
　

担当部署 化学名/慣用名 商品名 CAS NO 沸点
(℃)

融点
(℃)

化審法分類
官報公示番号

(化審法)
官報公示番号

(安衛法)
消防法

(類別/品名/種別)
荷姿 主　な　用　途 分類 大分類

1 営業二部 IB(ｲｿﾌﾞﾁﾚﾝ) IB(ｲｿﾌﾞﾁﾚﾝ) 115-11-7 -6.9 - 既存化学物質 2-16 - - - ｱﾙｷﾙ化剤、合成原料 脂肪族炭化水素 化成品

2 営業二部 ｵﾙｿｷｼﾚﾝ ｵﾙｿｷｼﾚﾝ 95-47-6 144.4 -25.2 既存化学物質 (3)-3 - 第4類第二石油類 ﾛｰﾘｰ､170kgﾄﾞﾗﾑ 無水ﾌﾀﾙ酸､合成原料 芳香族炭化水素 化成品

3 営業二部 Nﾍﾌﾟﾀﾝ(NHP) ﾉﾙﾏﾙﾍﾌﾟﾀﾝ 142-82-5 - - 既存化学物質 2-7 - - - 溶剤 脂肪族炭化水素 化成品

4 営業二部 ｱｲｿﾊﾟｰ ｱｲｿﾊﾟｰE,G
E;64741-66-8､
G;90622-57-4

E;114-138､
G;159-176

- - - - - - 溶剤 脂肪族炭化水素 化成品

5 営業二部 ｴｸｿｰﾙ ｴｸｿｰﾙD-80､D40
D80;64742-47-8､
D40;64742-48-9

196-252,
147-199

- - - - - - 溶剤 脂肪族、脂環族炭化水素 化成品

6 営業二部 1,4ﾌﾞﾀﾝｼﾞｵｰﾙ 1,4ﾌﾞﾀﾝｼﾞｵｰﾙ 110-63-4 228 - 既存化学物質 2-235 - 第4類第三石油類 200kgﾄﾞﾗﾑ､ﾛｰﾘｰ PBT樹脂､可塑剤 アルコール 化成品

7 営業二部 1,4-ｼﾞ(2-ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾄｷｼ)ﾌﾞﾁﾝ-2 BUT-40 1606-85-5 - - 既存化学物質 2-2445 公表
第4類第三石油類
非水溶性

18kg/缶 - アルコール 化成品

8 営業二部 変性ｱﾙｺｰﾙ ｿﾙﾐｯｸｽ(変性ｱﾙｺｰﾙ) - - - - - - - - 溶剤 アルコール 化成品

9 営業二部
ﾃﾄﾗｷｽ(2-ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙ)ﾒﾀﾝ／
ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙ

ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙ 115-77-5
276

(4kPa)
250 既存化学物質 2-248 公表 - 20kg/袋 ｱﾙｷｯﾄﾞ樹脂､ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ原料､ﾛｼﾞﾝｴｽﾃﾙ原料､塩ﾋﾞ可塑剤 多価アルコール 化成品

10 営業二部 ﾎﾟﾊﾞｰﾙ ﾎﾟﾊﾞｰﾙ 9002-89-5 - - 既存化学物質 6-682 - - - - 多価アルコール 樹脂

11 営業二部 ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ 50-70-4 - - 既存化学物質 8-50 - - - - 多価アルコール 　その他　

12 営業二部 液糖 液糖 - - - - - - - - - 多価アルコール その他

13 営業二部 ﾒﾁﾙﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ HMTBE(高純度MTBE) 1634-04-4 55 - 既存化学物質 2-3220 2-(12)-133 第4類第一石油類
非水溶性 ﾛｰﾘｰ､ﾄﾞﾗﾑ 溶剤、反応溶媒 エーテル 化成品

14 営業二部 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ﾅｲｿﾙﾌﾞDO 123-91-1 101.1 11.8 優先評価/既存/旧二監 5-839 公表
第4類第三石油類
非水溶性

200kg/ﾄﾞﾗﾑ 洗浄剤､合成皮革用溶剤､反応溶媒 環状エーテル 化成品

15 営業二部
1,2-ｼﾞﾒﾄｷｼｴﾀﾝ／
ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ

ﾓﾉｸﾞﾗｲﾑ(GL-1) 110-71-4 82-83 -58 既存化学物質 2-421 公表
第4類第一石油類
水溶性

15kg/缶
170kg/ﾄﾞﾗﾑ

溶剤､反応溶媒､冷媒､吸収剤､酸性ｶﾞｽ洗浄剤 エーテル 化成品

16 営業二部
ﾋﾞｽ(2-ﾒﾄｷｼｴﾁﾙ)ｴｰﾃﾙ／
ｼﾞｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ

ｼﾞｸﾞﾗｲﾑ(GL-2) 111-96-6 162 -68 既存化学物質 2-434 公表
第4類第二石油類
水溶性

15kg/缶
180kg/ﾄﾞﾗﾑ

溶剤､反応溶媒､冷媒､吸収剤､酸性ｶﾞｽ洗浄剤 エーテル 化成品

17 営業二部
1,2-ﾋﾞｽ(2-ﾒﾄｷｼｴﾄｷｼ)ｴﾀﾝ／
ﾄﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ

ﾄﾘｸﾞﾗｲﾑ(GL-3) 112-49-2 216 -45 既存化学物質 7-1321 公表
第4類第三石油類
水溶性

15kg/缶
200kg/ﾄﾞﾗﾑ

溶剤､反応溶媒､冷媒､吸収剤､酸性ｶﾞｽ洗浄剤 エーテル 化成品

18 営業二部
ﾋﾞｽ(2-(2-ﾒﾄｷｼｴﾄｷｼ)ｴﾁﾙ)ｴｰﾃﾙ／
ﾃﾄﾗｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ

ﾃﾄﾗｸﾞﾗｲﾑ(GL-4) 143-24-8 275 - 既存化学物質 7-1321 公表
第4類第三石油類
水溶性

15kg/缶
200kg/ﾄﾞﾗﾑ

溶剤､反応溶媒､冷媒､吸収剤､酸性ｶﾞｽ洗浄剤 エーテル 化成品

19 営業二部
1,3-ｼﾞｵｷｿﾗﾝ-2-ｵﾝ／
ｴﾁﾚﾝｶｰﾎﾞﾈｰﾄ

ｴﾁﾚﾝｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(EC) 96-49-1 248 36.4 既存化学物質 5-523 公表
第4類第三石油類
非水溶性

250kg/ﾄﾞﾗﾑ
溶剤､ｱｸﾘﾙ繊維加工剤､ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池電解液､土壌
改良剤

カーボネート 化成品

20 営業二部
2-ｵｷｿ-4-ﾒﾁﾙ-1,3-ｼﾞｵｷｿﾗﾝ／
ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｶｰﾎﾞﾈｰﾄ

ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｶｰﾎﾞﾈｰﾄ(PC) 108-32-7 240 -55 既存化学物質 5-524 公表
第4類第三石油類
非水溶性

20kg/缶
240kg/ﾄﾞﾗﾑ

溶剤､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙ化剤､ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ二次電池電解液､土
壌改良剤

カーボネート 化成品

21 営業二部 4-ﾒﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾊﾟﾗｸﾚｿﾞｰﾙ 106-44-5 201.8 35.5 既存化学物質 3-499 4-10-152 指定可燃物(可燃性固体類 3,000k 200kgﾄﾞﾗﾑ､ﾛｰﾘｰ 酸化防止剤原料 フェノール 化成品

22 営業二部 ﾊﾟﾗｴﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾊﾟﾗｴﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(PEP) 123-07-9 219 44.8 既存化学物質 3-500 3-500 指定可燃物(可燃性固体類 3,000k 200kgﾄﾞﾗﾑ､ﾛｰﾘｰ 樹脂原料､酸化防止剤原料 フェノール 化成品

23 営業二部 ﾊﾟﾗﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(PTBP) ﾊﾟﾗﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ(PTBP) 98-54-4 98 - 既存化学物質 3-503,4-57 - - - - フェノール 化成品

24 営業二部 2,4ｼﾞﾀｰｼｬﾘｰｱﾐﾙﾌｪﾉｰﾙ 2,4DTAP 120-95-6 325 23 既存化学物質 3-526 3-526 指定可燃物(可燃性固体類) 180kgﾄﾞﾗﾑ
紫外線吸収剤原料､樹脂用熱安定剤原料､写真感光材
料原料

フェノール 化成品

25 営業二部 2,2ﾒﾁﾚﾝﾋﾞｽ(4-ｴﾁﾙｰ6-ﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾖｼﾉｯｸｽ425 88-24-4 125 ｰ 既存化学物質 4-93 4-93 20kg紙袋 酸化防止剤 フェノール その他

26 営業二部 ﾋﾞｽ(4-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌｪﾆﾙ)ｽﾙﾎﾝ ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙ-S 80-09-1 - Min.245 既存/旧二監 3-2169 公表 指定可燃物 600kg/ﾌﾚｺﾝ
染色助剤､難燃剤原料､写真用ｶｯﾌﾟﾗｰ･感熱記録紙顕色
剤

フェノール 化成品

27 営業二部 ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ ﾓﾉｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ 141-43-5 171 10.5 既存化学物質 2-301 - 第4類第三石油類 - - アミン 化成品

28 営業二部 ﾄﾘｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ ﾄﾘｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾝ 102-71-6 360 21.2 既存化学物質 2-308 - 第4類第三石油類 - - アミン 化成品

29 営業二部 ﾍｷｻﾋﾄﾞﾛ(1,3,5-ﾄﾘｽﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙ)ﾄﾘｱｼﾞﾝ ﾅｲﾋﾞﾀｰ(NybitorY-10) 4719-04-4 - - 既存化学物質 5-998 公表 非該当
20kg/缶

230kg/ﾄﾞﾗﾑ
工業用殺菌剤､防黴剤､防腐剤､土壌改良剤 その他 化成品

30 営業二部 1,2-ﾋﾞｽ(2-ﾒﾙｶﾌﾟﾄｴﾄｷｼ)ｴﾀﾝ DMDO 14970-87-7
225

(101.3kPa)
- 既存化学物質 2-2451 公表

第4類第三石油類
非水溶性

200kg/ﾄﾞﾗﾑ 特殊高分子原料 含硫黄化合物 化成品

31 営業二部 3-ﾁｱﾍﾟﾝﾀﾝ-1,5-ｼﾞﾁｵｰﾙ DMDS 3570-55-6
102

(399Pa)
-11 白物質/旧二監 2-3440 2-12-145

第4類第三石油類
非水溶性

20kg/缶
特殊高分子原料 含硫黄化合物 化成品

32 営業二部 ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙﾃﾄﾗｷｽﾁｵｸﾞﾘｺﾚｰﾄ ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙﾃﾄﾗｷｽﾁｵｸﾞﾘｺﾚｰﾄ(PE-TSA) 10193-99-4 - - 白物質 2-3334 公表 指定可燃物(可燃性液体類) 254kg/ﾄﾞﾗﾑ 特殊高分子原料 含硫黄化合物 化成品

33 営業二部 ﾍﾟﾝﾀｴﾘｽﾘﾄｰﾙﾃﾄﾗｷｽ（3-ﾒﾙｶﾌﾟﾄﾌﾟﾛﾋﾟｵﾈｰﾄ） 4TP-5 7575-23-7 - - 白物質 2-3330 2-3330 指定可燃物 - 特殊高分子原料 含硫黄化合物 化成品

34 営業二部 ﾌｯ化水素 無水ﾌｯ化水素 7664-39-3 19.5 -84 既存化学物質 1-306 公表 - 9t/ﾛｰﾘｰ ｴｯﾁﾝｸﾞｶﾞｽ､ﾌｯ素化物合成原料 ハロゲン化物 化成品

35 営業二部 1,1-ｼﾞﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ R-152a 75-37-6 -24.2 -117 既存化学物質 2-86 公表 - 15t/IMOｺﾝﾃﾅ 冷媒、噴射剤、ﾌｯ素樹脂原料 ハロゲン化物 化成品

36 営業二部 1,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾀﾝ 1,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾀﾝ 110-56-5 161 -37.3 既存化学物質 2-61 公表
第4類第二石油類
非水溶性

200kg/ﾄﾞﾗﾑ 溶剤、農薬･香料原料､合成原料 ハロゲン化物 化成品

37 営業二部 2-(2'-ｸﾛﾛｴﾄｷｼ)ｴﾀﾉｰﾙ CEE 628-89-7 198.9 -90 既存化学物質 2-447 公表
第4類第三石油類
水溶性

205kg/ﾄﾞﾗﾑ
高分子原料､界面活性剤原料 ハロゲン化物 化成品

38 営業二部 2-［2-（2-ｸﾛﾛｴﾄｷｼ）ｴﾄｷｼ］ｴﾀﾉｰﾙ TEGCH 5197-62-6 - - - - 2-(8)-584
第4類第三石油類
非水溶性

- 高分子原料 ハロゲン化物 化成品

39 営業二部
p-ﾄﾙｴﾝｽﾙﾎﾆﾙｸﾛﾗｲﾄﾞ／
塩化ﾄｼﾙ

ﾄｼﾙｸﾛﾗｲﾄﾞ(PTSC) 98-59-9 146 71 既存化学物質 3-1936 公表 非該当 92kg/ﾄﾞﾗﾑ 染料･顔料原料､医農薬中間体原料､可塑剤､発泡剤 ハロゲン化物 化成品

40 営業二部 1-ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾊﾟﾝ ﾉﾙﾏﾙﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞ(NPB) 106-94-5 71 -110 既存/旧二監 2-73 公表 非該当 250kg/ﾄﾞﾗﾑ 医農薬中間体原料､ｱﾙｷﾙ化剤 ハロゲン化物 化成品

41 営業二部 2-ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾊﾟﾝ ｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞ(IPB) 75-26-3 60 -89 既存/旧二監 2-76 公表 非該当 250kg/ﾄﾞﾗﾑ 医農薬中間体原料､感光剤中間体原料､ｱﾙｷﾙ化剤 ハロゲン化物 化成品

42 営業二部 ﾌﾏﾙ酸ｽﾃｱﾘﾙﾅﾄﾘｳﾑ SSF 4070-80-8 -
224～
225

既存化学物質 2-1087 - 非該当 20kg/缶 滑沢剤 その他 化成品
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