丁基苯酚
'0368/000 Ⅲ ' ４－ターシャリ－ブチルフェノール ４－ターシャリ－ブチルフェノール 4-tert-Butylphenol 4-叔丁基苯酚
'0368/001 Ⅲ '98-54-4 ４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール ４－ターシャリ－ブチルフェノール 4-tert-Butylphenol 4-叔丁基苯酚

'0369 Ⅲ '2312-35-8
２－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノキシ）シクロヘキシル＝２－プロ
ピニル＝スルフィット

２－（４－ターシャリ－ブチルフェノキシ）シクロヘキシル＝２
－プロピニル＝スルフィット（別名プロパルギット又はＢＰＰＳ）

Propargite
2-(4-特丁基苯氧基)环己基丙炔-2-基亚硫酸酯 （别名：炔
螨特）

'0370 Ⅲ '96489-71-3
２－ｔｅｒｔ－ブチル－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルベンジルチオ）－４
－クロロ－３（２Ｈ）－ピリダジノン

２－ターシャリ－ブチル－５－（４－ターシャリ－ブチルベンジ
ルチオ）－４－クロロ－３（２Ｈ）－ピリダジノン（別名ピリダベ
ン）

2-tert-Butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloro-3(2H)-
pyridazinone

2-叔丁基-5-(4-叔丁基苄硫基)-4-氯哒嗪-3-(2H)酮 （别名：
哒螨灵）

'0371 Ⅲ '119168-77-3
Ｎ－（４－ｔｅｒｔ－ブチルベンジル）－４－クロロ－３－エチル－
１－メチルピラゾール－５－カルボキサミド

Ｎ－（４－ターシャリ－ブチルベンジル）－４－クロロ－３－エ
チル－１－メチルピラゾール－５－カルボキサミド（別名テブ
フェンピラド）

N-(4-tert-Butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-
methylpyrazole-5-carboxamide

N-(4-特丁基苄基)-4-氯-3-乙基-1-甲基-5-吡唑甲酰胺
（别名：吡螨胺）

'0372 Ⅲ '95-31-8
Ｎ－（１，３－ベンゾチアゾール－２－イルスルファニル）－ｔｅｒ
ｔ－ブチルアミン

Ｎ－（ターシャリ－ブチル）－２－ベンゾチアゾールスルフェン
アミド

N-(1,3-Benzothiazol-2-ylsulfanyl)-tert-butylamine N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺

'0373 Ⅲ '88-60-8 ２－ｔｅｒｔ－ブチル－５－メチルフェノール ２－ターシャリ－ブチル－５－メチルフェノール 2-tert-Butyl-5-methylphenol 6-叔丁基间甲酚
'0374/000 Ⅲ ' ふっ化水素及びその水溶性塩 ふっ化水素及びその水溶性塩 hydrogen fluoride and its water-soluble salts 氟化氢及其水溶性盐
'0374/002 Ⅲ '7782-64-1 フッ化マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese difluoride 氟化锰（ＩＩ）
'0374/005 Ⅲ '7783-53-1 フッ化マンガン（ＩＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese trifluoride 氟化锰（ＩＩＩ）
'0374/015 Ⅲ '13817-36-2 フッ化マンガン（ＩＩ）・四水和物 マンガン及びその化合物、ふっ化水素及びその水溶性塩 Manganese difluoride tetrahydrate 氟化锰（ＩＩ）・四水合物
'0374/020 Ⅲ '1341-49-7 フッ化水素アンモニウム ふっ化水素及びその水溶性塩 Ammonium hydrogendifluoride ((NH4)(HF2)) 氟化氢铵
'0374/021 Ⅲ '7664-39-3 フッ化水素酸 ふっ化水素及びその水溶性塩 Hydrofluoric acid 氟化氢酸
'0374/022 Ⅲ '7681-49-4 フッ化ナトリウム ふっ化水素及びその水溶性塩 Sodium fluoride 氟化钠
'0374/023 Ⅲ '7783-47-3 フッ化スズ（ＩＩ） ふっ化水素及びその水溶性塩 Tin difluoride 氟化锡（ＩＩ）
'0374/024 Ⅲ '7783-62-2 フッ化スズ（ＩＶ） ふっ化水素及びその水溶性塩 Tetrafluorostannane 氟化锡（ＩＶ）
'0374/025 Ⅲ '7783-64-4 フッ化ジルコニウム（ＩＶ） ふっ化水素及びその水溶性塩 Zirconium tetrafluoride 氟化锆（ＩＶ）
'0374/027 Ⅲ '7789-23-3 フッ化カリウム ふっ化水素及びその水溶性塩 Potassium fluoride 氟化钾
'0374/028 Ⅲ '7789-27-7 フッ化タリウム（Ｉ） ふっ化水素及びその水溶性塩 Thallium fluoride 氟化铊（Ｉ）
'0374/029 Ⅲ '7789-29-9 フッ化水素カリウム ふっ化水素及びその水溶性塩 Potassium hydrogendifluoride 氟化氢钾
'0374/030 Ⅲ '12125-01-8 フッ化アンモニウム ふっ化水素及びその水溶性塩 Ammonium fluoride ((NH4)F) 氟化铵
'0374/031 Ⅲ '13400-13-0 フッ化セシウム ふっ化水素及びその水溶性塩 Caesium fluoride 氟化铯
'0374/032 Ⅲ '13455-21-5 フッ化カリウム・二水和物 ふっ化水素及びその水溶性塩 Potassium fluoride dihydrate 氟化钾・二水合物
'0374/033 Ⅲ '17022-86-5 フッ化セシウム・３／２水和物 ふっ化水素及びその水溶性塩 Cecium fluoride (CsF) 3/2hydrate 氟化铯・3／2水合物
'0374/034 Ⅲ '1333-83-1 フッ化水素ナトリウム ふっ化水素及びその水溶性塩 sodium hydrogendifluoride 氟化氢钠
'0375/000 Ⅲ ' ２－ブテナール ２－ブテナール But-2-enal 2-丁烯醛
'0375/001 Ⅲ '123-73-9 （２Ｅ）－クロトンアルデヒド ２－ブテナール (E)-crotonaldehyde 巴豆醛
'0375/002 Ⅲ '4170-30-3 ブタ－２－エナール ２－ブテナール But-2-enal 反式丁烯醛

'0376 Ⅲ '23184-66-9
Ｎ－（ブトキシメチル）－２－クロロ－２’，６’－ジエチルアセト
アニリド

Ｎ－ブトキシメチル－２－クロロ－２’，６’－ジエチルアセトア
ニリド（別名ブタクロール）

N-(Butoxymethyl)-2-chloro-2',6'-diethylacetanilide N-(丁氧基甲基)-2-氯-N-(2,6-二乙基苯基)乙酰胺

'0377 Ⅲ '110-00-9 フラン フラン Furan 呋喃; 氧杂茂

'0378 Ⅲ '12071-83-9 Ｎ，Ｎ’－プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛
Ｎ，Ｎ’－プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重合
物（別名プロピネブ）

Propineb N,N'-丙烯基双二硫代氨基甲酸锌

'0379 Ⅲ '107-19-7 ２－プロピン－１－オール ２－プロピン－１－オール 2-Propyn-1-ol 2-丙炔-1-醇
'0381 Ⅲ '75-27-4 ブロモジクロロメタン ブロモジクロロメタン Bromodichloromethane 一溴二氯甲烷

'0383 Ⅲ '314-40-9
５－ブロモ－３－ｓｅｃ－ブチル－６－メチルピリミジン－２，４
（１Ｈ，３Ｈ）－ジオン

５－ブロモ－３－セカンダリ－ブチル－６－メチル－１，２，
３，４－テトラヒドロピリミジン－２，４－ジオン（別名ブロマシ

5-Bromo-3-sec-butyl-6-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-
dione

5-溴-3-仲丁基-6-甲基脲嘧啶 （别名：除草定）

'0384 Ⅲ '106-94-5 １－ブロモプロパン １－ブロモプロパン 1-Bromopropane 1-溴丙烷; 溴代丙烷; 正丙基溴; 溴代正丙烷; 丙基溴
'0389 Ⅲ '112-02-7 ヘキサデカン－１－イル（トリメチル）アンモニウム＝クロリド ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド Hexadecan-1-yl(trimethyl)ammonium chloride 十六烷基三甲基氯化铵
'0390 Ⅲ '124-09-4 ヘキサン－１，６－ジイルジアミン ヘキサメチレンジアミン Hexane-1,6-diyldiamine 1,6-已烷二胺
'0391 Ⅲ '822-06-0 １，６－ジイソシアナトヘキサン ヘキサメチレン＝ジイソシアネート 1,6-Diisocyanatohexane 1,6-己二异氰酸酯
'0392 Ⅲ '110-54-3 ヘキサン ノルマル－ヘキサン Hexane 己烷
'0393 Ⅲ '135-19-3 ２－ナフトール ベタナフトール 2-Naphthol 2-萘酚
'0395/000 Ⅲ ' ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 Water-soluble salts of peroxodisulfuric acid 过二硫酸的水溶性盐类
'0395/001 Ⅲ '7727-21-1 ペルオキシ二硫酸二カリウム ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 Dipotassium peroxydisulfate 过硫酸钾
'0395/002 Ⅲ '7727-54-0 ペルオキシ二硫酸二アンモニウム ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 Diammonium peroxydisulfate 过硫酸铵
'0395/003 Ⅲ '7775-27-1 ペルオキシ二硫酸二ナトリウム ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 Disodium peroxydisulfate 过硫酸钠
'0395/004 Ⅲ '13466-19-8 ペルオキシ二硫酸バリウム・四水和物 ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 Barium peroxydisulfate tetrahydrate 过硫酸钡・四水合物
'0395/005 Ⅲ '14392-58-6 ペルオキシ二硫酸バリウム ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 Peroxydisulfuric acid ([(HO)S(O)2]2O2), barium salt (1:1) 过硫酸钡
'0398/000 Ⅲ ' ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル） ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル） (Chloromethyl)benzene 氯化苄
'0398/001 Ⅲ '100-44-7 （クロロメチル）ベンゼン ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル） (Chloromethyl)benzene 氯化苄; 苄基氯
'0399 Ⅲ '100-52-7 ベンズアルデヒド ベンズアルデヒド Benzaldehyde 苯甲醛

'0401 Ⅲ '552-30-7
１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロイソベンゾフラン－５－カル
ボン酸

１，２，４－ベンゼントリカルボン酸１，２－無水物 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylic acid 偏苯三酸酐

'0402 Ⅲ '73250-68-7
２－（２－ベンゾチアゾリルオキシ）－Ｎ－メチルアセトアニリ
ド

２－（２－ベンゾチアゾリルオキシ）－Ｎ－メチルアセトアニリ
ド（別名メフェナセット）

mefenacet 苯噻草胺

'0403/000 Ⅲ ' ベンゾフェノン ベンゾフェノン Benzophenone 二苯甲酮
'0403/001 Ⅲ '119-61-9 ベンゾフェノン ベンゾフェノン Benzophenone 二苯甲酮
'0405/000 Ⅲ ' ほう素化合物 ほう素化合物 boron compounds 硼化物
'0405/001 Ⅲ '10192-46-8 ホウ酸亜鉛 ほう素化合物 Diboron trizinc hexaoxide 硼酸锌
'0405/007 Ⅲ '12006-98-3 ホウ化モリブデン（ＩＩＩ） モリブデン及びその化合物、ほう素化合物 Molybdenum boride 硼化钼（ＩＩＩ）
'0405/009 Ⅲ '12045-15-7 ホウ化マンガン マンガン及びその化合物、ほう素化合物 Manganese boride 硼化锰
'0405/010 Ⅲ '12228-50-1 二ホウ化マンガン マンガン及びその化合物、ほう素化合物 Manganese diboride 二硼化锰
'0405/016 Ⅲ '15915-03-4 ホウ酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物、ほう素化合物 Diboron trimanganese(2+) hexaoxide 硼酸锰（ＩＩ）
'0405/019 Ⅲ '30744-82-2 四フッ化ホウ酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物、ほう素化合物 Manganese(2+) tetrafluoroborate(1-) 四氟硼酸锰（ＩＩ）
'0405/022 Ⅲ '40105-04-2 メタホウ酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物、ほう素化合物 Diboron manganese tetraoxide 偏硼酸锰（ＩＩ）
'0405/025 Ⅲ '74-94-2 Ｎ－メチルメタナミンとボランの（１：１）付加物 ほう素化合物 Dimethylamine--borane (1:1) 二甲胺基甲硼烷（1：1）
'0405/026 Ⅲ '97-94-9 トリエチルボラン ほう素化合物 Triethylborane 三乙基硼
'0405/027 Ⅲ '102-24-9 ２，４，６－トリメトキシボロキシン ほう素化合物 Triboron trimethyl hexaoxide 2,4,6-三甲氧基环硼氧烷
'0405/028 Ⅲ '121-43-7 トリメチルホウ酸 ほう素化合物 Trimethyl borate 硼酸三甲酯

'0405/029 Ⅲ '283-56-7
２，８，９－トリオキサ－５－アザ－１－ボラビシクロ［３．３．
３］ウンデカン

ほう素化合物 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo[3.3.3]undecane 2,8,9-三氧杂-5-氮杂-1-硼杂双环[3.3.3]十一烷

'0405/030 Ⅲ '325-51-9 三フッ化ホウ素と安息香酸メチルの（１：１）付加物 ほう素化合物 (T-4)-Trifluoro(methyl benzoato-O')boron 三氟化硼和苯甲酸甲酯络合物（1：1）
'0405/031 Ⅲ '347-46-6 四フッ化ホウ酸４－（ジエチルアミノ）ベンゼンジアゾニウム ほう素化合物 4-(diethylamino)benzenediazonium tetrafluoroborate 四氟硼酸4-（二乙酯氨基）重氮苯
'0405/032 Ⅲ '367-46-4 フルオロホウ酸ジメチル ほう素化合物 Fluorodimethoxyborane 氟甲氧基硼烷
'0405/033 Ⅲ '372-44-1 フェノールと三フッ化ホウ素の（１：１）付加物 ほう素化合物 Phenol--boron trifluoride 苯酚三氟化硼络合物（1：1）
'0405/034 Ⅲ '372-56-5 Ｎ－エチルエタナミンと三フッ化ホウ素の（１：１）付加物 ほう素化合物 (T-4)-(N-Ethylethanamine)trifluoroboron N-乙酯乙胺和三氟化硼络合物（1：1）
'0405/035 Ⅲ '372-84-9 ブトキシジフルオロボラン ほう素化合物 Butoxydifluoroborane 乙氧基二氯烷
'0405/036 Ⅲ '373-57-9 三フッ化ホウ素とメタノールの（１：１）付加物 ほう素化合物 Boron, trifluoro(methanol)-, (T-4)- 三氟化硼甲醇络合物（1：1）
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'0405/037 Ⅲ '373-61-5 三フッ化ホウ素と酢酸の（１：２）付加物 ほう素化合物 Dihydrogen bis(acetato-O)difluoroborate(1-) 三氟化硼乙酸络合物（1：2）
'0405/038 Ⅲ '398-69-6 四フッ化ホウ酸２，５－ジクロロベンゼンジアゾニウム ほう素化合物 2,5-dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate 2,5-二氯苯重氮四氟硼酸盐
'0405/039 Ⅲ '426-79-9 四フッ化ホウ酸テトラフェニルホスホニウム ほう素化合物 traphenylphosphonium tetrafluoroborate 六氟磷酸四甲基铵
'0405/040 Ⅲ '429-06-1 四フッ化ホウ酸テトラエチルアンモニウム ほう素化合物 Tetraethylammonium tetrafluoroborate(1-) 四乙基四氟硼酸铵
'0405/041 Ⅲ '456-39-3 四フッ化ホウ酸３－クロロベンゼンジアゾニウム ほう素化合物 3-chlorobenzenediazonium tetrafluoroborate 三氯苯四氟硼酸重氮盐
'0405/042 Ⅲ '461-44-9 三フッ化ホウ素と酢酸エチルの（１：１）付加物 ほう素化合物 Ethyl acetate, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼乙酸乙酯络合物（1：1）
'0405/043 Ⅲ '462-19-1 ジブトキシフッ化ボラン ほう素化合物 Dibutoxyfluoroborane 二丁氧基氟化硼烷
'0405/044 Ⅲ '462-33-9 三フッ化ホウ素とギ酸エチルの（１：１）付加物 ほう素化合物 Ethyl formate, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼甲酸乙酯络合物（1：1）
'0405/045 Ⅲ '462-34-0 三フッ化ホウ素とテトラヒドロフランの（１：１）付加物 ほう素化合物 Trifluoro(tetrahydrofuran)boron 三氟化硼四氢呋喃络合物（1：1）
'0405/046 Ⅲ '591-00-4 三フッ化ホウ素と無水酢酸の（１：１）付加物 ほう素化合物 Acetic acid anhydride, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼醋酸酐络合物（1：1）
'0405/047 Ⅲ '591-92-4 三フッ化ホウ素と１－ブタノールの（１：２）付加物 ほう素化合物 1-Butanol, compd. with trifluoroborane (2:1) 三氟化硼1-丁醇络合物（1：2）
'0405/048 Ⅲ '593-04-4 三フッ化ホウ素と１，１’－オキシビス（ブタン）の（１：１）付加 ほう素化合物 Trifluoro[1,1'-oxybis[butane]]boron 三氟化硼丁醚络合物（1：1）
'0405/049 Ⅲ '660-53-7 三フッ化ホウ素とアニリンの（１：１）付加物 ほう素化合物 Boron, (benzenamine)trifluoro-, (T-4)- (苯胺)三氟硼

'0405/050 Ⅲ '661-32-5
三フッ化ホウ素と２－メチル－２－プロパンアミンの（１：１）付
加物

ほう素化合物 2-Methyl-2-propanamine, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼2-甲基-2-丙烷胺络合物（1：1）

'0405/051 Ⅲ '673-24-5 三フッ化ホウ素とトリエタノールアミンの（１：１）付加物 ほう素化合物
Boron, trifluoro[2,2',2''-(nitrilo-.kappa.N)tris[ethanol]]-, (T-
4)-

三氟化硼三乙醇胺络合物（1：1）

'0405/052 Ⅲ '676-65-3 三フッ化ホウ素と２－プロパノールの（１：１）付加物 ほう素化合物 2-Propanol, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼异丙醇络合物（1：1）
'0405/053 Ⅲ '688-71-1 ホウ酸トリプロピルエステル ほう素化合物 Tripropyl borate 硼酸三丙酯
'0405/054 Ⅲ '688-74-4 ホウ酸トリブチルエステル ほう素化合物 Tributyl borate 硼酸三丁酯
'0405/055 Ⅲ '692-39-7 三フッ化ホウ素と１－ブタノールの（１：１）付加物 ほう素化合物 1-Butanol, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼1-丁醇络合物（1：1）
'0405/056 Ⅲ '696-99-1 三フッ化ホウ素とベンジルアミンの（１：１）付加物 ほう素化合物 (benzylamine)trifluoroboron 三氟化硼苄胺络合物（1：1）
'0405/057 Ⅲ '811-59-6 三フッ化ホウ素とジメチルアミンの（１：１）付加物 ほう素化合物 (T-4)-Trifluoro(N-methylmethanamine)boron 三氟化硼二甲胺络合物（1：1）
'0405/058 Ⅲ '818-91-7 三フッ化ホウ素と２－アミノエタノールの（１：１）付加物 ほう素化合物 Boron, [2-(amino-.kappa.N)ethanol]trifluoro-, (T-4)- 三氟化硼单乙醇胺络合物（1：1）
'0405/059 Ⅲ '868-81-5 クロロジメトキシボラン ほう素化合物 Chlorodimethoxyborane 氯二甲氧基硼烷
'0405/060 Ⅲ '1303-86-2 三酸化二ホウ素 ほう素化合物 Diboron trioxide 三氧化二硼; 氧化硼; 硼酐

'0405/061 Ⅲ '1303-96-4 四ホウ酸ナトリウム・十水和物 ほう素化合物 Borax
重硼酸钠; 四硼酸二钠; 四硼酸钠十水合物; 硼砂; 月石砂;
黄月砂

'0405/062 Ⅲ '1330-43-4 四ホウ酸ナトリウム ほう素化合物 Tetraboron disodium heptaoxide 无水四硼酸钠
'0405/063 Ⅲ '1481-38-5 三フッ化ホウ素とプロピオン酸エチルの（１：１）付加物 ほう素化合物 Ethyl propanoate, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼丙酸乙酯络合物（1：1）
'0405/064 Ⅲ '1730-69-4 ジブチルクロロボラン ほう素化合物 Dibutylchloroborane 二丁基氯硼烷
'0405/065 Ⅲ '1739-52-2 ジクロロプロピルボラン ほう素化合物 Dichloropropylborane 二氯丙基硼烷
'0405/066 Ⅲ '1739-53-3 ジクロロエチルボラン ほう素化合物 Dichloroethylborane 二氯乙酯硼烷
'0405/067 Ⅲ '1803-36-7 クロロジメチルボラン ほう素化合物 Chlorodimethylborane 氯二甲基硼烷
'0405/068 Ⅲ '2367-19-3 四フッ化ホウ酸４－（フェニルアミノ）ベンゼンジアゾニウム ほう素化合物 4-(phenylamino)benzenediazonium tetrafluoroborate 4-（苯基氨基）苯重氮四氟硼酸盐

'0405/069 Ⅲ '2641-68-1
２，４－ジメチルベンゼンアミンと三フッ化ホウ素の（１：１）付
加物

ほう素化合物 2,4-Dimethylbenzenamine, compd. with trifluoroborane (1:1) 2,4-二甲基苯胺三氟化硼络合物（1：1）

'0405/070 Ⅲ '2802-68-8 三フッ化メトキシホウ酸とメタノールの（１：１）付加物 ほう素化合物
Hydrogen trifluoromethoxyborate(1-), compound with
methanol (1:1)

三氟化甲氧基硼酸甲醇络合物（1：1）

'0405/071 Ⅲ '5314-83-0 クロロジエチルボラン ほう素化合物 Chlorodiethylborane 氯二乙基硼烷
'0405/072 Ⅲ '5419-55-6 ホウ酸トリス（１－メチルエチル）エステル ほう素化合物 Boric acid, tris(1-methylethyl) ester 硼酸三异丙酯

'0405/073 Ⅲ '6098-53-9
四フッ化ホウ酸４－（ジエチルアミノ）－２－メチルベンゼンジ
アゾニウム

ほう素化合物
4-(diethylamino)-2-methylbenzenediazonium
tetrafluoroborate

4-（二甲基氨基）-2-甲基苯重氮四氟硼酸盐

'0405/074 Ⅲ '7318-78-7 ジクロロメチルボラン ほう素化合物 Dichloromethylborane 二氯甲基硼烷
'0405/075 Ⅲ '7397-43-5 ホウ酸トリ－ｔｅｒｔ－ブチル ほう素化合物 Tris(1,1-dimethylethyl)borate 三叔丁基硼酸酯
'0405/076 Ⅲ '7632-04-4 過ホウ酸ナトリウム ほう素化合物 Sodium perborate 过硼酸钠; 高硼酸钠
'0405/077 Ⅲ '7637-07-2 三フッ化ホウ素 ほう素化合物 Borane, trifluoro- 三氟化硼
'0405/078 Ⅲ '7680-99-1 ジクロロイソプロピルボラン ほう素化合物 Dichloro(1-methylethyl)borane 二氯异丙基硼烷
'0405/079 Ⅲ '7775-19-1 メタホウ酸ナトリウム（ＮａＢＯ２） ほう素化合物 Sodium metaborate, anhydrous 偏硼酸钠（NaBO2）
'0405/080 Ⅲ '10043-11-5 窒化ホウ素 ほう素化合物 Boron nitride (BN) 窒化硼
'0405/081 Ⅲ '10043-35-3 ホウ酸（Ｈ３ＢＯ３） ほう素化合物 Boric acid 硼酸; 葺攉
'0405/082 Ⅲ '10294-33-4 三臭化ホウ素 ほう素化合物 Borane, tribromo- 三溴化硼
'0405/083 Ⅲ '10294-34-5 三塩化ホウ素 ほう素化合物 Borane, trichloro- 三氯化硼
'0405/084 Ⅲ '10332-33-9 過ホウ酸ナトリウム・一水和物 ほう素化合物 Sodium perborate monohydrate 高硼酸钠; 过硼酸钠
'0405/085 Ⅲ '10486-00-7 過ホウ酸ナトリウム・四水和物 ほう素化合物 Sodium perborate tetrahydrate 高硼酸钠四水合物; 过硼酸钠四水合物
'0405/086 Ⅲ '10581-11-0 三フッ化ホウ素とエチレングリコールの（１：１）付加物 ほう素化合物 1,2-Ethanediol, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼和乙二醇络合物（1：1）
'0405/087 Ⅲ '12006-84-7 ホウ化鉄（ＩＩＩ） ほう素化合物 Iron boride 硼化鉄（ＩＩＩ）
'0405/088 Ⅲ '12006-85-8 ホウ化二鉄 ほう素化合物 Diiron boride 硼化鉄
'0405/089 Ⅲ '12007-08-8 ホウ化チタン（ＩＩＩ） ほう素化合物 Titanium monoboride 硼化钛（ＩＩＩ）
'0405/090 Ⅲ '12007-09-9 ホウ化タングステン（ＷＢ） ほう素化合物 Tungsten boride 硼化钨（WB）
'0405/091 Ⅲ '12007-58-8 四ホウ酸アンモニウム ほう素化合物 Diammonium tetraborate 四硼酸铵
'0405/092 Ⅲ '12007-60-2 四ホウ酸リチウム ほう素化合物 Dilithium tetraborate 四硼酸锂
'0405/093 Ⅲ '12007-89-5 五ホウ酸アンモニウム ほう素化合物 Diammonium decaborate 五硼酸铵
'0405/094 Ⅲ '12007-98-6 ホウ化タングステン（Ｗ２Ｂ５） ほう素化合物 Ditungsten pentaboride 硼化钨（W2B5）
'0405/095 Ⅲ '12007-99-7 六ホウ化カルシウム ほう素化合物 Calcium hexaboride 六硼化钙
'0405/096 Ⅲ '12008-21-8 六ホウ化ランタン ほう素化合物 Lanthanum hexaboride 六硼化镧
'0405/097 Ⅲ '12011-54-0 炭化ホウ素 ほう素化合物 Boron carbide 碳化硼
'0405/098 Ⅲ '12045-63-5 二ホウ化チタン ほう素化合物 Titanium diboride 二硼化钛
'0405/099 Ⅲ '12045-64-6 二ホウ化ジルコニウム ほう素化合物 Zirconium diboride 硼化锆
'0405/100 Ⅲ '12069-32-8 炭化ホウ素（ＣＢ４） ほう素化合物 Boron carbide 碳化硼（CB4）
'0405/101 Ⅲ '12228-69-2 二ホウ化タングステン ほう素化合物 Tungsten diboride 硼化二钨
'0405/102 Ⅲ '12228-87-4 四ホウ酸アンモニウム・四水和物 ほう素化合物 Ammonium boron oxide ((NH4)2B4O7) tetrahydrate 硼酸铵・四水合物

'0405/103 Ⅲ '12447-38-0 四ホウ酸（Ｈ６Ｂ４Ｏ９） ほう素化合物
Trihydrogen mu-hydroxydihydroxybis[mu-[orthoborato(3-)-
O,O']]diborate

四硼酸（H6B4O9）

'0405/104 Ⅲ '13195-76-1 ホウ酸トリス（２－メチルプロピル） ほう素化合物 Triisobutyl borate 硼酸三（2-甲基丙基）酯
'0405/105 Ⅲ '13308-51-5 リン酸ホウ素 ほう素化合物 Boron orthophosphate 磷酸硼
'0405/106 Ⅲ '13317-64-1 クロロビス（２－メチルプロピル）ボラン ほう素化合物 Chlorobis(2-methylpropyl)borane 氯双（2-甲基丙基）硼烷
'0405/107 Ⅲ '13319-75-0 三フッ化ホウ素・二水和物 ほう素化合物 Trifluoroborane dihydrate 三氟化硼・二水合物
'0405/108 Ⅲ '13331-55-0 三フッ化ホウ素と１－ブタナミンの（１：１）付加物 ほう素化合物 1-Butanamine, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼1-丁胺络合物（1：1）
'0405/109 Ⅲ '13453-69-5 メタホウ酸リチウム ほう素化合物 Lithium metaborate 偏硼酸锂
'0405/110 Ⅲ '13460-50-9 メタホウ酸（ＨＢＯ２） ほう素化合物 Metaboric acid 偏硼酸（HBO2）
'0405/111 Ⅲ '13460-51-0 ホウ酸（Ｈ３Ｂ３Ｏ６） ほう素化合物 Boric acid (H3B3O6) 硼酸（H3B3O6）
'0405/112 Ⅲ '13465-88-8 メタホウ酸銀（Ｉ） ほう素化合物 Silver metaborate 偏硼酸银（Ｉ）
'0405/113 Ⅲ '13533-00-1 三フッ化ホウ素とテトラヒドロフランの付加物 ほう素化合物 Tetrahydrofuran, compd. with trifluoroborane 三氟化硼四氢呋喃络合物
'0405/114 Ⅲ '13669-76-6 三フッ化ホウ素とリン酸の（１：１）付加物 ほう素化合物 Trihydrogen trifluoro[phosphato(3-)-O]borate(3-) 三氟化硼磷酸络合物（1：1）
'0405/115 Ⅲ '13701-59-2 メタホウ酸バリウム（Ｂａ（ＢＯ２）２） ほう素化合物 Barium bis(dioxoborate) 偏硼酸钡（Ba（BO2）2）
'0405/116 Ⅲ '13701-64-9 メタホウ酸カルシウム（Ｃａ（ＢＯ２）２） ほう素化合物 Diboron calcium tetraoxide 偏硼酸钙（Ca（BO2）2）
'0405/117 Ⅲ '13703-84-9 メタホウ酸ストロンチウム（ＩＩ） ほう素化合物 Strontium metaborate 偏硼酸锶（ＩＩ）
'0405/118 Ⅲ '13709-94-9 メタホウ酸カリウム ほう素化合物 Boric acid (HBO2), potassium salt (1:1) 偏硼酸钾
'0405/119 Ⅲ '13755-29-8 四フッ化ホウ酸ナトリウム ほう素化合物 Sodium tetrafluoroborate 四氟硼酸钠
'0405/120 Ⅲ '13762-51-1 四水素化ホウ酸カリウム ほう素化合物 Potassium tetrahydroborate 硼氢化钾
'0405/121 Ⅲ '13770-24-6 メタホウ酸カルシウム・六水和物 ほう素化合物 Boric acid (HBO2), calcium salt (2:1), hexahydrate 偏硼酸钙・六水合物
'0405/122 Ⅲ '13780-71-7 水酸化ボラン（ＢＨ（ＯＨ）２） ほう素化合物 Metaboric acid 偏硼酸（BH（OH）2）
'0405/123 Ⅲ '13814-93-2 四フッ化ホウ酸カルシウム ほう素化合物 Calcium tetrafluoroborate(1-) 四氟硼酸钙
'0405/124 Ⅲ '13814-97-6 四フッ化ホウ酸スズ（ＩＩ） ほう素化合物 Tin bis(tetrafluoroborate) 四氟硼酸锡（ＩＩ）
'0405/125 Ⅲ '13814-98-7 四フッ化ホウ酸ストロンチウム（ＩＩ） ほう素化合物 Strontium tetrafluoroborate(1-) 四氟硼酸锶（ＩＩ）
'0405/126 Ⅲ '13826-83-0 四フッ化ホウ酸アンモニウム ほう素化合物 Ammonium tetrafluoroborate 四氟硼酸铵
'0405/127 Ⅲ '13876-97-6 三フッ化ヒドロキシホウ酸ナトリウム ほう素化合物 Sodium trifluorohydroxyborate(1-) 三氟化羟基硼酸钠
'0405/128 Ⅲ '14075-53-7 四フッ化ホウ酸カリウム ほう素化合物 Potassium tetrafluoroborate 四氟硼酸钾
'0405/129 Ⅲ '14089-96-4 クロロビス（１－メチルエチル）ボラン ほう素化合物 Chlorobis(1-methylethyl)borane 氯双（1-甲基乙基）硼烷
'0405/130 Ⅲ '14090-22-3 ブチルジクロロボラン ほう素化合物 Butyldichloroborane 丁基二氯硼烷
'0405/131 Ⅲ '14283-07-9 四フッ化ホウ酸リチウム ほう素化合物 Lithium tetrafluoroborate, anhydrous 四氟硼酸锂
'0405/132 Ⅲ '14708-13-5 四フッ化ホウ酸マグネシウム ほう素化合物 Magnesium tetrafluoroborate(1-) 四氟硼酸镁

'0405/133 Ⅲ '15277-97-1
［［２，２’，２’’－（ニトリロ－Ｎ）トリス［エタノラト－Ｏ］］（３
－）］ホウ素

ほう素化合物 [[2,2',2''-nitrilotris[ethanolato]](3-)-N,O,O',O'']boron 三乙醇胺硼酸酯

'0405/134 Ⅲ '15283-51-9 四フッ化ホウ酸鉄（ＩＩ） ほう素化合物 Iron(2+) tetrafluoroborate(1-) 四氟硼酸鉄（ＩＩ）
'0405/135 Ⅲ '16339-28-9 ジクロロエトキシボラン ほう素化合物 Dichloroethoxyborane 二氯乙氧基硼烷
'0405/136 Ⅲ '16872-11-0 四フッ化ホウ酸（ＨＢＦ４） ほう素化合物 Borate(1-), tetrafluoro-, hydrogen 四氟硼酸（HBＦ4）
'0405/137 Ⅲ '16940-66-2 四水素化ホウ素ナトリウム ほう素化合物 Sodium tetrahydroborate 硼氢化钠
'0405/138 Ⅲ '17702-41-9 デカボラン（１４） ほう素化合物 Decaborane(14) 癸硼烷（14）

'0405/139 Ⅲ '17747-81-8
四フッ化ホウ酸４－（ジメチルアミノ）－３－メトキシベンゼン
ジアゾニウム

ほう素化合物
4-(Dimethylamino)-3-methoxybenzenediazonium
tetrafluoroborate

4-（二甲基氨基）-3-甲基苯重氮四氟硼酸盐

'0405/140 Ⅲ '18909-69-8 四フッ化ホウ酸セシウム ほう素化合物 Cesium tetrafluoroborate 四氟硼酸铯
'0405/141 Ⅲ '19088-11-0 メタホウ酸アルミニウム（ＩＩＩ） ほう素化合物 Boric acid (HBO2), aluminum salt (3:1) 偏硼酸铝（ＩＩＩ）
'0405/142 Ⅲ '19287-45-7 ジボラン（６） ほう素化合物 Diborane(6) 二硼烷（6）
'0405/143 Ⅲ '19624-22-7 ペンタボラン（９） ほう素化合物 Pentaborane(9) 五硼烷（9）
'0405/144 Ⅲ '20905-32-2 クロロジエトキシボラン ほう素化合物 Chlorodiethoxyborane 二甲氧基氯硼烷
'0405/145 Ⅲ '21368-35-4 三フッ化ホウ素と４－メチルフェノールの（１：１）付加物 ほう素化合物 4-Methylphenol, compd. With trifluoroborane (1:1) 三氟化硼和4-甲苯酚络合物（1：1）

'0405/146 Ⅲ '21555-99-7
三フッ化ホウ素と４，４’－メチレンビスベンゼンアミンの（２：
１）付加物

ほう素化合物
4,4'-Methylenebis(benzenamine), compd. with trifluoroborane
(1:2)

三氟化硼和4,4'-亚甲基双苯胺络合物（2：1）

'0405/147 Ⅲ '22086-53-9 クロロジプロピルボラン ほう素化合物 Chlorodipropylborane 二丙基氯硼烷
'0405/148 Ⅲ '22238-17-1 ホウ酸トリス（１－メチルプロピル） ほう素化合物 Tri-sec-butyl borate 硼酸三（1-甲基丙基）酯
'0405/149 Ⅲ '22238-19-3 ホウ酸トリス（２－クロロエチル） ほう素化合物 Tris(2-chloroethyl)borate 硼酸三（2-氯乙基）酯
'0405/150 Ⅲ '22293-00-1 三フッ化ホウ素と２－メチルフェノールの（１：１）付加物 ほう素化合物 (T-4)-2-Methylphenol, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼和2-甲基苯酚的络合物（1：1）
'0405/151 Ⅲ '22637-20-3 三フッ化ホウ素と３－メチルフェノールの（１：１）付加物 ほう素化合物 3-Methylphenol, compd. with trifluoroborane 三氟化硼和3-甲基苯酚的络合物（1：1）
'0405/152 Ⅲ '22694-75-3 ホウ酸アンモニウム ほう素化合物 Boric acid (H3BO3), triammonium salt 硼酸铵
'0405/153 Ⅲ '24564-52-1 四フッ化ホウ酸４－（ジメチルアミノ）ベンゼンジアゾニウム ほう素化合物 4-(dimethylamino)benzenediazonium tetrafluoroborate 4-（二甲基氨基）苯重氮四氟硼酸盐
'0405/154 Ⅲ '25156-16-5 過ホウ酸（Ｈ３ＢＯ２（Ｏ２）） ほう素化合物 Perboric acid (H3BO2(O2)) 过硼酸（H3BO2（O2））
'0405/155 Ⅲ '26851-55-8 ホウ酸（Ｈ４Ｂ２Ｏ５） ほう素化合物 Boric acid (H4B2O5) 硼酸（H4B2O5）

'0405/156 Ⅲ '28879-19-8
三フッ化ホウ素と２，４－ジメチルベンゼンアミンの（１：１）付
加物

ほう素化合物 Trifluoro(2,4-xylylamine)boron 三氟化硼和2,4-二甲基苯胺络合物（1：1）

'0405/157 Ⅲ '30844-74-7 三フッ化ホウ素と酪酸エチルの（１：１）付加物 ほう素化合物 (T-4)-Ethyl butanoate, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼和酪酸乙酯络合物（1：1）
'0405/158 Ⅲ '30989-05-0 ホウ酸とメチルカルビトールのトリエステル ほう素化合物 Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate 硼酸和甲基卡必醇三酯

'0405/159 Ⅲ '34776-99-3
２－ヒドロキシ－４，４－ジメチル－１，３，２－ジオキサボリナ
ン

ほう素化合物 2-Hydroxy-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane 2-羟基-4,4-二甲基-1,3,2-二氧硼戊环

'0405/160 Ⅲ '36140-17-7 塩化ビス（１－メチルプロピル）ホウ素 ほう素化合物 Chlorobis(1-methylpropyl)borane 氯化双（1-甲基丙基）硼
'0405/161 Ⅲ '36314-25-7 ２－ヒドロキシ－１，３，２－ジオキサボロラン－４－メタノー ほう素化合物 2-Hydroxy-1,3,2-dioxaborolane-4-methanol 2-羟基-1,3,2-硼戊烷-4-甲醇

'0405/162 Ⅲ '36422-95-4
四フッ化ホウ酸３－メチル－４－（１－ピロリジニル）ベンゼン
ジアゾニウム

ほう素化合物
3-methyl-4-(pyrrolidin-1-yl)benzenediazonium
tetrafluoroborate

3-甲基-4-（1-吡咯）苯重氮四氟硼酸盐

'0405/163 Ⅲ '36490-77-4
ビス［四フッ化ホウ酸］１，１’－ジエチル－４，４’－ビピリジニ
ウム

ほう素化合物 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 双[四氟硼酸］1,1'-二乙酯-4,4'-双吡啶

'0405/164 Ⅲ '36576-70-2
四フッ化ホウ酸３－メトキシ－４－（１－ピロリジニル）ベンゼ
ンジアゾニウム

ほう素化合物
3-methoxy-4-(pyrrolidin-1-yl)benzenediazonium
tetrafluoroborate

3-甲氧基-4-（1-吡咯）苯重氮四氟硼酸盐

（31／35）
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'0405/165 Ⅲ '37195-62-3 四ホウ酸リチウム・三水和物 ほう素化合物 Boron lithium oxide (B4Li2O7) trihydrate 四硼酸锂・三水合物

'0405/166 Ⅲ '37352-55-9 無水ホウケイ酸ナトリウム ほう素化合物
Silicic acid (H2SiO3), monoanhydride with boric acid (HBO2),
sodium salt

无水硼硅酸钠

'0405/167 Ⅲ '38313-81-4 メタホウ酸ユーロピウム（ＩＩ） ほう素化合物 Diboron europium tetraoxide 偏硼酸铕（ＩＩ）
'0405/168 Ⅲ '41851-38-1 メタホウ酸リチウム・八水和物 ほう素化合物 Boric acid (HBO2), lithium salt (1:1), octahydrate 八水合偏硼酸锂

'0405/169 Ⅲ '42801-85-4
三フッ化ホウ素と２－メチル－２－プロパノールの（１：１）付
加物

ほう素化合物 2-Methyl-2-propanol, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼和2-甲基-2-丙醇络合物（1：1）

'0405/170 Ⅲ '51791-80-1 三フッ化ホウ素と１－エイコサノールの（１：１）付加物 ほう素化合物 1-Eicosanol, (T-4)- compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼和1-二十烷醇络合物（1：1）
'0405/171 Ⅲ '51791-81-2 三フッ化ホウ素と１－ドコサノールの（１：１）付加物 ほう素化合物 1-Docosanol, compd. with trifluoroborane (1:1) 三氟化硼和1-十二烷醇络合物（1：1）
'0405/172 Ⅲ '52458-41-0 メタホウ酸アンモニウム ほう素化合物 Boric acid (HBO2), ammonium salt (1:1) 偏硼酸铵
'0405/173 Ⅲ '52933-45-6 テトラコサホウ化銅 ほう素化合物 Copper boride (CuB24) 硼化铜

'0405/174 Ⅲ '57974-63-7
テトラフェニルホウ酸と２－ヘプタデシル－１Ｈ－イミダゾール
の化合物

ほう素化合物
Tetraphenylborate, compd. with 2-heptadecyl-1H-imidazole
(1:1)

四苯基硼酸和2-十七烷基-1H-咪唑的化合物

'0405/175 Ⅲ '58672-61-0
四フッ化ホウ酸４－［エチル（フェニルメチル）アミノ］ベンゼン
ジアゾニウム

ほう素化合物 4-[benzyl(ethyl)amino]benzenediazonium tetrafluoroborate 4-［乙酯（苯基甲基）氨基］苯重氮四氟硼酸盐

'0405/176 Ⅲ '60674-95-5 ドデカフルオロオキソテトラホウ酸二アンモニウム ほう素化合物 Diammonium dodecafluoro-mu 4-oxotetraborate 十二氟氧四硼酸二铵
'0405/177 Ⅲ '74912-23-5 四フッ化ホウ酸ユーロピウム（ＩＩＩ） ほう素化合物 Europium(3+), tetrafluoroborate(1-) (1:3) 四氟硼酸铕（ＩＩＩ）
'0405/178 Ⅲ '76873-78-4 二塩化（１，１－ジメチルエチル）ボラン ほう素化合物 Dichloro(1,1-dimethylethyl)borane 二氯化（1,1-二甲基乙酯）硼烷
'0405/179 Ⅲ '81175-90-8 塩化ビス（１，１－ジメチルエチル）ボラン ほう素化合物 Chlorobis(1,1-dimethylethyl)borane 氯化双（1,1-二甲基乙酯）硼烷

'0405/180 Ⅲ '84196-04-3
四フッ化ホウ酸２－クロロ－５－（４－クロロフェノキシ）－４
－（ジメチルアミノ）ベンゼンジアゾニウム

ほう素化合物
2-chloro-5-(4-chlorophenoxy)-4-
dimethylaminobenzenediazonium tetrafluoroborate

2-氯-5-（4-氯苯氧）-4-（二甲基氨基）苯重氮四氟硼酸盐

'0405/181 Ⅲ '85371-59-1
四フッ化ホウ酸３（又は５）－［２－［４－［エチル（フェニルメチ
ル）アミノ］フェニル］アゾ］－１，４－ジメチル－１Ｈ－１，２，４
－トリアゾリウム

ほう素化合物
3(or5)-[[4-[benzylethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-
1,2,4-triazolium tetrafluoroborate(1-)

3（或5）-［2-［4-［乙酯（苯基甲基）氨基］苯基］偶氮］-1,4-二
甲基-1H-1,2,4-苯重氮四氟硼酸盐

'0405/182 Ⅲ '91158-38-2 ジブロモエトキシボラン ほう素化合物 Dibromoethoxyborane 二溴乙氧基硼烷
'0405/183 Ⅲ '94278-23-6 オクタデカン酸３－（ボロノオキシ）－２－ヒドロキシプロピル ほう素化合物 3-(boronooxy)-2-hydroxypropyl stearate 3-（硼氧基）-2-羟丙基十八烷酸

'0405/184 Ⅲ '107758-58-7
四フッ化ホウ酸２，４－ジメチル－１－（フェニルメチル）ピリジ
ニウム

ほう素化合物 2,4-Dimethyl-1-(phenylmethyl)pyridinium tetrafluoroborate 2,4-二甲基-1-（苯基甲基）吡啶四氟硼酸盐

'0405/185 Ⅲ '109911-66-2 ２－ヒドロキシ－１，３，２－ジオキサボリナン－５－オール ほう素化合物 2-Hydroxy-1,3,2-dioxaborinan-5-ol 2-羟基-1,3,2-二氧杂硼烷-5-醇
'0405/186 Ⅲ '118601-90-4 ホウ酸グリセリンジエステル ほう素化合物 1,2,3-Propanetriol, diester with boric acid (H3BO3) 硼酸甘油二酯
'0405/187 Ⅲ '118786-96-2 ホウ酸とヘキシトールの（１：１）ジエステル ほう素化合物 Hexitol, diester with boric acid (H3BO3) (1:1) 硼酸糖醇（1：1）二酯
'0405/188 Ⅲ '128767-51-1 ホウ酸グリセリン－１－エステル ほう素化合物 1,2,3-Propanetriol, 1-ester with boric acid (H3BO3) (1:1) 硼酸甘油-1-酯
'0405/189 Ⅲ '128767-52-2 ホウ酸グリセリン－２－エステル ほう素化合物 1,2,3-Propanetriol, 2-ester with boric acid (H3BO3) (1:1) 硼酸甘油-2-酯
'0405/190 Ⅲ '149749-63-3 ホウ酸亜鉛（Ｂ６Ｚｎ２Ｏ１１）・７／２水和物 ほう素化合物 Boron zinc oxide (B6Zn2O11) 7/2hydrate 硼酸锌（B6ＺN2O11）・7／2水合物
'0405/193 Ⅲ '971-66-4 ピリジン－トリフェニルボラン（１／１） ほう素化合物 Pyridine-triphenylborane(1/1) 吡啶三苯基硼（1／1）
'0405/194 Ⅲ '1332-07-6 ホウ酸亜鉛 ほう素化合物 Boric acid, zinc salt 硼酸锌
'0405/195 Ⅲ '11113-50-1 ホウ酸 ほう素化合物 Boric acid 天然粗硼酸，按照干燥重量计算，包含不超过85％的H3BO3
'0405/196 Ⅲ '12007-61-3 四ホウ酸リチウム・水和物 ほう素化合物 Boron lithium oxide (B4Li2O7) hydrate 四硼酸锂・水合物
'0405/197 Ⅲ '12179-04-3 七酸化二ナトリウム四ホウ素・五水和物 ほう素化合物 Tetraboron disodium heptaoxide pentahydrate 五水四硼酸钠
'0405/198 Ⅲ '13826-88-5 テトラフルオロホウ酸亜鉛 ほう素化合物 Zinc bis(tetrafluoroborate) 四氟硼酸锌
'0405/199 Ⅲ '13840-55-6 ホウ酸カルシウム（１：？） ほう素化合物 Orthoboric acid, calcium salt 硼酸钙（1：？）
'0405/200 Ⅲ '15433-40-6 三フッ化ホウ素・水和物 ほう素化合物 Trifluoroborane hydrate 三氟化硼・水合物
'0405/201 Ⅲ '17372-42-8 ホウ酸リチウム（１：？） ほう素化合物 Boric acid (H3BO3), lithium salt (1:?) 硼酸锂（1：？）
'0405/202 Ⅲ '26522-24-7 テトラフルオロホウ酸チタン（１：？） ほう素化合物 Tetrafluoroborate(1-), titanium (1:?) 四氟硼酸钛（1：？）

'0405/203 Ⅲ '41685-84-1
［３－［（２－メチル－１－オキソ－２－プロペニル）アミノ］フェ
ニル］ホウ酸ホモポリマー

ほう素化合物
[3-[(2-Methyl-1-oxo-2-propenyl)amino]phenyl]boronic acid,
homopolymer

[3-[(2-甲基-1-氧代-2-丙烯基)氨基]苯基]硼酸均聚物

'0405/204 Ⅲ '107065-10-1 オクタデシルアミン（Ｎ－Ｂ）トリフェニルボラン ほう素化合物 Octadecylamine(N-B)triphenylborane 十八胺（N-B）三苯基硼烷

'0405/205 Ⅲ '118612-00-3
Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリニウム＝テトラキス（ペンタフルオロ
フェニル）ボラート

ほう素化合物 N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate N,N-二甲基苯铵四(五氟苯基)硼酸盐

'0405/206 Ⅲ '120307-06-4 テトラブチルアンモニウム＝ブチルトリフェニルボラート ほう素化合物 Tetrabutylammonium butyltriphenylborate 四丁基铵＝丁基三苯基硼酸盐
'0405/207 Ⅲ '129211-47-8 ５－アゾニアスピロ［４．４］ノナン＝テトラフルオロボラート ほう素化合物 5-Azoniaspiro[4.4]nonane tetrafluoroborate 5-曲司氯胺［4.4］壬烷＝四氟硼酸盐
'0405/208 Ⅲ '159565-88-5 ４－イソプロピルピリジン（Ｎ－Ｂ）メチル（ジフェニル）ボラン ほう素化合物 4-Isopropylpyridine(N-B)methyl(diphenyl)boran 4-异丙基吡啶（N-B）甲基（二苯基）硼烷

'0405/209 Ⅲ '166526-82-5
１，１，５，５－テトラキス［４－（ジエチルアミノ）フェニル］－
１，４－ペンタジエン－３－イリウム＝ブチル（トリフェニル）ボ
ラート

ほう素化合物
1,1,5,5-Tetrakis[4-(diethylamino)phenyl]-1,4-pentadien-3-
ylium butyl(triphenyl)borate

1,1,5,5-四［4-（二乙基氨基）苯基］-1,4-戊二烯-3-基＝丁基
（三苯基）硼酸盐

'0405/210 Ⅲ '250578-38-2
［３－（２－エチルヘキシルオキシ）プロピルアミン］トリフェニ
ルホウ素（ＩＩＩ）

ほう素化合物
(T-4)-{3-[(2-Ethylhexan-1-yl)oxy]propan-1-ylamine-
kappaN}triphenylboron

［3-（2-乙基己氧基）丙胺］三苯基硼（ＩＩＩ）

'0405/211 Ⅲ '307492-75-7
１－エチル－２，３－ジメチルイミダゾリウム＝テトラフルオロ
ボラート

ほう素化合物 1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate 1-乙酯-2,3-二甲基咪唑＝四氟硼酸盐

'0405/212 Ⅲ '150-46-9 ホウ酸トリエチル ほう素化合物 Triethyl borate 硼酸三乙酯

'0407/000 Ⅲ '
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

poly(oxyethylene)alkyl ether(alkyl C=12-15)
聚（亚乙基）-烷基醚（限烷基碳原子数在12到15之间的物质
及其混合物。）

'0407/001 Ⅲ '9002-92-0 ポリ（オキシエチレン）＝ドデシル＝エーテル
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-dodecyl-.omega.-hydroxy- α-十二烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)

'0407/002 Ⅲ '9043-30-5 ポリ（オキシエチレン）＝イソトリデシル＝エーテル
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isotridecyl-.omega.-
hydroxy-

α-异十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)

'0407/003 Ⅲ '24938-91-8 ポリ（オキシエチレン）＝トリデシル＝エーテル
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tridecyl-.omega.-hydroxy- α-十三烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)

'0407/004 Ⅲ '27306-79-2 ポリ（オキシエチレン）＝テトラデシル＝エーテル
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-tetradecyl-.omega.-
hydroxy-

α-十四烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)

'0407/005 Ⅲ '34398-05-5 ポリ（オキシエチレン）＝ペンタデシル＝エーテル
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-pentadecyl-.omega.-
hydroxy-

α-十五烷基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)

'0407/006 Ⅲ '60636-37-5 ポリ（オキシエチレン）＝２－ブチルオクチル＝エーテル
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

Poly(oxyethylene) 2-butyloctyl ether 2-丁基辛基-ω-羟基-聚(氧-1,2-亚乙基)

'0407/007 Ⅲ '60828-78-6
ポリ（オキシエチレン）＝３，５－ジメチル－１－（２－メチルプ
ロピル）ヘキシル＝エーテル

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[3,5-dimethyl-1-(2-
methylpropyl)hexyl]-.omega.-hydroxy-

α-[3,5-二甲基-1-(2-甲基丙基)己基]-ω-羟基聚(氧代-
1,2-乙二基)

'0407/008 Ⅲ '61702-78-1
ポリ（オキシエチレン）＝１，３－ジメチル－１－（２－メチルプ
ロピル）ヘキシル＝エーテル

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

oly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[1,3-dimethyl-1-(2-
methylpropyl)hexyl]-.omega.-hydroxy-

α-[1,3-二甲基-1-(2-甲基丙基)己基]-ω-羟基聚(氧代-
1,2-乙二基)

'0407/009 Ⅲ '66455-14-9
α－アルキル（Ｃ１２～１３）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエ
チレン）

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

alpha-Alkyl(C12-13)-omega-hydroxypoly(oxyethylene) C12-13 链烷醇聚醚-3

'0407/010 Ⅲ '68015-67-8
ポリ（オキシエチレン）＝２，３，４，５－テトラメチルノニル＝
エーテル

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2,3,4,5-tetramethylnonyl)-
.omega.-hydroxy-

聚（氧乙烯）＝2,3,4,5-四壬基＝醚

'0407/011 Ⅲ '68131-39-5
α－アルキル（Ｃ１２～１５）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエ
チレン）

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

alpha-Alkyl(C12-15)-omega-hydroxypoly(oxyethylene) C12-15 链烷醇聚醚-2

'0407/012 Ⅲ '84133-50-6
ポリ（オキシエチレン）＝セカンダリ－アルキルエーテル（アル
キル基＝Ｃ１２～１４）

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭
素数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。）

Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated C12-14 仲链烷醇聚醚-8

'0408/000 Ⅲ ' ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル poly(oxyethylene)octylphenyl ether 聚（氧乙烯）辛基苯基醚

'0408/001 Ⅲ '9002-93-1
ポリ（オキシエチレン）＝ｐ－（１，１，３，３－テトラメチルブチ
ル）フェニル＝エーテル

ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-

聚乙二醇单辛基苯基醚

'0408/002 Ⅲ '9036-19-5
ポリ（オキシエチレン）＝（１，１，３，３－テトラメチルブチル）
フェニル＝エーテル

ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[(1,1,3,3-
tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-

聚（氧乙烯）[(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]醚

'0408/003 Ⅲ '9063-89-2 ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニル＝エーテル ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(octylphenyl)-.omega.-
hydroxy-

聚（氧乙烯）辛基苯基醚

'0408/004 Ⅲ '26636-32-8 ポリ（オキシエチレン）＝ｐ－オクチルフェニル＝エーテル ポリ（オキシエチレン）＝オクチルフェニルエーテル Poly(oxyethylene) p-octylphenyl ether 聚（氧乙烯）ｐ-辛基苯基醚

'0409 Ⅲ '9004-82-4
ナトリウム＝α－ドデカン－１－イル－ω－（スルホナトオキ
シ）ポリ（オキシエチレン）

ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナト
リウム

Sodium alpha-dodecan-1-yl-omega-
(sulfonatooxy)poly(oxyethylene)

月桂醇聚氧乙烯醚硫酸酯钠盐

'0410/000 Ⅲ ' ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル poly(oxyethylene)nonylphenyl ether 聚（氧乙烯）壬基苯基醚
'0410/001 Ⅲ '9016-45-9 ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニル＝エーテル ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル ly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(nonylphenyl)-.o 壬基二苯醚

'0410/002 Ⅲ '26027-38-3 ポリ（オキシエチレン）＝ｐ－ノニルフェニル＝エーテル ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(4-nonylphenyl)-.omega.-
hydroxy-

α-(4-壬基苯基)-ω-羟基-聚(氧化-1,2-联乙烷)

'0410/003 Ⅲ '51938-25-1 ポリ（オキシエチレン）＝ｏ－ノニルフェニル＝エーテル ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(2-nonylphenyl)-.omega.-
hydroxy-

聚(氧-1,2-乙二基), α-(2-壬基苯基)-ω-羟基-

'0410/004 Ⅲ '26264-02-8
１４－（ノナン－１－イルフェノキシ）－３，６，９，１２－テトラオ
キサテトラデカン－１－オール

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル 14-(Nonan-1-ylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol 14－壬基苯氧基－3，6，9，12－四氧杂四癸－1－醇

'0410/005 Ⅲ '27176-93-8 ２－［２－（ノナン－１－イルフェノキシ）エトキシ］エタノール ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル 2-[2-(Nonan-1-ylphenoxy)ethoxy]ethanol 2－（2－（壬基苯氧基）乙氧基）乙醇

'0410/006 Ⅲ '27177-05-5
２３－（ノナン－１－イルフェノキシ）－３，６，９，１２，１５，１
８，２１－ヘプタオキサトリコサン－１－オール

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
23-(Nonan-1-ylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-
heptaoxatricosan-1-ol

23-壬基苯氧基-3,6,9,12,15,18,21-七氧杂二十三烷-1-醇

'0410/007 Ⅲ '27177-08-8
２９－（ノナン－１－イルフェノキシ）－３，６，９，１２，１５，１
８，２１，２４，２７－ノナオキサノナコサン－１－オール

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
29-(Nonan-1-ylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24,27-
nonaoxanonacosan-1-ol

29－（壬基苯氧基）－3，6，9，12，15，18，21，24，27－九氧
杂二十九碳－1－醇

'0410/008 Ⅲ '68412-54-4
α－（ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）
（分枝）

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-(nonylphenyl)-omega-
hydroxy-, branched

歧化-α-(壬基苯基)-ω-羟基-(聚环氧乙烷)

'0410/009 Ⅲ '127087-87-0
α－（４－ノニルフェニル）－ω－ヒドロキシポリ（オキシ－１，
２－エタンジイル）（分枝型）

ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフェニルエーテル
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-(4-nonylphenyl)-.omega.-
hydroxy-, branched

聚乙二醇，a－（4－壬基苯基）－w－羟基－，支化结构

'0412/000 Ⅲ ' マンガン及びその化合物 マンガン及びその化合物 manganese and its compounds 锰及其化合物
'0412/011 Ⅲ '598-62-9 炭酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese carbonate 碳酸锰（ＩＩ）
'0412/012 Ⅲ '636-13-5 安息香酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese dibenzoate 苯甲酸锰（ＩＩ）
'0412/013 Ⅲ '638-38-0 酢酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese (2+) acetate 醋酸锰（ＩＩ）
'0412/014 Ⅲ '640-67-5 シュウ酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese oxalate 草酸锰（ＩＩ）
'0412/015 Ⅲ '646-00-4 リノール酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese dilinoleate 亚油酸锰（ＩＩ）
'0412/016 Ⅲ '993-02-2 酢酸マンガン（ＩＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese(3+) acetate 醋酸锰（ＩＩＩ）
'0412/017 Ⅲ '1313-13-9 二酸化マンガン マンガン及びその化合物 Manganese dioxide (MnO2) 二氧化锰
'0412/018 Ⅲ '1344-43-0 酸化マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese oxide 氧化锰（ＩＩ）
'0412/019 Ⅲ '3251-96-5 ギ酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese diformate 甲酸锰（ＩＩ）
'0412/020 Ⅲ '3353-05-7 ステアリン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese distearate 硬脂酸锰（ＩＩ）

'0412/021 Ⅲ '5280-66-0
４－［（５－クロロ－４－メチル－２－スルホフェニル）アゾ］－
３－ヒドロキシ－２－ナフタレンカルボン酸マンガン（ＩＩ）

マンガン及びその化合物
Manganese, 4-[(5-chloro-4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-
hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid complex

4-［（5-氯-4-甲基-2-磺基苯基）偶氮］-3-羟基-2-萘甲酸锰
（ＩＩ） （别名：颜料红 48:4）

'0412/022 Ⅲ '6156-78-1 酢酸マンガン（ＩＩ）・四水和物 マンガン及びその化合物 Manganese diacetate tetrahydrate 醋酸锰（ＩＩ）・四水合物

'0412/023 Ⅲ '6358-40-3 ピグメント レッド １１５ マンガン及びその化合物
Manganese, [3-(hydroxy-.kappa.O)-4-[2-(4-methyl-3-
sulfophenyl)diazenyl]-2-naphthalenecarboxylato(2-)-
.kappa.O]-

颜料红 115

'0412/024 Ⅲ '6819-13-2 オクタン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese dioctanoate 辛酸锰（ＩＩ）
'0412/025 Ⅲ '7439-96-5 マンガン マンガン及びその化合物 Manganese 锰
'0412/026 Ⅲ '7722-64-7 過マンガン酸カリウム マンガン及びその化合物 Potassium permanganate (KMnO4) 高锰酸钾
'0412/027 Ⅲ '7773-01-5 塩化マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese dichloride 氯化锰（ＩＩ）
'0412/028 Ⅲ '7783-16-6 ホスフィン酸マンガン（ＩＩ）・一水和物 マンガン及びその化合物 Phosphinic acid, manganese(2+) salt (2:1), monohydrate 膦酸锰（ＩＩ）・一水合物
'0412/029 Ⅲ '7783-98-4 過マンガン酸銀（Ｉ） マンガン及びその化合物 Silver permanganate 高锰酸银（Ｉ）

'0412/030 Ⅲ '7785-19-5 硫酸マンガン（ＩＩ）アンモニウム・六水和物 マンガン及びその化合物
Sulfuric acid, ammonium manganese(2+) salt (2:2:1),
hexahydrate

硫酸锰（ＩＩ）铵・六水合物

'0412/031 Ⅲ '7785-87-7 硫酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese [II] sulphate 硫酸锰（ＩＩ）
'0412/032 Ⅲ '7787-35-1 マンガン酸バリウム（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Barium manganate 锰酸钡（ＩＩ）
'0412/033 Ⅲ '10034-96-5 硫酸マンガン（ＩＩ）・一水和物 マンガン及びその化合物 Manganese sulphate monohydrate 硫酸锰（ＩＩ）・一水合物
'0412/034 Ⅲ '10043-84-2 ホスフィン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese bis(phosphinate) 膦酸锰（ＩＩ）
'0412/035 Ⅲ '10060-26-1 クエン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Trimanganese dicitrate 柠檬酸锰（ＩＩ）
'0412/036 Ⅲ '10101-50-5 過マンガン酸ナトリウム マンガン及びその化合物 Permanganic acid (HMnO4), sodium salt 高锰酸钠
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'0412/037 Ⅲ '10294-64-1 マンガン酸カリウム マンガン及びその化合物 Manganic acid (H2MnO4), potassium salt (1:2) 锰酸钾
'0412/038 Ⅲ '10377-66-9 硝酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese dinitrate 硝酸锰（ＩＩ）
'0412/039 Ⅲ '12033-07-7 窒化四マンガン マンガン及びその化合物 Tetramanganese nitride 氮化锰
'0412/040 Ⅲ '12079-65-1 トリカルボニル（η５－２，４－シクロペンタジエニル）マンガン マンガン及びその化合物 Tricarbonyl(eta(5)-cyclopentadienyl)manganese 三羰基（η5-2,4-环戊二烯）锰

'0412/041 Ⅲ '12108-13-3
トリカルボニル［（１，２，３，４，５－η）－１－メチル－２，４－
シクロペンタジエニル）マンガン

マンガン及びその化合物 Tricarbonyl(methyl-eta(5)-cyclopentadienyl)manganese 三羰基［（1,2,3,4,5-η）-1-甲基-2,4-环戊二烯）锰

'0412/042 Ⅲ '12238-31-2
［４－［２－（４－クロロ－５－メチル－２－スルホフェニル）ア
ゾ］－３－ヒドロキシ－２－ナフタレンカルボキシラト（３－）］
マンガン酸水素

マンガン及びその化合物
Manganese, 4-[(4-chloro-5-methyl-2-sulfophenyl)azo]-3-
hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid complex

［4-［2-（4-氯-5-甲基-2-磺基苯基）偶氮］-3-羟基-2-萘甲
酸根（3-）］锰酸氢盐

'0412/044 Ⅲ '12502-82-8 ケイ酸マンガンオキシド マンガン及びその化合物 Heptamanganese octaoxide silicate 硅酸锰氧化物
'0412/045 Ⅲ '13224-08-3 硝酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Nitric acid, manganese salt 硝酸锰（1：？）
'0412/046 Ⅲ '13434-24-7 ２－エチルヘキサン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese bis(2-ethylhexanoate) 2-乙酯己酸锰（ＩＩ）
'0412/047 Ⅲ '13446-03-2 臭化マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese dibromide 溴化锰（ＩＩ）
'0412/048 Ⅲ '13446-10-1 過マンガン酸アンモニウム マンガン及びその化合物 Permanganic acid (HMnO4), ammonium salt 高锰酸铵
'0412/049 Ⅲ '13446-34-9 塩化マンガン（ＩＩ）・四水和物 マンガン及びその化合物 Manganese dichloride tetrahydrate 氯化锰（ＩＩ）・四水合物
'0412/050 Ⅲ '13453-79-7 過マンガン酸リチウム マンガン及びその化合物 Lithium permanganate 高锰酸锂
'0412/051 Ⅲ '13456-28-5 過マンガン酸セシウム マンガン及びその化合物 Permanganic acid (HMnO4), cesium salt (1:1) 高锰酸铯
'0412/052 Ⅲ '13465-49-1 過マンガン酸ルビジウム マンガン及びその化合物 Rubidium permanganate (RbMnO4) 高锰酸铷
'0412/053 Ⅲ '13566-22-8 硫酸マンガン（ＩＩ）アンモニウム マンガン及びその化合物 Diammonium manganese bis(sulphate) 硫酸锰（ＩＩ）铵
'0412/054 Ⅲ '13770-16-6 過塩素酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese diperchlorate 高氯酸锰（ＩＩ）
'0412/055 Ⅲ '14024-58-9 ビス（アセチルアセトナト－Ｏ，Ｏ’）マンガン マンガン及びその化合物 Bis(pentane-2,4-dionato-O,O')manganese 乙酰丙酮锰(II)
'0412/056 Ⅲ '14154-09-7 リン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Trimanganese bis(orthophosphate) 磷酸锰（ＩＩ）
'0412/057 Ⅲ '14284-89-0 トリス（アセチルアセトナト－Ｏ，Ｏ’）マンガン マンガン及びその化合物 Manganese tris(4-oxopent-2-en-2-oate) 乙酰丙酮锰
'0412/058 Ⅲ '14446-13-0 過マンガン酸ストロンチウム（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Strontium dipermanganate 高锰酸锶（ＩＩ）
'0412/059 Ⅲ '15364-94-0 過塩素酸マンガン（ＩＩ）・六水和物 マンガン及びその化合物 Manganese di(perchlorate) hexahydrate 高氯酸锰（ＩＩ）・六水合物
'0412/060 Ⅲ '15702-33-7 マンガン酸ナトリウム マンガン及びその化合物 Disodium manganate 锰酸钠
'0412/061 Ⅲ '16571-42-9 ヘキサン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Hexanoic acid, manganese(2+) salt (2:1) 己酸锰（ＩＩ）

'0412/062 Ⅲ '17009-27-7 硫酸ルビジウムマンガン（ＩＩ）・六水和物 マンガン及びその化合物
Sulfuric acid, manganese(2+) rubidium salt (2:1:2),
hexahydrate

硫酸铷锰（ＩＩ）・六水合物

'0412/063 Ⅲ '17141-63-8 硝酸マンガン（ＩＩ）・六水和物 マンガン及びその化合物 Manganese dinitrate hexahydrate 硝酸锰（ＩＩ）・六水合物
'0412/064 Ⅲ '18820-29-6 硫化マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese sulphide 硫化锰（ＩＩ）
'0412/065 Ⅲ '18933-05-6 水酸化マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese hydroxide (Mn(OH)2) 氢氧化锰（ＩＩ）
'0412/066 Ⅲ '20243-64-5 ミリスチン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese(2+) myristate 肉豆蔻酸锰（ＩＩ）
'0412/067 Ⅲ '20694-39-7 硝酸マンガン（ＩＩ）・四水和物 マンガン及びその化合物 Manganese dinitrate tetrahydrate 硝酸锰（ＩＩ）・四水合物
'0412/068 Ⅲ '20959-56-2 過マンガン酸リチウム・三水和物 マンガン及びその化合物 Lithium permanganate trihydrate 三水高锰酸锂
'0412/069 Ⅲ '21129-18-0 プロピオン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese dipropionate 丙酸锰（ＩＩ）
'0412/070 Ⅲ '21248-70-4 ラウリン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese dilaurate 月桂酸锰（ＩＩ）
'0412/071 Ⅲ '22405-70-5 硝酸マンガン（ＩＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese trinitrate 硝酸锰（ＩＩＩ）
'0412/072 Ⅲ '23250-73-9 オレイン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese dioleate 油酸锰（ＩＩ）
'0412/073 Ⅲ '25659-29-4 ヨウ素酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese diiodate 碘酸锰（ＩＩ）
'0412/074 Ⅲ '25808-75-7 六フッ化ケイ酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese(2+), hexafluorosilicate(2+) (1:1) 六氟硅酸锰（ＩＩ）
'0412/075 Ⅲ '25868-86-4 六フッ化ケイ酸マンガン（ＩＩ）・六水和物 マンガン及びその化合物 Manganese hexafluorosilicate hexahydrate 六氟硅酸锰（ＩＩ）・六水合物
'0412/076 Ⅲ '26204-60-4 ヘキサデカン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese dipalmitate 棕榈酸锰（ＩＩ）
'0412/077 Ⅲ '28041-68-1 硫酸ルビジウムマンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Sulfuric acid, manganese(2+) rubidium salt (2:1:2) 硫酸铷锰（ＩＩ）

'0412/078 Ⅲ '35355-77-2
［３－ヒドロキシ－４－［（１－スルホ－２－ナフタレニル）ア
ゾ］－２－ナフタレンカルボキシラト（３－）］マンガン酸水素

マンガン及びその化合物
Manganese, 3-hydroxy-4-[(1-sulfo-2-naphthalenyl)azo]-2-
naphthalenecarboxylic acid complex

［3-羟基-4-［（1-磺基-2-萘）偶氮］-2-萘甲酸根（3-）］锰酸
氢盐

'0412/079 Ⅲ '37449-19-7 イソオクタン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese(II) isooctanoate 异辛酸锰（ＩＩ）

'0412/080 Ⅲ '55448-20-9
［［Ｎ，Ｎ’－１，２－エタンジイルビス［Ｎ－（カルボキシメチル）
グリシナト］］（４－）－Ｎ，Ｎ’，Ｏ，Ｏ’，ＯＮ，ＯＮ’］マンガン酸
二水素

マンガン及びその化合物
Dihydrogen [[N,N'-ethylenebis[N-
(carboxymethyl)glycinato]](4-)-
N,N',O,O',ON,ON']manganate(2-)

［［N,N'-1,2-亚乙基双[N-（羧甲基）甘氨酸］］（4-）-
N,N',O,O',ON,ON'］锰酸氢盐

'0412/081 Ⅲ '61810-04-6 ヘプタン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese(2+) heptanoate 庚酸锰（ＩＩ）
'0412/082 Ⅲ '64002-83-1 ３，５，５－トリメチルヘキサン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese bis(3,5,5-trimethylhexanoate) 3,5,5-三甲基己酸锰（ＩＩ）

'0412/083 Ⅲ '64552-28-9
［４－［（４－クロロ－３－スルホフェニル）アゾ］－３－ヒドロキ
シ－２－ナフタレンカルボキシラト（２－）］マンガン

マンガン及びその化合物
[4-[(4-chloro-3-sulphophenyl)azo]-3-hydroxy-2-
naphthoato(2-)]manganese

［4-［（4-氯-3-磺基苯基）偶氮］-3-羟基-2-萘甲酸根（2-）］
锰

'0412/084 Ⅲ '68398-21-0 ジメチルヘキサン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese bis(dimethylhexanoate) 二甲基己酸锰（ＩＩ）

'0412/085 Ⅲ '72253-08-8 １，２，４－ベンゼントリカルボン酸マンガン（ＩＩ）・六水和物 マンガン及びその化合物
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, manganese(2+) salt (1:1),
hexahydrate

1,2,4-苯三甲酸锰（ＩＩ）・六水合物

'0412/086 Ⅲ '84195-96-0 ｔｅｒｔ－デカン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese(2+) tert-decanoate 叔癸酸锰（ＩＩ）
'0412/087 Ⅲ '84962-56-1 イソノナン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese diisononanoate 异壬酸锰（ＩＩ）
'0412/088 Ⅲ '84962-57-2 イソデカン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese(II) isodecanoate 异癸酸锰（ＩＩ）
'0412/089 Ⅲ '84962-58-3 ネオデカン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese(2+) neodecanoate 新癸酸锰（ＩＩ）
'0412/090 Ⅲ '87835-28-7 ２－プロピルペンタン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese bis(2-propylpentanoate) 2-丙基戊酸锰（ＩＩ）
'0412/091 Ⅲ '93918-15-1 ネオウンデカン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese(2+) neoundecanoate 新癸酸锰（ＩＩ）
'0412/092 Ⅲ '93918-16-2 ネオノナン酸マンガン（ＩＩ） マンガン及びその化合物 Manganese(2+) neononanoate ネオ壬酸锰（ＩＩ）
'0412/093 Ⅲ '103972-75-4 オクタン酸マンガン（ＩＶ） マンガン及びその化合物 Manganese tetraoctanoate 辛酸锰（ＩＶ）
'0412/097 Ⅲ '1317-35-7 酸化マンガン（Ｍｎ３Ｏ４） マンガン及びその化合物 Trimanganese tetraoxide 氧化锰（MN3O4）
'0412/098 Ⅲ '1336-93-2 ナフテン酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Naphthenic acids, manganese salts 环烷酸锰（1：？）
'0412/099 Ⅲ '6535-19-9 オクタン酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Octanoic acid, manganese salt 辛酸锰（1：？）
'0412/100 Ⅲ '6904-78-5 リノール酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid, manganese salt 亚油酸锰（1：？）
'0412/101 Ⅲ '7787-36-2 過マンガン酸バリウム マンガン及びその化合物 Barium manganate 高锰酸鋇
'0412/102 Ⅲ '9008-34-8 樹脂酸とロジン酸のマンガン塩 マンガン及びその化合物 Resin acids and Rosin acids, manganese salts 树脂酸与松香酸的锰盐
'0412/103 Ⅲ '10024-66-5 クエン酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Citric acid, manganese salt 柠檬酸锰（1：？）
'0412/104 Ⅲ '10118-76-0 過マンガン酸カルシウム マンガン及びその化合物 Calcium permanganate 高锰酸钙
'0412/105 Ⅲ '10124-54-6 リン酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Manganese orthophosphate 磷酸锰（1：？）
'0412/106 Ⅲ '10124-55-7 硫酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Manganese sulfate 硫酸锰（1：？）
'0412/107 Ⅲ '14998-38-0 ギ酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Formic acid, manganese salt 甲酸锰（1：？）
'0412/108 Ⅲ '15710-66-4 硝酸マンガン（ＩＩ）・水和物 マンガン及びその化合物 Nitric acid, manganese(2+) salt, hydrate 硝酸锰（ＩＩ）・水合物
'0412/109 Ⅲ '15956-58-8 ２－エチルヘキサン酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 2-ethylhexanoic acid, manganese salt 异辛酸锰（1：？）
'0412/110 Ⅲ '17375-29-0 安息香酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Manganese benzoate 苯甲酸锰（1：？）
'0412/111 Ⅲ '17375-37-0 炭酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Carbonic acid, manganese salt 碳酸锰（1：？）
'0412/112 Ⅲ '19153-79-8 オレイン酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Oleic acid, manganese salt (1:?) 油酸锰（1：？）
'0412/113 Ⅲ '27253-32-3 ネオデカン酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Manganese neodecanoate 新癸酸锰（1：？）
'0412/114 Ⅲ '29826-51-5 イソノナン酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Isononanoic acid, manganese salt 异壬酸锰（1：？）
'0412/115 Ⅲ '89087-78-5 シュウ酸マンガン（ＩＩ）・水和物 マンガン及びその化合物 Manganese ethanedioate hydrate 草酸锰（ＩＩ）・水合物
'0412/116 Ⅲ '103937-77-5 イソオクタン酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Isooctanoic acid, manganese salt (1:?) 异辛酸锰（1：？）
'0412/117 Ⅲ '110580-21-7 シュウ酸マンガン（１：？） マンガン及びその化合物 Oxalic acid, manganese salt (1:?) 草酸锰（1：？）
'0413 Ⅲ '85-44-9 イソベンゾフラン－１，３－ジオン 無水フタル酸 Isobenzofuran-1,3-dione 苯酐
'0414 Ⅲ '108-31-6 フラン－２，５－ジオン 無水マレイン酸 Furan-2,5-dione 马来酸酐
'0415 Ⅲ '79-41-4 メタクリル酸 メタクリル酸 Methacrylic acid 甲基丙烯酸
'0416 Ⅲ '688-84-6 メタクリル酸２－エチルヘキシル メタクリル酸２－エチルヘキシル 2-Ethylhexyl methacrylate 甲基丙烯酸2-乙基己酯
'0417 Ⅲ '106-91-2 オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート メタクリル酸２，３－エポキシプロピル Oxiran-2-ylmethyl methacrylate 甲基丙烯酸缩水甘油酯
'0418/000 Ⅲ ' メタクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル メタクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate 甲基丙烯酸 2-(二甲氨基)乙酯
'0418/001 Ⅲ '2867-47-2 ２－（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート メタクリル酸２－（ジメチルアミノ）エチル 2-(Dimethylamino)ethyl methacrylate 甲基丙烯酸 2-(二甲氨基)乙酯
'0419 Ⅲ '97-88-1 メタクリル酸ｎ－ブチル メタクリル酸ノルマル－ブチル Butyl methacrylate 甲基丙烯酸丁酯
'0420 Ⅲ '80-62-6 メチル＝メタクリラート メタクリル酸メチル Methyl methacrylate 甲基丙烯酸甲酯
'0421 Ⅲ '674-82-8 ４－メチリデンオキセタン－２－オン ４－メチリデンオキセタン－２－オン 4-Methylideneoxetan-2-one 双乙烯酮

'0422 Ⅲ '89269-64-7
（Ｚ）－２’－メチルアセトフェノン＝４，６－ジメチル－２－ピリ
ミジニルヒドラゾン

（Ｚ）－２’－メチルアセトフェノン＝４，６－ジメチル－２－ピリ
ミジニルヒドラゾン（別名フェリムゾン）

(Z)-2'-Methylacetophenone 4,6-dimethyl-2-
pyrimidinylhydrazone

(Z)2′-甲基乙酰苯-4,6-二甲基嘧啶-2-腙 （别名：嘧菌腙）

'0423 Ⅲ '74-89-5 メチルアミン メチルアミン Methylamine 甲胺
'0424 Ⅲ '556-61-6 イソチオシアナトメタン メチル＝イソチオシアネート Isothiocyanatomethane 异硫氰酸甲酯

'0425/000 Ⅲ '
Ｎ－メチルカルバミン酸２－イソプロピルフェニル（別名イソプ
ロカルブ又はＭＩＰＣ）

Ｎ－メチルカルバミン酸２－イソプロピルフェニル（別名イソプ
ロカルブ又はＭＩＰＣ）

2-Isopropylphenyl methylcarbamate 2-异丙基苯基甲基氨基甲酸酯 （別名：异丙威、MＩＰC）

'0425/001 Ⅲ '2631-40-5 ２－イソプロピルフェニル＝メチルカルバマート
Ｎ－メチルカルバミン酸２－イソプロピルフェニル（別名イソプ
ロカルブ又はＭＩＰＣ）

2-Isopropylphenyl methylcarbamate 2-(1-甲基乙基)苯基甲基氨基甲酸酯 （別名：异丙威）

'0426 Ⅲ '1563-66-2
Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７
－ベンゾ［ｂ］フラニル

Ｎ－メチルカルバミン酸２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－７
－ベンゾ［ｂ］フラニル（別名カルボフラン）

Carbofuran 2,3-二氢-2,2-二甲基-7-苯并呋喃 （別名：克百威）

'0427 Ⅲ '63-25-2 Ｎ－メチルカルバミン酸１－ナフチル
Ｎ－メチルカルバミン酸１－ナフチル（別名カルバリル又はＮ
ＡＣ）

Carbaryl 1-萘基-N-甲基氨基甲酸酯 （別名：甲萘威）

'0428 Ⅲ '3766-81-2 Ｎ－メチルカルバミン酸２－ｓｅｃ－ブチルフェニル
Ｎ－メチルカルバミン酸２－セカンダリ－ブチルフェニル（別
名フェノブカルブ又はＢＰＭＣ）

2-sec-butylphenyl methylcarbamate 邻仲丁基苯基甲基氨基甲酸酯 （別名：仲丁威）

'0429 Ⅲ '100784-20-1
メチル＝３－クロロ－５－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニ
ルカルバモイルスルファモイル）－１－メチルピラゾール－４
－カルボキシラート

メチル＝３－クロロ－５－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニ
ルカルバモイルスルファモイル）－１－メチルピラゾール－４
－カルボキシラート（別名ハロスルフロンメチル）

Methyl 3-chloro-5-(4,6-dimethoxy-2-
pyrimidinylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-
carboxylate

3-氯-5-(4,6-二甲氧基嘧啶-2-基氨基羰基氨基磺酰基)-1-
甲基吡唑-4-羧酸甲酯 （别名：氯吡嘧磺隆）

'0430 Ⅲ '173584-44-6

メチル＝（Ｓ）－７－クロロ－２－｛（メトキシカルボニル）［４－
（トリフルオロメトキシ）フェニル］カルバモイル｝－２，３，４ａ，
５－テトラヒドロインデノ［１，２－ｅ］［１，３，４］オキサジアジン
－４ａ－カルボキシラート

メチル＝（Ｓ）－７－クロロ－２，３，４ａ，５－テトラヒドロ－２－
［メトキシカルボニル（４－トリフルオロメトキシフェニル）カル
バモイル］インデノ［１，２－ｅ］［１，３，４］オキサジアジン－４ａ
－カルボキシラート（別名インドキサカルブ）

Methyl (S)-7-chloro-2-{(methoxycarbonyl)[4-
(trifluoromethoxy)phenyl]carbamoyl}-2,3,4a,5-
tetrahydroindeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate

甲基＝（S）-7-氯-2-｛（甲氧基羰基）［4-（三氟甲氧基）苯基］
氨基甲酰基｝-2,3,4a,5-四氢茚［1,2-ｅ］［1,3,4］恶二嗪-4a-环
丙烷羧酸酯

'0431 Ⅲ '131860-33-8
メチル＝（Ｅ）－２－（２－｛［６－（２－シアノフェノキシ）ピリミ
ジン－４－イル］オキシ｝フェニル）－３－メトキシアクリラート

メチル＝（Ｅ）－２－｛２－［６－（２－シアノフェノキシ）ピリミジ
ン－４－イルオキシ］フェニル｝－３－メトキシアクリラート（別
名アゾキシストロビン）

Methyl (E)-2-(2-{[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-
yl]oxy}phenyl)-3-methoxyacrylate

E)-[2-[6-(2-氰基苯氧基)嘧啶-4-基氧]苯基]-3-甲氧基丙
烯酸甲酯 （别名：嘧菌酯）

'0432 Ⅲ '33089-61-1
３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシリル）－１，３，５－トリア
ザペンタ－１，４－ジエン

３－メチル－１，５－ジ（２，４－キシリル）－１，３，５－トリア
ザペンタ－１，４－ジエン（別名アミトラズ）

Amitraz
1,5-双(2,4-二甲苯基)-3-甲基-1,3,5-三氮戊-1,4-二烯 （别
名：双甲脒）

'0433 Ⅲ '144-54-7 メチルジチオカルバミン酸 Ｎ－メチルジチオカルバミン酸（別名カーバム） Methyldithiocarbamic acid 甲基二硫代氨基甲酸

'0434 Ⅲ '23135-22-0
メチル＝１－（ジメチルカルバモイル）－Ｎ－［（メチルカルバ
モイル）オキシ］メタンイミドチオアート

メチル－Ｎ’，Ｎ’－ジメチル－Ｎ－［（メチルカルバモイル）オ
キシ］－１－チオオキサムイミデート（別名オキサミル）

Methyl 1-(dimethylcarbamoyl)-N-
[(methylcarbamoyl)oxy]methaneimidothioate

O-甲基氨基甲酰基-1-二甲氨基甲酰-1-甲硫基甲醛肟 （别
名：杀线威）

'0435 Ⅲ '136191-64-5
メチル＝２－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニルオキシ）－
６－［１－（メトキシイミノ）エチル］ベンゾアート

メチル＝２－（４，６－ジメトキシ－２－ピリミジニルオキシ）－
６－［１－（メトキシイミノ）エチル］ベンゾアート（別名ピリミノ
バックメチル）

Methyl 2-(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyloxy)-6-[1-
(methoxyimino)ethyl]benzoate

甲基＝2-（4,6-二甲氧基-2-嘧啶基氧基）-6- [1-（甲氧基亚
氨基乙基］苯甲酸甲酯 （别名：(Z)-甲基嘧草醚）

'0436/000 Ⅲ ' アルファ－メチルスチレン アルファ－メチルスチレン Isopropenylbenzene α-甲基苯乙烯
'0436/001 Ⅲ '98-83-9 イソプロペニルベンゼン アルファ－メチルスチレン Isopropenylbenzene 苯基异丙烯
'0437 Ⅲ '3268-49-3 ３－（メチルスルファニル）プロパナール ３－メチルチオプロパナール 3-(Methylsulfanyl)propanal 3-甲硫基丙醛
'0438/000 Ⅲ ' メチルナフタレン メチルナフタレン Methylnaphthalene 甲基萘
'0438/001 Ⅲ '90-12-0 １－メチルナフタレン メチルナフタレン 1-methylnaphthalene 1-甲基萘
'0438/002 Ⅲ '91-57-6 ２－メチルナフタレン メチルナフタレン 2-Methylnaphthalene 2-甲基萘
'0438/003 Ⅲ '1321-94-4 メチルナフタレン メチルナフタレン Methylnaphthalene 甲基萘
'0439 Ⅲ '108-99-6 ３－メチルピリジン ３－メチルピリジン beta.-Picoline 3-甲基吡啶
'0440 Ⅲ '80-15-9 ２－ヒドロペルオキシ－２－フェニルプロパン １－メチル－１－フェニルエチル＝ヒドロペルオキシド 2-Hydroperoxy-2-phenylpropane 过氧化氢异丙苯
'0441 Ⅲ '88-85-7 ２－（１－メチルプロピル）－４，６－ジニトロフェノール ２－（１－メチルプロピル）－４，６－ジニトロフェノール Dinoseb 地乐酚; 二硝(另)丁酚; 二仲丁基-4,6-二硝基苯酚

'0442 Ⅲ '55814-41-0 ３’－イソプロポキシ－２－メチルベンズアニリド
２－メチル－Ｎ－［３－（１－メチルエトキシ）フェニル］ベンズ
アミド（別名メプロニル）

3'-Isopropoxy-2-methylbenzanilide 3'-异丙氧基-2-甲基苯酰替苯胺

（33／35）
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'0443 Ⅲ '16752-77-5
６－メチル－４－オキサ－７－チア－２，５－ジアザオクタ－
５－エン－３－オン

Ｓ－メチル－Ｎ－（メチルカルバモイルオキシ）チオアセトイミ
ダート（別名メソミル）

6-Methyl-4-oxa-7-thia-2,5-diazaoct-5-en-3-one 6-甲基-4-氧杂-7-硫杂-2,5-二氮杂-5-烯-3-酮

'0444 Ⅲ '141517-21-7
メチル＝２－［（Ｅ）－メトキシイミノ］－２－（２－｛（Ｅ）－４－
［３－（トリフルオロメチル）フェニル］－２－オキサ－３－アザ
ペンタ－３－エン－１－イル｝フェニル）アセタート

メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ－（２－｛［（｛（Ｅ）－１－［３－（ト
リフルオロメチル）フェニル］エチリデン｝アミノ）オキシ］メチ
ル｝フェニル）アセタート（別名トリフロキシストロビン）

Methyl 2-[(E)-methoxyimino]-2-(2-{(E)-4-[3-
(trifluoromethyl)phenyl]-2-oxa-3-azapent-3-en-1-
yl}phenyl)acetate

(2Z)-2-甲氧基亚氨基-2-[2-[[1-[3-(三氟甲基)苯基]亚乙基
氨基]氧甲基]苯基]乙酸甲酯（肟菌酯）

'0445 Ⅲ '143390-89-0
メチル＝（Ｅ）－２－（メトキシイミノ）－２－｛２－［（２－トリル
オキシ）メチル］フェニル｝アセタート

メチル＝（Ｅ）－メトキシイミノ［２－（オルト－トリルオキシメチ
ル）フェニル］アセタート（別名クレソキシムメチル）

Methyl (E)-2-(methoxyimino)-2-{2-[(2-
tolyloxy)methyl]phenyl}acetate

(E)-2-甲氧亚氨基-[2-(邻甲基苯氧基甲基)苯基]乙酸甲酯
（醚菌酯）

'0446 Ⅲ '101-77-9 ４，４’－メチレンジアニリン ４，４’－メチレンジアニリン 4,4'-Methylenedianiline 4,4'-二苯氨基甲烷
'0447/000 Ⅲ ' メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート Bis(4-isocyanatocyclohexan-1-yl)methane 亚甲基双（4,1-环己基）二异氰酸酯
'0447/001 Ⅲ '5124-30-1 ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート Bis(4-isocyanatocyclohexan-1-yl)methane  4,4-二异氰酸酯二环己基甲烷

'0447/002 Ⅲ '13622-90-7
（ｔｒａｎｓ，ｔｒａｎｓ）－メチレンジシクロヘキサン－４，１－ジイル
ジイソシアナート

メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート
Cyclohexane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-,
(trans,trans)-

（反式,反式）-亚甲基二环己基-4,1-二基二异氰酸酯

'0447/003 Ⅲ '17901-48-3 Cyclohexane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, [cis(trans)]- メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート Cyclohexane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, [cis(trans)]- [顺式（反式）]-亚甲基二环己基-4,1-二基二异氰酸酯
'0447/004 Ⅲ '18937-00-3 Cyclohexane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, [cis(cis)]- メチレンビス（４，１－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート Cyclohexane, 1,1'-methylenebis[4-isocyanato-, [cis(cis)]- [顺式（顺式）]-亚甲基二环己基-4,1-二基二异氰酸酯
'0448 Ⅲ '101-68-8 ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン メチレンビス（４，１－フェニレン）＝ジイソシアネート Bis(4-isocyanatophenyl)methane 二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯

'0449 Ⅲ '13684-63-4
３－［（メトキシカルボニル）アミノ］フェニル＝３－トリルカルバ
マート

３－メトキシカルボニルアミノフェニル＝３’－メチルカルバニ
ラート（別名フェンメディファム）

3-[(Methoxycarbonyl)amino]phenyl 3-tolylcarbamate 3-［（甲氧基羰基）氨基］苯基＝3-甲苯基氨基甲酸酯

'0450 Ⅲ '88678-67-5
Ｎ－（６－メトキシ－２－ピリジル）－Ｎ－メチルチオカルバミ
ン酸Ｏ－３－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル

Ｎ－（６－メトキシ－２－ピリジル）－Ｎ－メチルチオカルバミ
ン酸Ｏ－３－ターシャリ－ブチルフェニル（別名ピリブチカル

O-3-tert-Butylphenyl N-(6-methoxy-2-pyridyl)-N-
methylthiocarbamate

O-3-叔丁基苯基-N-（6-甲氧基-2-吡啶基）-N-甲基硫代氨
基甲酸酯

'0451 Ⅲ '120-71-8 ２－メトキシ－５－メチルアニリン ２－メトキシ－５－メチルアニリン 2-Methoxy-5-methylaniline 2-甲氧基-5-甲基苯胺; 对甲酚定
'0452/000 Ⅲ ' ２－メルカプトベンゾチアゾール ２－メルカプトベンゾチアゾール 1,3-Benzothiazole-2(3H)-thione 2-巯基苯
'0452/001 Ⅲ '149-30-4 １，３－ベンゾチアゾール－２（３Ｈ）－チオン ２－メルカプトベンゾチアゾール 1,3-Benzothiazole-2(3H)-thione 2(3H)苯并噻唑硫酮
'0452/002 Ⅲ '118090-09-8 １，３－ベンゾチアゾール－２－チオール ２－メルカプトベンゾチアゾール 1,3-Benzothiazole-2-thiol 1,3-苯并噻唑-2-硫醇
'0453/000 Ⅲ ' モリブデン及びその化合物 モリブデン及びその化合物 molybdenum and its compounds 钼及其化合物
'0453/003 Ⅲ '1313-27-5 三酸化モリブデン モリブデン及びその化合物 Molybdenum trioxide 三氧化钼
'0453/004 Ⅲ '1313-30-0 ドデカモリブドリン酸ナトリウム モリブデン及びその化合物 Trisodium 12-molybdophosphate 磷钼酸钠
'0453/005 Ⅲ '1317-33-5 二硫化モリブデン モリブデン及びその化合物 Molybdenum disulfide 二硫化钼
'0453/006 Ⅲ '7439-98-7 モリブデン モリブデン及びその化合物 Molybdenum 钼
'0453/007 Ⅲ '7631-95-0 モリブデン酸ナトリウム モリブデン及びその化合物 Disodium molybdate 钼酸钠
'0453/008 Ⅲ '7782-91-4 モリブデン酸 モリブデン及びその化合物 Molybdic acid 钼酸
'0453/009 Ⅲ '7787-37-3 モリブデン酸バリウム モリブデン及びその化合物 Barium molybdate 钼酸钡
'0453/010 Ⅲ '7789-82-4 モリブデン酸カルシウム モリブデン及びその化合物 Calcium molybdate 钼酸钙
'0453/011 Ⅲ '10102-40-6 モリブデン酸ナトリウム・二水和物 モリブデン及びその化合物 (T-4)-Disodium molybdate dihydrate 钼酸钠・二水合物
'0453/012 Ⅲ '10241-05-1 塩化モリブデン（Ｖ） モリブデン及びその化合物 Molybdenum pentachloride 氯化钼（Ｖ）
'0453/013 Ⅲ '12011-97-1 炭化モリブデン（ＭｏＣ） モリブデン及びその化合物 Molybdenum carbide 碳化钼（MoC）

'0453/014 Ⅲ '12026-57-2 リンモリブデン酸 モリブデン及びその化合物
Trihydrogen tetracosa-mu-oxododecaoxo[mu12-
[phosphato(3-)-
O:O:O:O':O':O':O'':O'':O'':O''':O''':O''']]dodecamolybdate(3-)

磷钼酸

'0453/015 Ⅲ '12026-65-2 ドデカモリブドリン酸水素二アンモニウム モリブデン及びその化合物
Diammonium hydrogen tetracosa-mu-oxo-dodecaoxo[mu
12[phosphato(3-)-
O:O:O:O':O':O':O'':O'':O'':O''':O''':O''']]dodecamolybdate

十二羰钼酸磷酸氢二铵

'0453/016 Ⅲ '12026-66-3 リンモリブデン酸トリアンモニウム モリブデン及びその化合物 Triammonium 12-molybdophosphate 磷钼酸三铵

'0453/017 Ⅲ '12027-12-2 ケイモリブデン酸 モリブデン及びその化合物
Tetrahydrogen [mu12-[orthosilicato(4-)-
O:O:O:O':O':O':O'':O'':O'':O''':O''':O''']]tetracosa-mu-
oxododecaoxododecamolybdate(4-)

硅钼酸

'0453/018 Ⅲ '12027-67-7 モリブデン酸アンモニウム（Ｈ２４Ｍｏ７Ｎ６Ｏ２４） モリブデン及びその化合物 Molybdate, hexaammonium 七钼酸铵（H24Mo7N6O24）
'0453/019 Ⅲ '12033-40-8 ケイ化モリブデン（Ｍｏ５Ｓｉ３） モリブデン及びその化合物 Pentamolybdenum trisilicide 硅化钼（Mo5Sｉ3）
'0453/021 Ⅲ '12069-89-5 炭化モリブデン（Ｍｏ２Ｃ） モリブデン及びその化合物 Dimolybdenum carbide 碳化钼（Mo2C）
'0453/022 Ⅲ '12136-78-6 ケイ化モリブデン（ＭｏＳｉ２） モリブデン及びその化合物 Molybdenum disilicide 硅化钼（MoSｉ2）
'0453/023 Ⅲ '13106-76-8 モリブデン酸アンモニウム（Ｈ８ＭｏＮ２Ｏ４） モリブデン及びその化合物 Molybdate (MoO42-), ammonium (1:2), (T-4)- 四钼酸铵（H8MoN2O4）
'0453/024 Ⅲ '13446-49-6 モリブデン酸カリウム モリブデン及びその化合物 Dipotassium tetraoxomolybdate 钼酸钾
'0453/025 Ⅲ '13470-04-7 モリブデン酸ストロンチウム モリブデン及びその化合物 Strontium molybdate 钼酸锶
'0453/026 Ⅲ '13568-40-6 モリブデン酸リチウム モリブデン及びその化合物 Dilithium molybdate 钼酸锂
'0453/027 Ⅲ '13597-64-3 モリブデン酸セシウム モリブデン及びその化合物 Dicesium molybdate 钼酸铯
'0453/028 Ⅲ '13718-22-4 モリブデン酸ルビジウム モリブデン及びその化合物 Dirubidium molybdate 钼酸铷
'0453/029 Ⅲ '13767-03-8 モリブデン酸マグネシウム モリブデン及びその化合物 Magnesium molybdate 钼酸镁
'0453/030 Ⅲ '13769-81-8 モリブデン酸鉄 モリブデン及びその化合物 Diiron trimolybdenum dodecaoxide 钼酸鉄
'0453/031 Ⅲ '15123-80-5 モリブデン酸アルミニウム モリブデン及びその化合物 Dodecaaluminium trimolybdenum dodecaoxide 钼酸铝
'0453/032 Ⅲ '15702-41-7 モリブデン酸プラセオジウム モリブデン及びその化合物 Molybdenum praseodymium oxide (Mo3Pr2O12) 钼酸镨
'0453/033 Ⅲ '16289-82-0 モリブデン酸アンモニウム（（ＮＨ４）２Ｍｏ３Ｏ１０） モリブデン及びその化合物 Ammonium molybdenum oxide ((NH4)2Mo3O10) 三钼酸铵（（NH4）2Mo3O10）
'0453/034 Ⅲ '32512-08-6 モリブデン酸チタン（ＴｉＭｏＯ５） モリブデン及びその化合物 Molybdenum titanium oxide (MoTiO5) 钼酸钛（TｉMoO5）
'0453/035 Ⅲ '34346-27-5 ビス（アセチルアセトナト－Ｏ，Ｏ’）モリブデン モリブデン及びその化合物 Bis(2,4-pentanedionato-O,O')molydenum 双（戊二酮-O,O'）钼

'0453/036 Ⅲ '60428-79-7
ビス（ジブチルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）ジオキソジ－μ
－チオキソ二モリブデン、立体異性体

モリブデン及びその化合物
Bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')dioxodi-mu-
thioxodimolybdenum, stereoisomer

双（二丁基二硫代氨基甲酸-S,S'）二氧代二-μ-硫代二钼、
立体异构体

'0453/037 Ⅲ '64525-54-8
ビス（ジプロピルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）（ジチオ）オキ
ソモリブデン

モリブデン及びその化合物
(PB-7-23-1122'2')-Bis(dipropylcarbamodithioato-
S,S')(dithio)oxomolybdenum

双（二丙基二硫代羧酸-S,S'）（二硫代）氧代钼

'0453/038 Ⅲ '67368-85-8
ビス（ジブチルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）－μ－オキソジ
オキソ－μ－チオキソ二モリブデン

モリブデン及びその化合物
Bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')-mu-oxodioxo-mu-
thioxodimolybdenum

双（二丁基二硫代羧酸-S,S'）-μ-氧代二氧代-μ-硫代二钼

'0453/039 Ⅲ '67368-86-9
ビス（ジブチルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）オキソジ－μ－
チオキソチオキソ二モリブデン

モリブデン及びその化合物
Bis(dibutylcarbamodithioato-S,S')oxodi-mu-
thioxothioxodimolybdenum

双（二丁基二硫代羧酸-S,S'）氧代二-μ-二硫代二钼

'0453/041 Ⅲ '89654-51-3
［［Ｎ，Ｎ’－１，２－エタンジイルビス［Ｎ－（カルボキシメチル）
グリシナト］］（４－）－Ｎ，Ｎ’，Ｏ，Ｏ’，ＯＮ，ＯＮ’］モリブデン
（Ｉ）

モリブデン及びその化合物
Molybdenum(1+), [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-
(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-, (OC-6-
21)-

［［N,N'-1,2-亚乙基双[N-（羧甲基）甘氨酸］］（4-）-
N,N',O,O',ON,ON'］钼（Ｉ）

'0453/042 Ⅲ '89654-52-4
［［Ｎ，Ｎ’－１，２－エタンジイルビス［Ｎ－（カルボキシメチル）
グリシナト］］（４－）－Ｎ，Ｎ’，Ｏ，Ｏ’，ＯＮ，ＯＮ’］モリブデン
（ＩＩ）

モリブデン及びその化合物
Molybdenum(2+), [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-
(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']-, (OC-6-
21)-

［［N,N'-1,2-亚乙基双[N-（羧甲基）甘氨酸］］（4-）-
N,N',O,O',ON,ON'］钼（ＩＩ）

'0453/043 Ⅲ '90901-25-0
ビス［ビス（２－エチルヘキシル）カルバモジチオアト－Ｓ，
Ｓ’］ジ－μ－チオキソジチオキソ二モリブデン

モリブデン及びその化合物
Bis[bis(2-ethylhexyl)carbamodithioato-S,S']di-mu-
thioxodithioxodimolybdenum

双[双（2-乙基己基酯）二硫代羧酸-S,S'］二-μ-硫二氧代钼

'0453/044 Ⅲ '137025-39-9
ビス［ビス（２－エチルヘキシル）カルバモジチオアト－Ｓ，
Ｓ’］オキソチオキソモリブデン

モリブデン及びその化合物
Bis[bis(2-ethylhexyl)carbamodithioato-
S,S']oxothioxomolybdenum

双[双（2-乙基己基酯）二硫代羧酸-S,S'］硫氧代钼

'0453/045 Ⅲ '137781-03-4
ビス（ジイソオクチルカルバモジチオアト－Ｓ，Ｓ’）オキソチオ
キソモリブデン

モリブデン及びその化合物 Bis(diisooctylcarbamodithioato-S,S')oxothioxomolybdenum 双（二异辛基二硫代羧酸-S,S'）硫氧代钼

'0453/048 Ⅲ '1325-75-3
リンモリブデンタングステン酸Ｎ－［４－［［４－（ジエチルアミ
ノ）フェニル］フェニルメチレン］－２，５－シクロヘキサンジエ
ン－１－イリデン］－Ｎ－エチルエタナミニウム

モリブデン及びその化合物
Ethanaminium, N-[4-[[4-
(diethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-
1-ylidene]-N-ethyl-, molybdatetungstatephosphate

N-［4-［［4-（二乙氨基）苯基］苯基甲基］-2,5-环己烷二烯-
1-亚基］-N-乙基丙烯酰胺酸钨酸磷酸盐

'0453/049 Ⅲ '1325-87-7

リンモリブデンタングステン酸Ｎ－［４－［［４－（ジエチルアミ
ノ）フェニル］［４－（エチルアミノ）－１－ナフタレニル］］メチレ
ン］－２，５－シクロヘキサジエン－１－イリデン］－Ｎ－エチ
ルエタナミニウム

モリブデン及びその化合物

Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-
(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-
cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-,
molybdatetungstatephosphate

N-〔4 - [[4-（二乙基氨基）苯基] [4-（乙氨基）-1-萘基]]亚甲
基] -2,5-环己二烯-1-亚基] -N-乙基丙烯酰胺酸钨酸磷酸
（别名：颜料蓝 1）

'0453/050 Ⅲ '12054-85-2 モリブデン酸六アンモニウム・四水和物 モリブデン及びその化合物 Hexaammonium molybdate, tetrahydrate 四水钼酸铵

'0453/051 Ⅲ '12224-98-5
リンモリブデンタングステン酸９－［２－（エトキシカルボニル）
フェニル］－３，６－ビス（エチルアミノ）－２，７－ジメチルキ
サンチリウム

モリブデン及びその化合物
Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-
bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-,
molybdatetungstatephosphate

9-[2-(乙氧羰基)苯基]-3,6-二(乙氨基)-2,7-二甲基吨钼酸
钨酸磷酸盐 （别名：颜料红81）

'0453/052 Ⅲ '13320-71-3 四塩化モリブデン モリブデン及びその化合物 Molybdenum tetrachloride 四氯化钼
'0453/053 Ⅲ '13478-18-7 三塩化モリブデン モリブデン及びその化合物 Molybdenum trichloride 三氯化钼
'0453/054 Ⅲ '72379-29-4 ナフテン酸モリブデン モリブデン及びその化合物 Naphthenic acids, molybdate complexes 环烷酸钼
'0453/055 Ⅲ '74316-36-2 モリブデン酸チタン・水和物 モリブデン及びその化合物 Molybdenum titanium oxide (MoTiO5), hydrate 钼酸钛・水合物

'0454 Ⅲ '95-32-9
４－（１，３－ベンゾチアゾール－２－イルジスルファニル）モ
ルホリン

２－（モルホリノジチオ）ベンゾチアゾール 4-(1,3-benzothiazol-2-yldisulfanyl)morpholine 2-(4-吗啉基二硫代)苯并噻唑

'0455 Ⅲ '110-91-8 モルホリン モルホリン Morpholine 吗啉; 1,4-氧氮杂环已烷; 四氢-1,4-恶嗪; 1,4-氧氮六环
'0456 Ⅲ '20859-73-8 リン化アルミニウム りん化アルミニウム Aluminium phosphide 磷化铝

'0457 Ⅲ '62-73-7 リン酸ジメチル＝２，２－ジクロロビニル
りん酸ジメチル＝２，２－ジクロロビニル（別名ジクロルボス
又はＤＤＶＰ）

Dichlorvos 磷酸-2-,2-二氯乙烯基二甲酯（敌敌畏）

'0458/000 Ⅲ ' りん酸トリス（２－エチルヘキシル） りん酸トリス（２－エチルヘキシル） Phosphoric acid, tris(2-ethylhexyl) ester 磷酸三辛酯
'0458/001 Ⅲ '78-42-2 リン酸トリス（２－エチルヘキシル） りん酸トリス（２－エチルヘキシル） Phosphoric acid, tris(2-ethylhexyl) ester 磷酸三辛酯
'0459 Ⅲ '115-96-8 トリス（２－クロロエチル）＝ホスファート りん酸トリス（２－クロロエチル） Tris(2-chloroethyl) phosphate 磷酸三(2-氯乙基)酯; 磷酸三氯乙酯; 三氯乙基磷酸酯
'0460/000 Ⅲ ' りん酸トリトリル りん酸トリトリル Tritolyl phosphate 磷酸三甲苯酯
'0460/001 Ⅲ '78-30-8 トリ－２－トリル＝ホスファート りん酸トリトリル Tris(o-cresyl) phosphate 磷酸三(邻甲苯酯)
'0460/004 Ⅲ '78-32-0 トリ－４－トリル＝ホスファート りん酸トリトリル Tri-p-tolyl phosphate 对甲苯酰磷酸酯
'0460/007 Ⅲ '563-04-2 トリ－３－トリル＝ホスファート りん酸トリトリル Tri-m-tolyl phosphate 三甲苯磷酸酯
'0460/010 Ⅲ '1330-78-5 トリトリル＝ホスファート りん酸トリトリル Tritolyl phosphate 磷酸三甲苯酯
'0460/013 Ⅲ '72016-32-1 ジ－３－トリル＝４－トリル＝ホスファート りん酸トリトリル Di-3-tolyl 4-tolyl phosphate 二-3-甲苯基=4-甲苯=磷酸
'0461/000 Ⅲ ' りん酸トリフェニル りん酸トリフェニル Triphenyl phosphate 磷酸三苯酯
'0461/001 Ⅲ '115-86-6 トリフェニル＝ホスファート りん酸トリフェニル Triphenyl phosphate 三苯基磷酸酯; 磷酸三苯酯; 特丙基化磷酸三苯酯
'0462/000 Ⅲ ' りん酸トリ－ノルマル－ブチル りん酸トリ－ノルマル－ブチル Tributyl phosphate 磷酸三丁酯
'0462/001 Ⅲ '126-73-8 リン酸トリ－ｎ－ブチル りん酸トリ－ノルマル－ブチル Tributyl phosphate 磷酸三丁酯
'2501 Ⅲ '67-63-0 プロパン－２－オール イソプロピルアルコ－ル Propan-2-ol 异丙醇
'2503 Ⅲ '67-64-1 アセトン アセトン Acetone 丙酮
'2504 Ⅲ '123-86-4 酢酸ブチル 酢酸ブチル Butyl acetate 乙酸丁酯
'2505 Ⅲ '67-56-1 メタノール メタノ－ル Methanol 甲醇; 木酒醇; 木精; 木醇; 木酒精
'2507 Ⅲ '78-93-3 ２－ブタノン メチルエチルケトン 2-Butanone 2-丁酮
'2510 Ⅲ '64-17-5 エタノール エタノ－ル Ethanol 乙醇
'2512 Ⅲ '109-99-9 テトラヒドロフラン テトラヒドロフラン Tetrahydrofuran 四氢呋喃
'2513 Ⅲ '107-98-2 １－メトキシ－２－ヒドロキシプロパン １－メトキシ－２－プロパノ－ル 2-Propanol, 1-methoxy- 丙二醇甲醚
'2514 Ⅲ '71-36-3 １－ブタノール ｎ-ブタノ－ル 1-Butanol 正丁醇
'2516 Ⅲ '108-10-1 メチルイソブチルケトン メチルイソブチルケトン Methyl isobutyl ketone 甲基异丁酮
'2517 Ⅲ '142-82-5 ｎ－ヘプタン ｎ－ヘプタン Heptane 庚烷
'2518 Ⅲ '141-78-6 酢酸エチル 酢酸エチル Ethyl acetate 乙酸乙酯
'2520 Ⅲ '108-94-1 シクロヘキサノン シクロヘキサノン Cyclohexanone 环己酮
'2601 Ⅲ '124-38-9 二酸化炭素 二酸化炭素 Carbon dioxide 二氧化碳
'2602 Ⅲ '74-82-8 メタン メタン Methane 甲烷
'2603 Ⅲ '10102-43-9 一酸化ニ窒素 一酸化ニ窒 Nitrogen monoxide 一氧化二氮
'2604 Ⅲ '75-46-7 トリフルオロメタン(HFC-23) トリフルオロメタン(HFC-23) Trifluoromethane 三氟甲烷; 氟仿
'2605 Ⅲ '75-10-5 ジフルオロメタン (HFC-32) ジフルオロメタン (HFC-32) Difluoromethane 二氟甲烷
'2606 Ⅲ '593-53-3 フルオロメタン(HFC-41) フルオロメタン(HFC-41) Fluoromethane 氟甲烷; 甲基氟
'2607 Ⅲ '354-33-6 １・１・１・２・２－ペンタフルオロエタン (HFC-125) １・１・１・２・２－ペンタフルオロエタン (HFC-125) Ethane, pentafluoro- 五氟乙烷
'2608 Ⅲ '359-35-3 １・１・２・２－テトラフルオロエタン(HFC-134) １・１・２・２－テトラフルオロエタン(HFC-134) 1,1,2,2-tetrafluoroethane 1,1,2,2-四氟乙烷
'2609 Ⅲ '811-97-2 １・１・１・２－テトラフルオロエタン(HFC-134a) １・１・１・２－テトラフルオロエタン(HFC-134a) 1,1,1,2-tetrafluoroethane 1,1,1,2-四氟乙烷
'2610 Ⅲ '430-66-0 １・１・２－トリフルオロエタン(HFC-143) １・１・２－トリフルオロエタン(HFC-143) 1,1,2-trifluoroethane 1,1,2-三氟乙烷
'2611 Ⅲ '420-46-2 １・１・１－トリフルオロエタン (HFC-143a) １・１・１－トリフルオロエタン (HFC-143a) Ethane, 1,1,1-trifluoro- 1,1,1-三氟乙烷; 氟里昂143a
'2612 Ⅲ '75-37-6 １・１－ジフルオロエタン （HFC-152a） １・１－ジフルオロエタン （HFC-152a） Ethane, 1,1-difluoro- 1,1-二氟乙烷; 氟里昂-152
'2613 Ⅲ '431-89-0 １･１･１･２･３･３･３－ヘプタフルオロプロパン (HFC-227ea) １･１･１･２･３･３･３－ヘプタフルオロプロパン (HFC-227ea) Propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro- 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷
'2614 Ⅲ '690-39-1 １･１･１･３･３･３－ヘキサフルオロプロパン （HFC-236fa） １･１･１･３･３･３－ヘキサフルオロプロパン （HFC-236fa） Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro- 1,1,1,3,3,3-六氟丙烷
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'2615 Ⅲ '679-86-7 １･１･２･２･３－ペンタフルオロプロパン (HFC-245ca) １･１･２･２･３－ペンタフルオロプロパン (HFC-245ca) 1,1,2,2,3-Pentafluoropropane HFC-245ca 1,1,2,2,3-四氟丙烷

'2616 Ⅲ '138495-42-8
１･１･１･２･３･４･４･５･５･５－デカフルオロペンタン (HFC-43-
10mee)

１･１･１･２･３･４･４･５･５･５－デカフルオロペンタン (HFC-43-
10mee)

Pentane, 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro- 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷

'2617 Ⅲ '2551-62-4 六ふっ化硫黄 六ふっ化硫黄 Sulfur hexafluoride (SF6) 六氟化硫
'2618 Ⅲ '75-73-0 パーフルオロメタン （PFC-14） パーフルオロメタン （PFC-14） Methane, tetrafluoro- 四氟甲烷; 四氟化碳
'2619 Ⅲ '76-16-4 パーフルオロエタン （PFC-116） パーフルオロエタン （PFC-116） Ethane, hexafluoro- 全氟乙烷; 六氟乙烷
'2620 Ⅲ '76-19-7 パーフルオロプロパン （PFC-218） パーフルオロプロパン （PFC-218） Propane, 1,1,1,2,2,3,3,3-octafluoro- 全氟丙烷; 八氟丙烷
'2621 Ⅲ '355-25-9 パーフルオロブタン（PFC-31-10） パーフルオロブタン（PFC-31-10） Decafluorobutane 十氟丁烷; 全氟丁烷
'2622 Ⅲ '115-25-3 パーフルオロシクロブタン （PFC-c318） パーフルオロシクロブタン （PFC-c318） Cyclobutane, octafluoro- 八氟环丁烷; 全氟环丁烷
'2623 Ⅲ '678-26-2 パーフルオロペンタン （PFC-41-12） パーフルオロペンタン （PFC-41-12） Dodecafluoropentane 十二氟戊烷
'2624 Ⅲ '355-42-0 パーフルオロヘキサン （PFC-51-14） パーフルオロヘキサン （PFC-51-14） Tetradecafluorohexane 十四氟己烷; 全氟己烷; 全氟正己烷
※1 追加, Added, 额外
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