
○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331033号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

医薬部外品原料規格については、平成18年3月31日薬食発第0331030号医薬食品局長通知「医
薬部外品原料規格2006について」(以下「外原規2006」という。)により定められ、平成3年5月
14日薬発第535号薬務局長通知「医薬部外品原料規格について」、平成5年2月10日薬発第115号
薬務局長通知同追補、平成6年3月15日薬発第243号薬務局長通知同追補2、平成10年3月24日医薬
発第296号医薬安全局長通知同追補3、平成10年5月22日医薬発第476号医薬安全局長通知同追補4
(以下「旧外原規」と総称する。)及び化粧品種別配合成分規格(平成5年10月1日薬審第813号審
査課長通知。以下「粧配規」という。)が廃止されたところであるが、今般、これに伴う医薬部
外品等製造販売承認申請の取扱いを下記のとおり定めたので、御了知の上、貴管下関係業者に対
し周知徹底方御配慮願いたい。 

記 
第1 申請書の記載について 

1．成分名 
外原規2006に収載されている品目については、それぞれの各条の名称を記載すること。 

2．成分及び分量又は本質欄 
外原規2006に収載されている品目を成分とするときは、規格に「外原規」と記載し、規格

内容は省略すること。 
3．規格及び試験方法 

ア 外原規2006による場合には、「医薬部外品原料規格による。」と記載すること。 
イ 外原規2006に定めた規格及び試験方法のほかに規格及び試験方法を追加する場合には、

「医薬部外品原料規格によるほか次のとおり。」と記載して、追加する規格の内容を具体
的に記載すること。 

ウ 外原規2006に定める規格及び試験方法の一部を他の規格及び試験方法に変更する場合に
は、「医薬部外品原料規格による。ただし、○○試験は次のとおり。」と記載して、変更
する規格の内容を具体的に記載すること。 

第2 承認事項の一部を旧外原規、化粧品原料基準(以下「粧原基」という。)又は粧配規による
旨記載して承認された医薬部外品等の取扱いについて 
1．今回の改正で外原規2006に収載された成分の取扱い 

ア 「成分及び分量又は本質」欄に旧外原規による旨記載して承認された医薬部外品等であ
って、成分名を外原規2006とするもの、及び粧原基又は粧配規による旨記載して承認され
た医薬部外品等であって、成分名又は規格を外原規2006とするものについては、成分名を
外原規2006に規定する名称に、規格名を「外原規」に、承認書記載事項の整備に係る届出
(以下「記載整備届出」という。)の際に変更した事項を反映したものを提出するか又は薬
事法(昭和35年法律第145号)第14条第10項の規定に基づく承認事項の軽微変更届出(以下
「軽微変更届出」という。)により変更すること。 

イ 「成分及び分量又は本質」欄に旧外原規による旨記載して承認された医薬部外品等であ
って、外原規2006への移行により規格が改正された成分については、規格を外原規2006
とするものは、平成19年9月30日までは改正前の規格によるものを改正後の規格によるも
のとみなすことができるが、同日以降は改正後の規格によるものであること。また、従前
の規格とするものは、規格を「別紙規格」に、記載整備届出の際に変更した事項を反映し
たものを提出するか又は軽微変更届出により変更すること。 

ウ 「成分及び分量又は本質」欄に粧原基又は粧配規による旨記載して承認された医薬部外
品等であって、外原規2006への移行により規格が改正された成分については、規格を外原
規2006とするものは規格名を「外原規」に、従前の規格とするものは規格を「別紙規格」
に、記載整備届出の際に変更した事項を反映したものを提出するか又は軽微変更届出によ
り変更すること。 

エ 「規格及び試験方法」欄に旧外原規の通則による旨記載して承認された医薬部外品等で
あって、外原規2006への移行により通則が改正されたものについては、通則を外原規
2006とするものは、平成19年9月30日までは改正前の通則によるものを改正後の通則によ
るものとみなすことができるが、同日以降は改正後の規格によるものであること。 

2．今回の改正で外原規2006に収載されない成分の取扱い 
「成分及び分量又は本質」欄に旧外原規、粧原基又は粧配規による旨記載して承認された

医薬部外品等であって、外原規2006に収載されない成分については、規格を「別紙規格」
に、記載整備届出の際に変更した事項を反映したものを提出するか又は軽微変更届出により
変更すること。この場合、規格及び試験方法には、旧外原規、粧原基又は粧配規の規格の内
容を記載すること。 

3．粧配規の廃止に伴う取扱い 
「規格及び試験方法」欄等に粧配規の通則及び一般試験法による旨記載して承認された医



薬部外品等であって、通則及び一般試験法を「外原規」による旨に改めるものについて
は、外原規の通則及び一般試験法による旨、記載整備届出の際に変更した事項を反映したも
のを提出するか又は軽微変更届出により変更すること。 

4．粧原基の取扱い 
ア 「化粧品原料基準の廃止に伴う医薬品及び医薬部外品における承認申請等の取扱いにつ

いて」(平成13年3月29日医薬審発第319号審査管理課長通知。以下「課長通知」とい
う。)の1及び2の「当分の間」については、今般の改正に伴い、平成19年9月30日とする
こと。 

イ 課長通知の3の取扱いについては、今般の改正に伴い、通則及び一般試験法を「外原
規」による旨に改めるものは、外原規の通則及び一般試験法による旨、記載整備届出の際
に変更した事項を反映したものを提出するか又は軽微変更届出により変更すること。 

5．その他 
ア 今般の改正に伴い、通則、一般試験法及び規格が改正されたものについては、これらに

品質について、製造販売業者の責任で担保すること。 
イ 軽微変更届書又は記載整備届書については、別添の規格名及び成分名新旧対照表を参照

の上作成すること。 
第3 軽微変更届出に係る留意事項について 

1．軽微変更届出については、平成23年3月31日までに行うこと。 
2．軽微変更届出を行う際は軽微変更届書の「備考」欄に「平成18年3月31日薬食審査発第

0331033号「医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いにつ
いて」による届出」と記載すること。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本化粧品工業連合会長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本輸入化粧品協会理事長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本パーマネントウェーブ液工業組合理事長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本医薬品添加剤協会長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(在日米国商工会議所化粧品委員会委員長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)



(薬食審査発第0331034号)
(欧州ビジネス協議会化粧品委員会委員長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本石鹸洗剤工業会長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本石鹸洗剤工業組合理事長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本歯磨工業会長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本ヘアカラー工業会長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(染毛剤懇話会理事長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本浴用剤工業会長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本エアゾール協会専務理事あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(日本エアゾールヘアラッカー工業組合理事長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府



県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331034号)
(化粧品原料協会長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので、貴会会員への周知方御配慮お願いいたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331035号)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので送付いたします。 

○医薬部外品原料規格の改正に伴う医薬部外品等製造販売承認申請の取扱いについて 
(平成18年3月31日)

(薬食審査発第0331035号)
(各地方厚生局長あて厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)

標記について、平成18年3月31日薬食審査発第0331033号をもって別添写しのとおり各都道府
県衛生主管部(局)長あて通知したので送付いたします。 

別添 
規格名及び成分名新旧対照表 

旧 新 

旧外原規 粧原基 粧配規 外原規2006 

アクリルアミド・アク
リル酸・塩化ジメチル
ジアリルアンモニウム
共重合体液 

 アクリルアミド・アク
リル酸・塩化ジメチル
ジアリルアンモニウム
共重合体液 

アクリルアミド・アク
リル酸・塩化ジメチル
ジアリルアンモニウム
共重合体液 

アクリル酸・アクリル
酸アミド・アクリル酸
共重合体 

 アクリル酸・アクリル
酸アミド・アクリル酸
エチル共重合体 

アクリル酸・アクリル
酸アミド・アクリル酸
エチル共重合体 

アクリル酸・アクリル
酸アミド・アクリル酸
エチル共重合体液 

 アクリル酸・アクリル
酸アミド・アクリル酸
エチル共重合体カリウ
ム塩液 

アクリル酸・アクリル
酸アミド・アクリル酸
エチル共重合体カリウ
ム塩液 

  アクリル酸・アクリル
酸2―エチルヘキシ
ル・スチレン共重合体
エマルション 

アクリル酸・アクリル
酸2―エチルヘキシ
ル・スチレン共重合体
エマルション 

  アクリル酸アミド・ア
クリル酸アルキル・メ
タクリル酸メトキシポ
リエチレングリコール
共重合体 

アクリル酸アミド・ア
クリル酸アルキル・メ
タクリル酸メトキシポ
リエチレングリコール
共重合体 

  アクリル酸アミド・ス
チレン共重合体 

アクリル酸アミド・ス
チレン共重合体 

  アクリル酸アミド・メ
タクリル酸メトキシポ
リエチレングリコール
共重合体液 

アクリル酸アミド・メ
タクリル酸メトキシポ
リエチレングリコール
共重合体液 

  アクリル酸アミドメチ
ルプロパンスルホン
酸・メタクリル酸ジメ

アクリル酸アミドメチ
ルプロパンスルホン
酸・メタクリル酸ジメ



チルアミノエチル共重
合体 

チルアミノエチル共重
合体 

アクリル樹脂液  アクリル酸アルキルエ
ステル・メタクリル酸
アルキルエステル・ジ
アセトンアクリルアミ
ド・メタクリル酸共重
合体液 

アクリル酸アルキルエ
ステル・メタクリル酸
アルキルエステル・ジ
アセトンアクリルアミ
ド・メタクリル酸共重
合体液 

アクリル酸ブチル・メ
タクリル酸共重合体 

 アクリル酸アルキル共
重合体 

アクリル酸アルキル共
重合体 

  アクリル酸アルキル共
重合体液(1) 

アクリル酸アルキル共
重合体液(1) 

  アクリル酸アルキル共
重合体液(2) 

アクリル酸アルキル共
重合体液(2) 

  アクリル酸アルキル共
重合体エマルション
(1) 

アクリル酸アルキル共
重合体エマルション
(1) 

アクリル酸エチル・メ
タクリル酸エチル共重
合体エマルション 

 アクリル酸アルキル共
重合体エマルション
(2) 

アクリル酸アルキル共
重合体エマルション
(2) 

  アクリル酸アルキル共
重合体メチルポリシロ
キサンエステル 

アクリル酸アルキル共
重合体メチルポリシロ
キサンエステル 

  アクリル酸アルキル・
酢酸ビニル共重合体液

アクリル酸アルキル・
酢酸ビニル共重合体液

アクリル酸ラウリル・
酢酸ビニル共重合体エ
マルジョン 

 アクリル酸アルキル・
酢酸ビニル共重合体エ
マルション 

アクリル酸アルキル・
酢酸ビニル共重合体エ
マルション 

アクリル酸・スチレン
共重合体 

 アクリル酸アルキル・
スチレン共重合体 

アクリル酸アルキル・
スチレン共重合体 

アクリル酸オクチル・
スチレン共重合体エマ
ルジョン 

 アクリル酸アルキル・
スチレン共重合体エマ
ルション 

アクリル酸アルキル・
スチレン共重合体エマ
ルション 

  アクリル酸アルキル・
メタクリル酸アルキ
ル・ポリオキシエチレ
ン(20)ステアリルエー
テル共重合体エマルシ
ョン 

アクリル酸アルキル・
メタクリル酸アルキ
ル・メタクリル酸ポリ
オキシエチレンステア
リルエーテル(20E．
O．)共重合体エマルシ
ョン 

  アクリル酸オクチルア
ミド・アクリル酸エス
テル共重合体 

アクリル酸オクチルア
ミド・アクリル酸エス
テル共重合体 

アクリル酸ヒドロキシ
プロピル・メタクリル
酸ブチルアミノエチ
ル・アクリル酸オクチ
ルアミド共重合体 

 アクリル酸オクチルア
ミド・アクリル酸ヒド
ロキシプロピル・メタ
クリル酸ブチルアミノ
エチル共重合体 

アクリル酸オクチルア
ミド・アクリル酸ヒド
ロキシプロピル・メタ
クリル酸ブチルアミノ
エチル共重合体 

アクリル酸メトキシエ
チル・アクリル酸ヒド
ロキシエチル・アクリ
ル酸ブチル共重合体液 

 アクリル酸ヒドロキシ
エチル・アクリル酸ブ
チル・アクリル酸メト
キシエチル共重合体液

アクリル酸ヒドロキシ
エチル・アクリル酸ブ
チル・アクリル酸メト
キシエチル共重合体液

アクリル酸メトキシエ
チル・アクリル酸ヒド

 アクリル酸ヒドロキシ
エチル・アクリル酸メ

アクリル酸ヒドロキシ
エチル・アクリル酸メ



ロキシエチル共重合体
液 

トキシエチル共重合体
液 

トキシエチル共重合体
液 

  アクリル酸・フィブロ
イン共重合体 

アクリル酸・フィブロ
イン共重合体 

  アクリル酸ブチル・ア
クリロニトリル・スチ
レン共重合体 

アクリル酸ブチル・ア
クリロニトリル・スチ
レン共重合体 

アクリル酸・メタクリ
ル酸アルキル共重合体 

 アクリル酸・メタクリ
ル酸アルキル共重合体

アクリル酸・メタクリ
ル酸アルキル共重合体

 アクリル樹脂アルカノ
ールアミン液 

 アクリル樹脂アルカノ
ールアミン液 

アクリル樹脂被覆アル
ミニウム末 

 アクリル樹脂被覆アル
ミニウム末 

アクリル樹脂被覆アル
ミニウム末 

  麻セルロース末 麻セルロース末 

  アシタバエキス アシタバエキス 

  (アジピン酸・2―エチ
ルヘキサン酸・ステア
リン酸)グリセリルオ
リゴエステル 

(アジピン酸・2―エチ
ルヘキサン酸・ステア
リン酸)グリセリルオ
リゴエステル 

アジピン酸ジイソブチ
ル 

 アジピン酸ジイソブチ
ル 

アジピン酸ジイソブチ
ル 

 アジピン酸ジイソプロ
ピル 

 アジピン酸ジイソプロ
ピル 

アジピン酸ジオクチル  アジピン酸ジ―2―エ
チルヘキシル 

アジピン酸ジ2―エチ
ルヘキシル 

  アジピン酸ジエトキシ
エチル 

アジピン酸ジエトキシ
エチル 

  アジピン酸ジグリセリ
ル混合脂肪酸エステル

アジピン酸ジグリセリ
ル混合脂肪酸エステル

  アジピン酸ジブチル アジピン酸ジブチル 

  アジピン酸ジ―2―ヘ
キシルデシル 

アジピン酸ジ2―ヘキ
シルデシル 

アジピン酸ジ(2―ヘプ
チルウンデシル) 

 アジピン酸ジ―2―ヘ
プチルウンデシル 

アジピン酸ジ―2―ヘ
プチルウンデシル 

N―アシル―L―グルタ
ミン酸トリエタノール
アミン 

 N―アシル―L―グルタ
ミン酸トリエタノール
アミン 

N―アシル―L―グルタ
ミン酸トリエタノール
アミン 

N―アシル―L―グルタ
ミン酸ナトリウム 

 N―アシル―L―グルタ
ミン酸ナトリウム 

N―アシル―L―グルタ
ミン酸ナトリウム 

アズキデンプン  アズキデンプン アズキデンプン 

アズキ粉末  アズキ末 アズキ末 

 アスコルビン酸  アスコルビン酸 

 アスコルビン酸ナトリ
ウム 

 アスコルビン酸ナトリ
ウム 

L―アスコルビン酸硫
酸エステル二ナトリウ
ム 

 L―アスコルビン酸硫
酸エステル二ナトリウ
ム 

L―アスコルビン酸硫
酸エステル二ナトリウ
ム 

  アスタキサンチン液 アスタキサンチン液 

 L―アスパラギン酸  L―アスパラギン酸 

  L―アスパラギン酸カ L―アスパラギン酸カ



リウム リウム 

 L―アスパラギン酸ナ
トリウム 

 L―アスパラギン酸ナ
トリウム 

  L―アスパラギン酸マ
グネシウム 

L―アスパラギン酸マ
グネシウム 

  アスパラギン酸・モノ
ヒドロキシプロリンモ
ノメチルシラノール塩
液 

アスパラギン酸・モノ
ヒドロキシプロリンモ
ノメチルシラノール塩
液 

  アスパラサスリネアリ
スエキス 

アスパラサスリネアリ
スエキス 

アセチル―DL―メチオ
ニン 

 N―アセチル―DL―メ
チオニン 

N―アセチル―DL―メ
チオニン 

  N―アセチル―L―アス
パラギン酸ジエチル 

N―アセチル―L―アス
パラギン酸ジエチル 

  N―アセチルグルコサ
ミン 

N―アセチルグルコサ
ミン 

  N―アセチル―L―グル
タミン 

N―アセチル―L―グル
タミン 

  N―アセチル―L―グル
タミン酸 

N―アセチル―L―グル
タミン酸 

  N―アセチル―L―グル
タミンステアリル 

N―アセチル―L―グル
タミンステアリル 

  N―アセチル―L―シス
テイン 

アセチルシステイン 

  N―アセチルチロシン N―アセチルチロシン 

 アセチルパントテニル
エチルエーテル 

 アセチルパントテニル
エチルエーテル 

アセチル―L―メチオ
ニン 

 N―アセチル―L―メチ
オニン 

N―アセチル―L―メチ
オニン 

アセチルエタノールア
ミン 

 アセチルモノエタノー
ルアミド 

アセチルモノエタノー
ルアミド 

  アセチルリシノレイン
酸ラノリンアルコール
エステル 

アセチルリシノレイン
酸ラノリンアルコール
エステル 

アセトアニリド   アセトアニリド 

 アセトン  アセトン 

アセンヤクエキス  アセンヤクエキス アセンヤクエキス 

アデノシン一リン酸二
ナトリウム 

 アデノシン一リン酸二
ナトリウム 

アデノシン一リン酸二
ナトリウム 

アデノシン三リン酸二
ナトリウム 

 アデノシン三リン酸二
ナトリウム 

アデノシン三リン酸二
ナトリウム 

  アニス油 アニス油 

アボカドエキス  アボカドエキス アボカドエキス 

 アボカド油  アボカド油 

アボカド油脂肪酸エチ
ル 

 アボカド油脂肪酸エチ
ル 

アボカド油脂肪酸エチ
ル 

アマチャエキス  アマチャエキス アマチャエキス 

  アマチャヅルエキス アマチャヅルエキス 



ジメチルシロキサン・
γ(β―アミノエチル)
アミノプロピルシロキ
サン共重合体エマルジ
ョン 

 アミノエチルアミノプ
ロピルシロキサン・ジ
メチルシロキサン共重
合体エマルション 

アミノエチルアミノプ
ロピルシロキサン・ジ
メチルシロキサン共重
合体エマルション 

  アミノエチルアミノプ
ロピルメチルシロキサ
ン・ジメチルシロキサ
ン共重合体 

アミノエチルアミノプ
ロピルメチルシロキサ
ン・ジメチルシロキサ
ン共重合体 

 ε―アミノカプロン酸  ε―アミノカプロン酸

アミノ酸・アミノ酸エ
ステル混合物 

 アミノ酸・アミノ酸エ
ステル混合物(1) 

アミノ酸・アミノ酸エ
ステル混合物(1) 

  アミノ酸・アミノ酸エ
ステル混合物(2) 

アミノ酸・アミノ酸エ
ステル混合物(2) 

  アミノ酸・アミノ酸エ
ステル混合物(3) 

アミノ酸・アミノ酸エ
ステル混合物(3) 

アミノ酸・糖混合物  アミノ酸・糖混合物 アミノ酸・糖混合物 

  2―アミノ―2―ヒドロ
キシメチル―1，3―プ
ロパンジオール 

2―アミノ―2―ヒドロ
キシメチル―1，3―プ
ロパンジオール 

 2―アミノ―2―メチル
―1，3―プロパンジオ
ール 

 2―アミノ―2―メチル
―1，3―プロパンジオ
ール 

 2―アミノ―2―メチル
―1―プロパノール 

 2―アミノ―2―メチル
―1―プロパノール 

  γ―アミノ酪酸 γ―アミノ酪酸 

 α―アミルシンナムア
ルデヒド 

 α―アミルシンナムア
ルデヒド 

  アラキルアルコール アラキルアルコール 

 DL―アラニン  DL―アラニン 

 L―アラニン  L―アラニン 

 アラビアゴム  アラビアゴム 

 アラントイン  アラントイン 

アラントインDL―パン
トテニルアルコール 

 アラントインDL―パン
トテニルアルコール 

アラントインDL―パン
トテニルアルコール 

  アラントインβ―グリ
チルレチン酸 

アラントインβ―グリ
チルレチン酸 

アラントインアセチル
―DL―メチオニン 

 アラントインアセチル
―DL―メチオニン 

アラントインアセチル
DL―メチオニン 

 アラントインクロルヒ
ドロキシアルミニウム

 アラントインクロルヒ
ドロキシアルミニウム

 アラントインジヒドロ
キシアルミニウム 

 アラントインジヒドロ
キシアルミニウム 

  アラントインポリガラ
クツロン酸 

アラントインポリガラ
クツロン酸 

 亜硫酸水素ナトリウム  亜硫酸水素ナトリウム

アルカンスルホン酸ナ
トリウム 

 アルカンスルホン酸ナ
トリウム 

アルカンスルホン酸ナ
トリウム 

 L―アルギニン  L―アルギニン 

  L―アルギニンL―アス L―アルギニンL―アス



パラギン酸塩 パラギン酸塩 

  L―アルギニンL―グル
タミン酸塩 

L―アルギニンL―グル
タミン酸塩 

アルキル(11，13，15)
硫酸トリエタノールア
ミン(1) 

 アルキル(11，13，15)
硫酸トリエタノールア
ミン(1) 

アルキル(11，13，15)
硫酸トリエタノールア
ミン(1) 

アルキル(11，13，15)
硫酸トリエタノールア
ミン(2) 

 アルキル(11，13，15)
硫酸トリエタノールア
ミン(2) 

アルキル(11，13，15)
硫酸トリエタノールア
ミン(2) 

アルキル硫酸ナトリウ
ム液 

 アルキル硫酸ナトリウ
ム液 

アルキル(11，13，15)
硫酸ナトリウム液 

  アルキル(11，13，15)
リン酸カリウム液 

アルキル(11，13，15)
リン酸カリウム液 

アルキル(12，13)硫酸
ナトリウム 

 アルキル(12，13)硫酸
ナトリウム 

アルキル(12，13)硫酸
ナトリウム 

  N―［3―アルキル
(12，14)オキシ―2―
ヒドロキシプロピル］
―L―アルギニン塩酸
塩液 

N―［3―アルキル
(12，14)オキシ―2―
ヒドロキシプロピル］
―L―アルギニン塩酸
塩液 

アルキル(12，14，16)
硫酸アンモニウム 

 アルキル(12，14，16)
硫酸アンモニウム 

アルキル(12，14，16)
硫酸アンモニウム 

  アルキル(12～13)硫酸
ジエタノールアミン液

アルキル(12～13)硫酸
ジエタノールアミン液

アルキル(12～14)硫酸
トリエタノールアミン 

 アルキル(12～14)硫酸
トリエタノールアミン

アルキル(12～14)硫酸
トリエタノールアミン

アルキル(12～15)硫酸
トリエタノールアミン 

 アルキル(12～15)硫酸
トリエタノールアミン

アルキル(12～15)硫酸
トリエタノールアミン

  アルキル(8～16)グル
コシド 

アルキル(8～16)グル
コシド 

 2―アルキル―N―カル
ボキシメチル―N―ヒ
ドロキシエチルイミダ
ゾリニウムベタイン 

 2―アルキル―N―カル
ボキシメチル―N―ヒ
ドロキシエチルイミダ
ゾリニウムベタイン 

アルキル硫酸トリエタ
ノールアミン液 

 アルキル硫酸トリエタ
ノールアミン液 

アルキル硫酸トリエタ
ノールアミン液 

アルキレン(15～18)グ
リコール 

 アルキレン(15～18)グ
リコール 

アルキレン(15～18)グ
リコール 

  アルギン酸カリウム アルギン酸カリウム 

  アルギン酸カルシウム アルギン酸カルシウム

 アルギン酸ナトリウム  アルギン酸ナトリウム

 アルギン酸プロピレン
グリコール 

 アルギン酸プロピレン
グリコール 

  アルギン酸メチルシラ
ノールエステル 

アルギン酸メチルシラ
ノールエステル液 

  アルギン酸硫酸ナトリ
ウム 

アルギン酸硫酸ナトリ
ウム 

アルテアエキス  アルテアエキス アルテアエキス 

水溶性アルニカエキス  アルニカエキス アルニカエキス 

アルファー化トウモロ
コシデンプン 

 アルファー化トウモロ
コシデンプン 

アルファー化トウモロ
コシデンプン 



アルブミン  アルブミン アルブミン 

 アルミニウム末  アルミニウム末 

  アルモンドエキス アルモンドエキス 

アルモンド核仁末  アルモンド核仁末 アルモンド核仁末 

 アルモンド油  アルモンド油 

  アロエ液汁 アロエ液汁 

アロエ末  アロエ液汁末(1) アロエ液汁末(1) 

アロエ抽出末  アロエ液汁末(2) アロエ液汁末(2) 

アロエエキス(1)  アロエエキス(1) アロエエキス(1) 

アロエエキス(2)   アロエエキス(1) 

アロエエキス(3)   アロエエキス(1) 

アロエエキス(5)   アロエエキス(1) 

アロエエキス(6)   アロエエキス(1) 

アロエエキス(7)   アロエエキス(1) 

アロエエキス(8)   アロエエキス(1) 

アロエエキス(12)   アロエエキス(1) 

アロエエキス(4)  アロエエキス(2) アロエエキス(2) 

アロエエキス(10)   アロエエキス(2) 

  アロエエキス(9) アロエエキス(9) 

  アロエ葉末 アロエ葉末 

アプリコット核粒  アンズ核粒 アンズ核粒 

アンズエキス  アンズ果汁 アンズ果汁 

 安息香酸  安息香酸 

  安息香酸アルキル(C12
～15) 

安息香酸アルキル(C12
～15) 

  安息香酸アルミニウム 安息香酸アルミニウム

 安息香酸ナトリウム  安息香酸ナトリウム 

安息香酸パントテニル
エチルエーテルエステ
ル 

 安息香酸パントテニル
エチルエーテル 

安息香酸パントテニル
エチルエーテル 

安息香酸ベンジル  安息香酸ベンジル 安息香酸ベンジル 

  アンソッコウエキス アンソッコウエキス 

アンバー  アンバー アンバー 

  イガイグリコーゲン イガイグリコーゲン 

  イカスミ末 イカスミ末 

 イクタモール  イクタモール 

  イザヨイバラエキス イザヨイバラエキス 

イセチオン酸ナトリウ
ム 

 イセチオン酸ナトリウ
ム 

イセチオン酸ナトリウ
ム 

イソステアリルアルコ
ール 

 イソステアリルアルコ
ール 

イソステアリルアルコ
ール 

イソステアリルグリセ
リルエーテル 

 イソステアリルグリセ
リルエーテル 

イソステアリルグリセ
リルエーテル 

 イソステアリン酸  イソステアリン酸 

  イソステアリン酸アル
ミニウム 

イソステアリン酸アル
ミニウム 



  イソステアリン酸イソ
ステアリル 

イソステアリン酸イソ
ステアリル 

イソステアリン酸イソ
プロピル 

 イソステアリン酸イソ
プロピル 

イソステアリン酸イソ
プロピル 

  イソステアリン酸エチ
ル 

イソステアリン酸エチ
ル 

  イソステアリン酸オク
チルドデシル 

イソステアリン酸オク
チルドデシル 

  イソステアリン酸グリ
セリル(2) 

イソステアリン酸グリ
セリル(2) 

イソステアリン酸硬化
ヒマシ油 

 イソステアリン酸硬化
ヒマシ油 

イソステアリン酸硬化
ヒマシ油 

イソステアリン酸コレ
ステリル 

 イソステアリン酸コレ
ステリル 

イソステアリン酸コレ
ステリル 

イソステアリン酸ジエ
タノールアミド 

 イソステアリン酸ジエ
タノールアミド 

イソステアリン酸ジエ
タノールアミド 

  イソステアリン酸ジヒ
ドロコレステリル 

イソステアリン酸ジヒ
ドロコレステリル 

イソステアリン酸バチ
ル 

 イソステアリン酸バチ
ル 

イソステアリン酸バチ
ル 

  イソステアリン酸フィ
トステリル 

イソステアリン酸フィ
トステリル 

  イソステアリン酸プロ
ピレングリコール 

イソステアリン酸プロ
ピレングリコール 

  イソステアリン酸ヘキ
シル 

イソステアリン酸ヘキ
シル 

イソステアリン酸イソ
セチル 

 イソステアリン酸2―
ヘキシルデシル 

イソステアリン酸2―
ヘキシルデシル 

イソステアリン酸ポリ
オキシエチレングリセ
リル 

 イソステアリン酸ポリ
オキシエチレングリセ
リル 

イソステアリン酸ポリ
オキシエチレングリセ
リル 

イソステアリン酸ポリ
オキシエチレン硬化ヒ
マシ油 

  イソステアリン酸ポリ
オキシエチレン硬化ヒ
マシ油 

イソステアリン酸ポリ
オキシエチレン硬化ヒ
マシ油(20E．O．) 

 イソステアリン酸ポリ
オキシエチレン硬化ヒ
マシ油(20E．O．) 

イソステアリン酸ポリ
オキシエチレン硬化ヒ
マシ油 

イソステアリン酸ポリ
オキシエチレン硬化ヒ
マシ油(50E．O．) 

 イソステアリン酸ポリ
オキシエチレン硬化ヒ
マシ油(50E.O.) 

イソステアリン酸ポリ
オキシエチレン硬化ヒ
マシ油 

イソステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(20E．O．) 

 イソステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(20E．O．) 

イソステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(20E．O．) 

  イソステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
ット(3E．O．) 

イソステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
ット(3E．O．) 

イソステアロイル加水
分解コラーゲン 

 イソステアロイル加水
分解コラーゲン(1) 

イソステアロイル加水
分解コラーゲン(1) 

イソステアロイル加水
分解コラーゲン(2) 

 イソステアロイル加水
分解コラーゲン(2) 

イソステアロイル加水
分解コラーゲン液(2) 

イソステアロイル加水
分解コラーゲン(3) 

 イソステアロイル加水
分解コラーゲン(3) 

イソステアロイル加水
分解コラーゲン液(3) 



  イソステアロイル加水
分解コラーゲン(4) 

イソステアロイル加水
分解コラーゲン(4) 

イソステアロイル加水
分解コラーゲン・アミ
ノメチルプロパンジオ
ール塩 

 イソステアロイル加水
分解コラーゲン・アミ
ノメチルプロパンジオ
ール塩 

イソステアロイル加水
分解コラーゲン・アミ
ノメチルプロパンジオ
ール塩 

イソステアロイル乳酸
ナトリウム 

 イソステアロイル乳酸
ナトリウム 

イソステアロイル乳酸
ナトリウム 

イソノナン酸イソデシ
ル 

 イソノナン酸イソデシ
ル 

イソノナン酸イソデシ
ル 

イソノナン酸イソトリ
デシル 

 イソノナン酸イソトリ
デシル 

イソノナン酸イソトリ
デシル 

イソノナン酸イソノニ
ル 

 イソノナン酸イソノニ
ル 

イソノナン酸イソノニ
ル 

イソペラルゴン酸オク
チル 

 イソノナン酸2―エチ
ルヘキシル 

イソノナン酸2―エチ
ルヘキシル 

  イソノナン酸セトステ
アリル 

イソノナン酸セトステ
アリル 

イソパルミチン酸オク
チル 

 イソパルミチン酸オク
チル 

イソパルミチン酸2―
エチルヘキシル 

  イソパルミチン酸ジグ
リセリル 

イソパルミチン酸ジグ
リセリル 

  イソブタン イソブタン 

イソブチレン・マレイ
ン酸ナトリウム共重合
体液 

 イソブチレン・マレイ
ン酸ナトリウム共重合
体液 

イソブチレン・マレイ
ン酸ナトリウム共重合
体液 

  l―イソプレゴール l―イソプレゴール 

 イソプロパノール  イソプロパノール 

イソプロパノールアミ
ン 

 イソプロパノールアミ
ン 

イソプロパノールアミ
ン 

 イソプロピルメチルフ
ェノール 

 イソプロピルメチルフ
ェノール 

  イソヘキサペンタコン
タヘクタン 

イソヘキサペンタコン
タヘクタン 

  イソペンタン イソペンタン 

  イタドリエキス イタドリエキス 

  イチョウエキス イチョウエキス 

 イノシット  イノシット 

イラクサエキス  イラクサエキス(1) イラクサエキス(1) 

イラクサエキス(2)  イラクサエキス(2) イラクサエキス(2) 

イリスエキス  イリス根エキス イリス根エキス 

オリス根末  イリス根末 イリス根末 

  ウール末 ウール末 

  ウーロン茶エキス ウーロン茶エキス 

ウイキョウエキス  ウイキョウエキス ウイキョウエキス 

ウコンエキス  ウコンエキス ウコンエキス 

  ウシ顎下腺抽出液 ウシ顎下腺抽出液 

  ウシ肝臓抽出液 ウシ肝臓抽出液 



  ウシ血液除たん白液 ウシ血液除たん白液 

  ウシ血漿抽出液 ウシ血漿抽出液 

  ウシ血清アルブミン液 ウシ血清アルブミン液

  ウシ血清アルブミン末 ウシ血清アルブミン末

  ウシ血清除たん白液 ウシ血清除たん白液 

  ウシサイタイ抽出液 ウシサイタイ抽出液 

  ウシ糖たん白質液 ウシ糖たん白質液 

ヘマチン溶液  ウシヘマチン液 ウシヘマチン液 

  ウマスフィンゴ脂質 ウマスフィンゴ脂質 

  ウメ末 ウメ末 

 γ―ウンデカラクトン  γ―ウンデカラクトン

ウンデシルヒドロキシ
エチルイミダゾリニウ
ムベタインナトリウム 

 ウンデシルヒドロキシ
エチルイミダゾリニウ
ムベタインナトリウム

ウンデシルヒドロキシ
エチルイミダゾリニウ
ムベタインナトリウム
液 

ウンデシレノイルアミ
ドエチルスルホコハク
酸二ナトリウム 

 ウンデシレノイルアミ
ドエチルスルホコハク
酸二ナトリウム 

ウンデシレノイルアミ
ドエチルスルホコハク
酸二ナトリウム 

ウンデシレノイル加水
分解コラーゲンカリウ
ム 

 ウンデシレノイル加水
分解コラーゲンカリウ
ム 

ウンデシレノイル加水
分解コラーゲンカリウ
ム液 

 ウンデシレン酸  ウンデシレン酸 

 ウンデシレン酸亜鉛  ウンデシレン酸亜鉛 

 ウンデシレン酸モノエ
タノールアミド 

 ウンデシレン酸モノエ
タノールアミド 

 雲母チタン  雲母チタン 

  エイコセン・ビニルピ
ロリドン共重合体 

エイコセン・ビニルピ
ロリドン共重合体 

エイジツエキス  エイジツエキス エイジツエキス 

 液化石油ガス  液化石油ガス 

 液状ラノリン  液状ラノリン 

  エゴマ油 エゴマ油 

 エステルガム  エステルガム 

エストラジオール   エストラジオール 

エストロン   エストロン 

  エゾウコギエキス エゾウコギエキス 

 エタノール  エタノール 

  エタノール(96～96.5
度) 

エタノール(96～96.5
度) 

  エタノールアミン エタノールアミン 

  エチナシ葉エキス エチナシ葉エキス 

エチニルエストラジオ
ール 

  エチニルエストラジオ
ール 

  エチルグルコシド液 エチルグルコシド液 

 エチルセルロース  エチルセルロース 

 エチルバニリン  エチルバニリン 

エチルヒドロキシメチ   エチルヒドロキシメチ



ルオレイルオキサゾリ
ン 

ルオレイルオキサゾリ
ン 

  オクタン酸イソセチル 2―エチルヘキサン酸2
―ヘキシルデシル 

  2―エチルヘキサン酸
アルキル(12，13) 

2―エチルヘキサン酸
アルキル(12，13) 

  2―エチルヘキサン酸
アルキル(12～15) 

2―エチルヘキサン酸
アルキル(12～15) 

  2―エチルヘキサン酸
アルキル(14，16，18)

2―エチルヘキサン酸
アルキル(14，16，18)

  2―エチルヘキサン酸
イソステアリル 

2―エチルヘキサン酸
イソステアリル 

オクタン酸ステアリル  2―エチルヘキサン酸
ステアリル 

2―エチルヘキサン酸
ステアリル 

オクタン酸セチル  2―エチルヘキサン酸
セチル 

2―エチルヘキサン酸
セチル 

オクタン酸セトステア
リル 

 2―エチルヘキサン酸
セトステアリル 

2―エチルヘキサン酸
セトステアリル 

  2―エチルヘキサン酸
セトステアリル(2) 

2―エチルヘキサン酸
セトステアリル(2) 

オクタン酸ポリエチレ
ングリコール(4)・ポ
リオキシエチレンノニ
ルフェニルエーテル
(14E．O．)混合物 

 オクタン酸ポリエチレ
ングリコール(4)・ポ
リオキシエチレンノニ
ルフェニルエーテル
(14E．O．)混合物 

2―エチルヘキサン酸
ポリエチレングリコー
ル(4E．O．)・ポリオ
キシエチレンノニルフ
ェニルエーテル(14E．
O．)混合物 

  エチルヘキサンジオー
ル 

エチルヘキサンジオー
ル 

エチル硫酸ラノリン脂
肪酸アミノプロピルエ
チルジメチルアンモニ
ウム(1) 

 エチル硫酸ラノリン脂
肪酸アミノプロピルエ
チルジメチルアンモニ
ウム(1) 

エチル硫酸ラノリン脂
肪酸アミノプロピルエ
チルジメチルアンモニ
ウム液(1) 

エチル硫酸ラノリン脂
肪酸アミノプロピルエ
チルジメチルアンモニ
ウム(2) 

 エチル硫酸ラノリン脂
肪酸アミノプロピルエ
チルジメチルアンモニ
ウム(2) 

エチル硫酸ラノリン脂
肪酸アミノプロピルエ
チルジメチルアンモニ
ウム(2) 

エチレングリコール  エチレングリコール エチレングリコール 

エチレングリコールエ
チルエーテル 

 エチレングリコールエ
チルエーテル 

エチレングリコールエ
チルエーテル 

  エチレングリコール脂
肪酸エステル(1) 

エチレングリコール脂
肪酸エステル(1) 

  エチレングリコール脂
肪酸エステル(2) 

エチレングリコール脂
肪酸エステル(2) 

エチレングリコールメ
チルエーテル 

 エチレングリコールメ
チルエーテル 

エチレングリコールメ
チルエーテル 

 エチレングリコールモ
ノブチルエーテル 

 エチレングリコールモ
ノブチルエーテル 

エチレンジアミンN，
N，N’，N’テトラキ
ス(2―ヒドロキシイソ
プロピル)ジオレイン
酸塩 

 エチレンジアミンテト
ラキス(2―ヒドロキシ
イソプロピル)ジオレ
イン酸塩 

エチレンジアミンテト
ラキス(2―ヒドロキシ
イソプロピル)ジオレ
イン酸塩 



エチレンジアミンテト
ラポリオキシエチレン
ポリオキシプロピレン 

 エチレンジアミンテト
ラポリオキシエチレン
ポリオキシプロピレン

エチレンジアミンテト
ラポリオキシエチレン
ポリオキシプロピレン

エチレンジアミンヒド
ロキシエチル三酢酸三
ナトリウム 

 エチレンジアミンヒド
ロキシエチル三酢酸三
ナトリウム 

エチレンジアミンヒド
ロキシエチル三酢酸三
ナトリウム 

エチレンジアミンヒド
ロキシエチル三酢酸三
ナトリウム液 

  エチレンジアミンヒド
ロキシエチル三酢酸三
ナトリウム液 

エチレンジアミンヒド
ロキシエチル三酢酸三
ナトリウム(二水塩) 

 エチレンジアミンヒド
ロキシエチル三酢酸三
ナトリウム(二水塩) 

エチレンジアミンヒド
ロキシエチル三酢酸三
ナトリウム二水塩 

  エチレン・プロピレン
共重合体 

エチレン・プロピレン
共重合体 

  エチレン・無水マレイ
ン酸共重合体 

エチレン・無水マレイ
ン酸共重合体 

エデト酸 エデト酸  エデト酸 

 エデト酸三ナトリウム  エデト酸三ナトリウム

エデト酸四ナトリウム
(無水) 

 エデト酸四ナトリウム エデト酸四ナトリウム

 エデト酸四ナトリウム
四水塩 

 エデト酸四ナトリウム
四水塩 

 エデト酸四ナトリウム
二水塩 

 エデト酸四ナトリウム
二水塩 

エデト酸二カリウム二
水塩 

 エデト酸二カリウム二
水塩 

エデト酸二カリウム二
水塩 

 エデト酸二ナトリウム  エデト酸二ナトリウム

  エポキシ樹脂イソステ
アリン酸エステル 

エポキシ樹脂イソステ
アリン酸エステル 

  エポキシ処理アルミニ
ウム末 

エポキシ処理アルミニ
ウム末 

  エミュー油 エミュー油 

  エラブウミヘビ脂 エラブウミヘビ脂 

  エリスリトール エリスリトール 

 エリソルビン酸  エリソルビン酸 

  エルカ酸オクチルドデ
シル 

エルカ酸オクチルドデ
シル 

  エルカ酸オレイル エルカ酸オレイル 

  エルカ酸グリセリル エルカ酸グリセリル 

 エルゴカルシフェロー
ル 

 エルゴカルシフェロー
ル 

  塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル］加水分解コム
ギたん白液 

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル］加水分解コム
ギたん白液 

  塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル］加水分解大豆
たん白液 

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル］加水分解大豆
たん白液 



  塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コムギたん白

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コムギたん白

  塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コムギたん白
液 

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コムギたん白
液 

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コラーゲン液 

  塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コラーゲン液

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コラ―ゲン 

 塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コラ―ゲン 

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コラ―ゲン 

  塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コンキオリン
液 

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解コンキオリン
液 

  塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解大豆たん白 

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
加水分解大豆たん白 

  塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル］加水分
解コムギたん白液 

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル］加水分
解コムギたん白液 

  塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル］加水分
解大豆たん白液 

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル］加水分
解大豆たん白液 

N―(3―ラウリルジメ
チルアンモニオ―2―
ヒドロキシプロピル)
加水分解コラーゲン 

 塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(ラウリルジメ
チルアンモニオ)プロ
ピル］加水分解コラー
ゲン 

塩化N―［2―ヒドロキ
シ―3―(ラウリルジメ
チルアンモニオ)プロ
ピル］加水分解コラー
ゲン 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル〕加水分解ケラ
チン 

 塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル〕加水分解ケラ
チン 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル〕加水分解ケラ
チン 

N―(3―ステアリルジ
メチルアンモニオ―2
―ヒドロキシプロピ
ル)加水分解コラーゲ
ン 

 塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル〕加水分解コラ
ーゲン 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル〕加水分解コラ
ーゲン 

  塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル〕加水分解シル
ク 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ステアリルジ
メチルアンモニオ)プ
ロピル〕加水分解シル
ク 



  塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
加水分解カゼイン液 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
加水分解カゼイン液 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
加水分解ケラチン液 

 塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
加水分解ケラチン液 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
加水分解ケラチン液 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
加水分解シルク液 

 塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
加水分解シルク液 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
加水分解シルク液 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル〕加水分
解ケラチン 

 塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル〕加水分
解ケラチン 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル〕加水分
解ケラチン 

N―(3―ココアルキル
ジメチルアンモニオ―
2―ヒドロキシプロピ
ル)加水分解コラーゲ
ン 

 塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル〕加水分
解コラーゲン 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル〕加水分
解コラーゲン 

  塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル〕加水分
解シルク液 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ヤシ油アルキ
ルジメチルアンモニ
オ)プロピル〕加水分
解シルク液 

  塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ラウリルジメ
チルアンモニオ)プロ
ピル〕加水分解ケラチ
ン 

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ラウリルジメ
チルアンモニオ)プロ
ピル〕加水分解ケラチ
ン 

  塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ラウリルジメ
チルアンモニオ)プロ
ピル〕加水分解シルク

塩化N―〔2―ヒドロキ
シ―3―(ラウリルジメ
チルアンモニオ)プロ
ピル〕加水分解シルク

  塩化N，N，N’，N’―
テトラメチル―N―ヘ
キサメチレン―トリメ
チレン―ジアンモニウ
ム共重合体液 

塩化N，N，N’，N’―
テトラメチル―N―ヘ
キサメチレン―トリメ
チレン―ジアンモニウ
ム共重合体液 

塩化O―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
デキストラン 

  塩化O―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
デキストラン 

ヒドロキシエチルセル
ロースヒドロキシプロ
ピルトリメチルアンモ
ニウムクロリドエーテ
ル 

 塩化O―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
ヒドロキシエチルセル
ロース 

塩化O―［2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル］
ヒドロキシエチルセル
ロース 

  塩化O―［2―ヒドロキ
シ―3―(ラウリルジメ
チルアンモニオ)プロ
ピル］ヒドロキシエチ
ルセルロース 

塩化O―［2―ヒドロキ
シ―3―(ラウリルジメ
チルアンモニオ)プロ
ピル］ヒドロキシエチ
ルセルロース 



塩化O―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
グァーガム 

 塩化O―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
グァーガム 

塩化O―〔2―ヒドロキ
シ―3―(トリメチルア
ンモニオ)プロピル〕
グァーガム 

塩化γ―グルコンアミ
ドプロピルジメチルヒ
ドロキシエチルアンモ
ニウム 

 塩化γ―グルコンアミ
ドプロピルジメチルヒ
ドロキシエチルアンモ
ニウム 

塩化γ―グルコンアミ
ドプロピルジメチルヒ
ドロキシエチルアンモ
ニウム液 

 塩化亜鉛  塩化亜鉛 

塩化アルキル(16，18)
トリメチルアンモニウ
ム 

 塩化アルキル(16，18)
トリメチルアンモニウ
ム 

塩化アルキル(16，18)
トリメチルアンモニウ
ム液 

  塩化アルキル(28)トリ
メチルアンモニウム液

塩化アルキル(28)トリ
メチルアンモニウム液

 塩化アルキルトリメチ
ルアンモニウム 

 塩化アルキルトリメチ
ルアンモニウム液 

 塩化アルミニウム  塩化アルミニウム 

塩化アンモニウム  塩化アンモニウム 塩化アンモニウム 

  塩化イソステアリルラ
ウリルジメチルアンモ
ニウム液 

塩化イソステアリルラ
ウリルジメチルアンモ
ニウム液 

 塩化カリウム  塩化カリウム 

塩化ジ(ポリオキシエ
チレン)オレイルメチ
ルアンモニウム(2E．
O．) 

 塩化ジ(ポリオキシエ
チレン)オレイルメチ
ルアンモニウム(2E．
O．) 

塩化ジ(ポリオキシエ
チレン)オレイルメチ
ルアンモニウム(2E．
O．) 

塩化ジアルキル(12～
15)ジメチルアンモニ
ウム 

 塩化ジアルキル(12～
15)ジメチルアンモニ
ウム 

塩化ジアルキル(12～
15)ジメチルアンモニ
ウム 

  塩化ジアルキル(12～
18)ジメチルアンモニ
ウム液 

塩化ジアルキル(12～
18)ジメチルアンモニ
ウム液 

塩化ジアルキル(14～
18)ジメチルアンモニ
ウム 

 塩化ジアルキル(14～
18)ジメチルアンモニ
ウム 

塩化ジアルキル(14～
18)ジメチルアンモニ
ウム 

塩化ジココイルジメチ
ルアンモニウム 

 塩化ジココイルジメチ
ルアンモニウム 

塩化ジココイルジメチ
ルアンモニウム 

 塩化ジステアリルジメ
チルアンモニウム 

 塩化ジステアリルジメ
チルアンモニウム 

塩化ジステアリルジメ
チルアンモニウム末 

 塩化ジステアリルジメ
チルアンモニウム末 

塩化ジステアリルジメ
チルアンモニウム末 

塩化ジセチルジメチル
アンモニウム液 

 塩化ジセチルジメチル
アンモニウム液 

塩化ジセチルジメチル
アンモニウム液 

  塩化ジポリオキシエチ
レンステアリルメチル
アンモニウム液 

塩化ジポリオキシエチ
レンステアリルメチル
アンモニウム液 

  塩化ジメチルジアリル
アンモニウム・アクリ
ルアミド共重合体 

塩化ジメチルジアリル
アンモニウム・アクリ
ルアミド共重合体 

塩化ジメチルジアリル
アンモニウム・アクリ
ルアミド共重合体液 

 塩化ジメチルジアリル
アンモニウム・アクリ
ルアミド共重合体液 

塩化ジメチルジアリル
アンモニウム・アクリ
ルアミド共重合体液 



  塩化ジメチルジアリル
アンモニウム・アクリ
ル酸共重合体液 

塩化ジメチルジアリル
アンモニウム・アクリ
ル酸共重合体液 

塩化ステアリルジヒド
ロキシエチルベタイン
ナトリウム液 

  塩化ステアリルジヒド
ロキシエチルベタイン
ナトリウム液 

 塩化ステアリルジメチ
ルベンジルアンモニウ
ム 

 塩化ステアリルジメチ
ルベンジルアンモニウ
ム 

 塩化ステアリルトリメ
チルアンモニウム 

 塩化ステアリルトリメ
チルアンモニウム 

  塩化ステアリルトリメ
チルアンモニウム液 

塩化ステアリルトリメ
チルアンモニウム液 

塩化ステアロイルコラ
ミノホルミルメチルピ
リジニウム 

 塩化ステアロイルコラ
ミノホルミルメチルピ
リジニウム 

塩化ステアロイルコラ
ミノホルミルメチルピ
リジニウム 

 塩化セチルトリメチル
アンモニウム 

 塩化セチルトリメチル
アンモニウム 

 塩化セチルピリジニウ
ム 

 塩化セチルピリジニウ
ム 

 塩化第二鉄  塩化第二鉄 

  塩化デカリニウム 塩化デカリニウム 

塩化トリ(ポリオキシ
エチレン)ステアリル
アンモニウム(5E．
O．) 

 塩化トリ(ポリオキシ
エチレン)ステアリル
アンモニウム(5E．
O．) 

塩化トリ(ポリオキシ
エチレン)ステアリル
アンモニウム(5E．
O．) 

 塩化ナトリウム  塩化ナトリウム 

  塩化バリウム 塩化バリウム 

塩化ビニル樹脂  塩化ビニル樹脂 塩化ビニル樹脂 

  塩化ベヘン酸アミドプ
ロピル― 
N，N―ジメチル―N―
(2，3―ジヒドロキシ
プロピル)アンモニウ
ム液 

塩化ベヘン酸アミドプ
ロピル― 
N，N―ジメチル―N―
(2，3―ジヒドロキシ
プロピル)アンモニウ
ム液 

 塩化ベンザルコニウム  塩化ベンザルコニウム

 塩化ベンザルコニウム
液 

 塩化ベンザルコニウム
液 

 塩化ベンゼトニウム  塩化ベンゼトニウム 

 塩化ベンゼトニウム液  塩化ベンゼトニウム液

塩化ポリオキシプロピ
レンメチルジエチルア
ンモニウム 

 塩化ポリオキシプロピ
レンメチルジエチルア
ンモニウム 

塩化ポリオキシプロピ
レンメチルジエチルア
ンモニウム 

塩化マグネシウム  塩化マグネシウム 塩化マグネシウム 

塩化ミリスチルジメチ
ルベンジルアンモニウ
ム 

塩化ミリスチルジメチ
ルベンジルアンモニウ
ム 

 塩化ミリスチルジメチ
ルベンジルアンモニウ
ム 

 塩化メチルベンゼトニ
ウム 

 塩化メチルベンゼトニ
ウム 

  塩化ラウリルジメチル
(エチルベンジル)アン

塩化ラウリルジメチル
(エチルベンジル)アン



モニウム液 モニウム液 

塩化ラウリルトリメチ
ルアンモニウム液
(30％) 

塩化ラウリルトリメチ
ルアンモニウム 

 塩化ラウリルトリメチ
ルアンモニウム液 

塩化ラウリルピリジニ
ウム 

 塩化ラウリルピリジニ
ウム 

塩化ラウリルピリジニ
ウム 

 塩化ラウリルピリジニ
ウム液 

 塩化ラウリルピリジニ
ウム液 

  塩化ラウロイルコラミ
ノホルミルメチルピリ
ジニウム 

塩化ラウロイルコラミ
ノホルミルメチルピリ
ジニウム 

塩化リゾチーム 塩化リゾチーム  塩化リゾチーム 

  塩基性炭酸亜鉛 塩基性炭酸亜鉛 

 塩酸  塩酸 

 塩酸アルキルジアミノ
エチルグリシン液 

 塩酸アルキルジアミノ
エチルグリシン液 

  塩酸グルコサミン 塩酸グルコサミン 

 塩酸クロルヘキシジン  塩酸クロルヘキシジン

塩酸ジオクチルアミノ
エチルグリシン 

  塩酸ジオクチルアミノ
エチルグリシン液 

 塩酸ジフェンヒドラミ
ン 

 塩酸ジフェンヒドラミ
ン 

塩酸L―ヒスチジン  塩酸L―ヒスチジン 塩酸L―ヒスチジン 

 塩酸ピリドキシン  塩酸ピリドキシン 

塩酸モノエタノールア
ミン液(60％) 

  塩酸モノエタノールア
ミン液 

 塩酸リジン  塩酸リジン 

塩化パラフィン  塩素化パラフィン 塩素化パラフイン 

  エンドウエキス エンドウエキス 

オートミール末  オートミール末 オートミール末 

 オイゲノール  オイゲノール 

オウゴンエキス  オウゴンエキス オウゴンエキス 

 黄酸化鉄  黄酸化鉄 

  黄酸化鉄・カルミン被
覆雲母チタン 

黄酸化鉄・カルミン被
覆雲母チタン 

  黄酸化鉄・コンジョウ
被覆雲母チタン 

黄酸化鉄・コンジョウ
被覆雲母チタン 

  黄酸化鉄被覆雲母チタ
ン 

黄酸化鉄被覆雲母チタ
ン 

オウバクエキス  オウバクエキス オウバクエキス 

オウレンエキス  オウレンエキス オウレンエキス 

オウレンエキス(2)   オウレンエキス 

  オオバナサルスベリエ
キス 

オオバナサルスベリエ
キス 

  オオムギエキス オオムギエキス 

  オオムギ発酵エキス オオムギ発酵エキス 

 オキシ塩化ビスマス  オキシ塩化ビスマス 

  オキシ塩化ビスマス被 オキシ塩化ビスマス被



覆雲母 覆雲母 

  オキシステアリン酸グ
リセリル(2) 

オキシステアリン酸グ
リセリル(2) 

L―オキシプロリン  L―オキシプロリン L―オキシプロリン 

 オキシベンゾン  オキシベンゾン 

オクタメチルシクロテ
トラシロキサン 

 オクタメチルシクロテ
トラシロキサン 

オクタメチルシクロテ
トラシロキサン 

  オクタメチルトリシロ
キサン 

オクタメチルトリシロ
キサン 

 オクチルドデカノール  2―オクチルドデカノ
ール 

  オクチルトリメトキシ
シラン被覆酸化チタン

オクチルトリメトキシ
シラン被覆酸化チタン

オクチルフェノキシジ
エトキシエチルスルホ
ン酸ナトリウム 

 オクチルフェノキシジ
エトキシエチルスルホ
ン酸ナトリウム 

オクチルフェノキシジ
エトキシエチルスルホ
ン酸ナトリウム液 

  オクテニルコハク酸デ
キストリンエステルト
リエタノールアミン液

オクテニルコハク酸デ
キストリンエステルト
リエタノールアミン液

  オクテニルコハク酸ト
ウモロコシデンプンエ
ステルアルミニウム 

オクテニルコハク酸ト
ウモロコシデンプンエ
ステルアルミニウム 

  オクテニルコハク酸ト
ウモロコシデンプンエ
ステルナトリウム 

オクテニルコハク酸ト
ウモロコシデンプンエ
ステルナトリウム 

  オクラエキス オクラエキス 

オゾケライト  オゾケライト オゾケライト 

オトギリソウエキス  オトギリソウエキス オトギリソウエキス 

オドリコソウエキス
(1) 

 オドリコソウエキス オドリコソウエキス 

オドリコソウエキス
(2) 

  オドリコソウエキス 

  オノニスエキス オノニスエキス 

オランダカラシエキス  オランダカラシエキス オランダカラシエキス

オリーブ油アルコール  オリーブ油アルコール オリーブ油アルコール

  オリゴブドウ糖デカノ
ール配糖体液 

オリゴブドウ糖デカノ
ール配糖体液 

 γ―オリザノール  γ―オリザノール 

 オリブ油  オリブ油 

 オルトフェニルフェノ
ール 

 オルトフェニルフェノ
ール 

  オルトフェニルフェノ
ールナトリウム 

オルトフェニルフェノ
ールナトリウム 

 オレイルアルコール  オレイルアルコール 

オレイルジメチルアミ
ンオキシド 

 オレイルジメチルアミ
ンオキシド 

オレイルジメチルアミ
ンオキシド液 

  オレイルベタイン液 オレイルベタイン液 

オレイル硫酸トリエタ
ノールアミン 

 オレイル硫酸トリエタ
ノールアミン 

オレイル硫酸トリエタ
ノールアミン 



オレイル硫酸ナトリウ
ム 

 オレイル硫酸ナトリウ
ム 

オレイル硫酸ナトリウ
ム 

 オレイン酸  オレイン酸 

オレイン酸(トリエチ
レングリコール・プロ
ピレングリコール) 

 オレイン酸(トリエチ
レングリコール・プロ
ピレングリコール) 

オレイン酸(トリエチ
レングリコール・プロ
ピレングリコール) 

オレイン酸アミドスル
ホコハク酸二ナトリウ
ム 

 オレイン酸アミドエト
キシエタノールスルホ
コハク酸エステル二ナ
トリウム 

オレイン酸アミドエト
キシエタノールスルホ
コハク酸エステル二ナ
トリウム 

オレイン酸イソデシル  オレイン酸イソデシル オレイン酸イソデシル

オレイン酸エチル  オレイン酸エチル オレイン酸エチル 

 オレイン酸オクチルド
デシル 

 オレイン酸2―オクチ
ルドデシル 

オレイン酸オレイル  オレイン酸オレイル オレイン酸オレイル 

オレイン酸カリウム  オレイン酸カリウム オレイン酸カリウム 

  オレイン酸グリセリン
(1) 

オレイン酸グリセリル
(1) 

オレイン酸グリセリン
(2) 

 オレイン酸グリセリン
(2) 

オレイン酸グリセリル
(2) 

  オレイン酸コレステリ
ル 

オレイン酸コレステリ
ル 

オレイン酸ジエタノー
ルアミド 

 オレイン酸ジエタノー
ルアミド 

オレイン酸ジエタノー
ルアミド 

  オレイン酸ジヒドロコ
レステリル 

オレイン酸ジヒドロコ
レステリル 

 オレイン酸デシル  オレイン酸デシル 

オレイン酸ナトリウム  オレイン酸ナトリウム オレイン酸ナトリウム

  オレイン酸フィトステ
リル 

オレイン酸フィトステ
リル 

  オレイン酸プロピレン
グリコール 

オレイン酸プロピレン
グリコール 

オレイン酸ポリオキシ
エチレンソルビット
(40E．O．) 

 オレイン酸ポリオキシ
エチレンソルビット
(40E．O．) 

オレイン酸ポリオキシ
エチレンソルビット
(40E．O．) 

  リノレン酸・リノール
酸・オレイン酸混合物

オレイン酸・リノール
酸・リノレン酸混合物

オレオイル加水分解コ
ラーゲン 

 オレオイル加水分解コ
ラーゲン 

オレオイル加水分解コ
ラーゲン 

オレオイルザルコシン  オレオイルザルコシン オレオイルザルコシン

オレオイルメチルタウ
リンナトリウム 

 オレオイルメチルタウ
リンナトリウム 

オレオイルメチルタウ
リンナトリウム 

α―オレフィンオリゴ
マー 

 α―オレフィンオリゴ
マー 

α―オレフィンオリゴ
マー 

  オレンジエキス オレンジエキス 

オレンジエキス  オレンジ果汁 オレンジ果汁 

  オレンジフラワー水 オレンジフラワー水 

オレンジラフィー油  オレンジラフィー油 オレンジラフィー油 

オロット酸  オロット酸 オロット酸 



 カーボンブラック  カーボンブラック 

  海水乾燥物 海水乾燥物 

  海水乾燥物(2) 海水乾燥物(2) 

褐藻エキス(2)  海藻エキス(1) 海藻エキス(1) 

褐藻エキス  海藻エキス(2) 海藻エキス(2) 

海藻エキス  海藻エキス(3) 海藻エキス(3) 

海藻エキス  海藻エキス(4) 海藻エキス(4) 

  海藻エキス(5) 海藻エキス(5) 

海藻末  海藻末(1) 海藻末(1) 

海藻末  海藻末(2) 海藻末(2) 

 カオリン  カオリン 

 カカオ脂  カカオ脂 

  カキエキス カキエキス 

カキタンニン  カキタンニン カキタンニン 

  カキ葉末 カキ葉末 

  架橋型シリコーン末 架橋型シリコーン末 

  架橋型シリコーン末
(2) 

架橋型シリコーン末
(2) 

  架橋型ゼラチン 架橋型ゼラチン 

  架橋型ポリアクリル酸
ナトリウム 

架橋型ポリアクリル酸
ナトリウム 

  架橋型ポリアクリル酸
ナトリウム(2) 

架橋型ポリアクリル酸
ナトリウム(2) 

  架橋型メチルフェニル
ポリシロキサン(2) 

架橋型メチルフェニル
ポリシロキサン(2) 

  架橋型メチルポリシロ
キサン 

架橋型メチルポリシロ
キサン 

  架橋ポリスチレン 架橋ポリスチレン 

  加水分解イカスミエキ
ス 

加水分解イカスミエキ
ス 

  加水分解ウシ血清液 加水分解ウシ血清液 

  加水分解ウシ赤血球除
たん白液 

加水分解ウシ赤血球除
たん白液 

加水分解エラスチン末  加水分解エラスチン 加水分解エラスチン 

加水分解エラスチン  加水分解エラスチン液 加水分解エラスチン液

  加水分解カゼイン 加水分解カゼイン 

加水分解カゼインナト
リウム 

 加水分解カゼインナト
リウム 

加水分解カゼインナト
リウム 

  加水分解カロペプチド 加水分解カロペプチド

加水分解ケラチン液  加水分解ケラチン液 加水分解ケラチン液 

  加水分解ケラチンエチ
ル液 

加水分解ケラチンエチ
ル液 

  加水分解ケラチン末 加水分解ケラチン末 

  加水分解酵母 加水分解酵母 

  加水分解コムギたん白
液 

加水分解コムギたん白
液 



加水分解コムギ末  加水分解コムギ末 加水分解コムギ末 

加水分解コラーゲン液  加水分解コラーゲン液 加水分解コラーゲン液

  加水分解コラーゲン液
(2) 

加水分解コラーゲン液
(2) 

加水分解コラーゲン液
(2) 

  加水分解コラーゲン液
(3) 

  加水分解コラーゲンエ
チル 

加水分解コラーゲンエ
チル 

加水分解コラーゲンエ
チル液 

 加水分解コラーゲンエ
チル液 

加水分解コラーゲンエ
チル液 

加水分解コラーゲン・
樹脂酸縮合物 

 加水分解コラーゲン・
樹脂酸縮合物 

加水分解コラーゲン・
樹脂酸縮合物 

加水分解コラーゲン・
樹脂酸縮合物・アミノ
メチルプロパンジオー
ル液 

 加水分解コラーゲン・
樹脂酸縮合物・アミノ
メチルプロパンジオー
ル液 

加水分解コラーゲン・
樹脂酸縮合物・アミノ
メチルプロパンジオー
ル液 

加水分解コラーゲンヘ
キサデシル 

 加水分解コラーゲンヘ
キサデシル 

加水分解コラーゲンヘ
キサデシル液 

加水分解コラーゲン末  加水分解コラーゲン末 加水分解コラーゲン末

  加水分解コラーゲン・
アラニンミリスチル縮
合物 

加水分解コラーゲン・
N―ミリスチルアラニ
ン縮合物 

加水分解コンキオリン
液 

 加水分解コンキオリン
液 

加水分解コンキオリン
液 

加水分解シルク  加水分解シルク液 加水分解シルク液 

  加水分解シルクエチル
液 

加水分解シルクエチル
液 

加水分解シルク末  加水分解シルク末 加水分解シルク末 

加水分解ゼラチン液   加水分解ゼラチン液 

加水分解ゼラチン末  加水分解ゼラチン末 加水分解ゼラチン末 

  加水分解トウモロコシ
たん白 

加水分解トウモロコシ
たん白 

  加水分解トサカ液 加水分解トサカ液 

  加水分解バレイショた
ん白 

加水分解バレイショた
ん白 

  加水分解ブタフィブロ
ネクチン 

加水分解ブタフィブロ
ネクチン 

  加水分解卵殻膜 加水分解卵殻膜 

  加水分解卵白 加水分解卵白 

カゼイン カゼイン  カゼイン 

カゼインナトリウム  カゼインナトリウム カゼインナトリウム 

  カッコンエキス カッコンエキス 

  活性白土 活性白土 

  カノコソウエキス カノコソウエキス 

カバノキ顆粒末  カバノキ末 カバノキ末 

  (カプリル・カプリン
酸)ヤシ油アルキル 

(カプリル・カプリン
酸)ヤシ油アルキル 

  (カプリル酸・カプリ
ン酸・ヤシ油脂肪酸)

(カプリル酸・カプリ
ン酸・ヤシ油脂肪酸)



グリセリル グリセリル 

  カプリル酸セチル カプリル酸セチル 

カプリン酸  カプリン酸 カプリン酸 

  カプリン酸ジエタノー
ルアミド 

カプリン酸ジエタノー
ルアミド 

  ガマエキス ガマエキス 

カミツレ末  カミツレ末 カミツレ末 

  カミツレ油 カミツレ油 

  カミツレ油(2) カミツレ油(2) 

カモミラエキス  カモミラエキス(1) カモミラエキス(1) 

カモミラエキス(2)  カモミラエキス(2) カモミラエキス(2) 

  カモミラ水 カモミラ水 

 カラギーナン  カラギーナン 

  ガラス末 ガラス末 

カラスムギエキス  カラスムギエキス カラスムギエキス 

 カラミン  カラミン 

カラメル  カラメル カラメル 

カラヤガム  カラヤガム カラヤガム 

カリウム含有石けん用
素地 

 カリウム含有石けん用
素地 

カリウム含有石けん用
素地 

カリウム石けん用素地
液 

 カリウム石けん用素地 カリウム石けん用素地

  カリウム石けん用素地
(2) 

カリウム石けん用素地
(2) 

  カリンエキス カリンエキス 

軽石粉末  軽石粉末 軽石粉末 

 カルナウバロウ  カルナウバロウ 

カルベノキソロン二ナ
トリウム 

 カルベノキソロン二ナ
トリウム 

カルベノキソロン二ナ
トリウム 

 カルボキシビニルポリ
マー 

 カルボキシビニルポリ
マー 

  カルボキシビニルポリ
マーカルシウム・カリ
ウム塩 

カルボキシビニルポリ
マーカルシウム・カリ
ウム塩 

カルボキシメチル化キ
チン液 

 カルボキシメチルキチ
ン液 

カルボキシメチルキチ
ン液 

 カルボキシメチルセル
ロースナトリウム 

 カルボキシメチルセル
ロースナトリウム 

  カルボキシメチルデキ
ストランナトリウム 

カルボキシメチルデキ
ストランナトリウム 

カルミン  カルミン カルミン 

  カルミン・コンジョウ
被覆雲母チタン 

カルミン・コンジョウ
被覆雲母チタン 

  カルミン被覆雲母チタ
ン 

カルミン被覆雲母チタ
ン 

 β―カロチン  β―カロチン 

  カロチン植物油懸濁液 カロチン植物油懸濁液



カロットエキス  カロット液汁 カロット液汁 

  カロットエキス カロットエキス 

  カワラヨモギエキス カワラヨモギエキス 

  還元ハチミツ液 還元ハチミツ液 

 還元ラノリン  還元ラノリン 

 感光素101号  感光素101号 

 感光素201号  感光素201号 

 感光素301号  感光素301号 

 感光素401号  感光素401号 

  環状シリコン樹脂 環状シリコン樹脂 

  含水ケイ酸 含水ケイ酸 

含水無晶形酸化ケイ素  含水無晶形酸化ケイ素 含水無晶形酸化ケイ素

 カンゾウエキス  カンゾウエキス 

乾燥カルボキシメチル
セルロースナトリウム 

  乾燥カルボキシメチル
セルロースナトリウム

乾燥クロレラ  乾燥クロレラ 乾燥クロレラ 

  カンゾウ抽出液 カンゾウ抽出液 

カンゾウ抽出末  カンゾウ抽出末 カンゾウ抽出末 

カンゾウ抽出末(2)   カンゾウ抽出末 

カンゾウ抽出末(3)   カンゾウ抽出末 

乾燥トウモロコシデン
プン 

  乾燥トウモロコシデン
プン 

  カンゾウフラボノイド カンゾウフラボノイド

 乾燥硫酸アルミニウム
カリウム 

 乾燥硫酸アルミニウム
カリウム 

 カンタリスチンキ  カンタリスチンキ 

カンテン末  カンテン末 カンテン末 

含糖ペプシン 含糖ペプシン  含糖ペプシン 

 dl―カンフル  dl―カンフル 

 d―カンフル  d―カンフル 

  含硫ケイ酸アルミニウ
ム 

含硫ケイ酸アルミニウ
ム 

キイチゴエキス  キイチゴエキス キイチゴエキス 

  キイチゴ果汁 キイチゴ果汁 

  キウイエキス キウイエキス 

キサンタンガム  キサンタンガム キサンタンガム 

 キシリット  キシリット 

  キシロビオース混合物 キシロビオース混合物

  キチン末 キチン末 

  キトサン キトサン 

  キトサン・dl―ピロリ
ドンカルボン酸塩 

キトサン・dl―ピロリ
ドンカルボン酸塩 

キナエキス  キナエキス キナエキス 

  揮発性イソパラフィン 揮発性イソパラフィン

 キャンデリラロウ  キャンデリラロウ 



  キューカンバー液汁 キューカンバー液汁 

キューカンバーエキス  キューカンバーエキス
(1) 

キューカンバーエキス
(1) 

  キューカンバーエキス
(2) 

キューカンバーエキス
(2) 

キューカンバー油  キューカンバー油 キューカンバー油 

牛脂  牛脂 牛脂 

牛脂脂肪酸  牛脂脂肪酸 牛脂脂肪酸 

牛脂脂肪酸モノエタノ
ールアミド 

 牛脂脂肪酸モノエタノ
ールアミド 

牛脂脂肪酸モノエタノ
ールアミド 

吸着精製ラノリン  吸着精製ラノリン 吸着精製ラノリン 

  牛乳 牛乳 

牛乳糖たん白  牛乳糖たん白 牛乳糖たん白 

 強アンモニア水  強アンモニア水 

キョウニンエキス  キョウニンエキス キョウニンエキス 

キョウニン油  キョウニン油 キョウニン油 

魚鱗箔(1)  魚鱗箔(1) 魚鱗箔(1) 

魚鱗箔(2)  魚鱗箔(2) 魚鱗箔(2) 

  金雲母 金雲母 

  金コロイド液 金コロイド液 

  金・シルク末混合物 金・シルク末混合物 

金箔  金箔 金箔 

グァーガム  グァーガム グァーガム 

 グアイアズレン  グアイアズレン 

 グアイアズレンスルホ
ン酸エチル 

 グアイアズレンスルホ
ン酸エチル 

グアイアズレンスルホ
ン酸ナトリウム 

 グアイアズレンスルホ
ン酸ナトリウム 

グアイアズレンスルホ
ン酸ナトリウム 

グアニン  グアニン グアニン 

  グアノシン懸濁液 グアノシン懸濁液 

クインスシード  クインスシード クインスシード 

クインスシードエキス  クインスシードエキス クインスシードエキス

クインスシードエキス
末 

  クインスシードエキス

 クエン酸  クエン酸 

  クエン酸アセチルトリ
ブチル 

クエン酸アセチルトリ
ブチル 

  クエン酸トリアルキル
(12，13) 

クエン酸トリアルキル
(12，13) 

  クエン酸トリアルキル
(14，15) 

クエン酸トリアルキル
(14，15) 

  クエン酸トリイソセチ
ル 

クエン酸トリイソセチ
ル 

クエン酸トリエチル  クエン酸トリエチル クエン酸トリエチル 

  クエン酸トリ2―エチ
ルヘキシル 

クエン酸トリ2―エチ
ルヘキシル 

  クエン酸トリ2―オク クエン酸トリ2―オク



チルドデシル チルドデシル 

 クエン酸ナトリウム  クエン酸ナトリウム 

  ククイナッツ油 ククイナッツ油 

  クチナシ青 クチナシ青液 

クチナシエキス  クチナシエキス クチナシエキス 

クチナシ黄  クチナシ黄 クチナシ黄 

  クチナシ色素処理シル
クパウダー 

クチナシ色素処理シル
クパウダー 

  クマザサエキス クマザサエキス 

 クマリン  クマリン 

  クミンエキス クミンエキス 

クララエキス  クララエキス(1) クララエキス(1) 

クララエキス  クララエキス(2) クララエキス(2) 

グリコール酸  グリコール酸 グリコール酸 

  グリシルグリシン グリシルグリシン 

 グリシン  グリシン 

  グリセリル―α―モノ
アリルエーテル 

グリセリル―α―モノ
アリルエーテル 

 グリセリン  グリセリン 

  グリセリンモノ―2―
エチルヘキシルエーテ
ル 

グリセリンモノ2―エ
チルヘキシルエーテル

  グリセリンモノセチル
エーテル 

グリセリンモノセチル
エーテル 

 グリチルリチン酸  グリチルリチン酸 

 グリチルリチン酸ジカ
リウム 

 グリチルリチン酸ジカ
リウム 

  α―グリチルリチン酸
モノアンモニウム 

α―グリチルリチン酸
モノアンモニウム 

 グリチルリチン酸モノ
アンモニウム 

 グリチルリチン酸モノ
アンモニウム 

グリチルリチン酸三ナ
トリウム 

グリチルリチン酸三ナ
トリウム 

 グリチルリチン酸三ナ
トリウム 

 β―グリチルレチン酸  β―グリチルレチン酸

 グリチルレチン酸グリ
セリン 

 グリチルレチン酸グリ
セリル 

 グリチルレチン酸ステ
アリル 

 グリチルレチン酸ステ
アリル 

  グリチルレチン酸ピリ
ドキシン 

グリチルレチン酸ピリ
ドキシン 

グルコサミン   グルコサミン 

 グルコン酸クロルヘキ
シジン液 

 グルコン酸クロルヘキ
シジン液 

グルコン酸ナトリウム  グルコン酸ナトリウム グルコン酸ナトリウム

グルタチオン  グルタチオン グルタチオン 

  L―グルタミル―L―リ
ジン 

L―グルタミル―L―リ
ジン 

L―グルタミン酸・DL  L―グルタミン酸・DL L―グルタミン酸・DL



―アラニン縮合物液 ―アラニン縮合物液 ―アラニン液 

グルタミン酸グルコー
ス 

 グルタミン酸グルコー
ス 

グルタミン酸グルコー
ス液 

  クルミ殻エキス クルミ殻エキス 

クルミ殻粒(1)  クルミ殻粒(1) クルミ殻粒(1) 

クルミ殻粒(2)  クルミ殻粒(2) クルミ殻粒(2) 

  クレアチニン クレアチニン 

グレープフルーツエキ
ス 

 グレープフルーツエキ
ス 

グレープフルーツエキ
ス 

 クレゾール  クレゾール 

  クレマティスエキス クレマティスエキス 

黒砂糖  黒砂糖 黒砂糖 

黒砂糖抽出末  黒砂糖エキス 黒砂糖エキス 

  黒砂糖エキス(2) 黒砂糖エキス(2) 

  黒酸化チタン 黒酸化チタン 

 黒酸化鉄  黒酸化鉄 

  黒酸化鉄・カルミン被
覆雲母チタン 

黒酸化鉄・カルミン被
覆雲母チタン 

  黒酸化鉄・コンジョウ
被覆雲母チタン 

黒酸化鉄・コンジョウ
被覆雲母チタン 

  黒酸化鉄被覆雲母チタ
ン 

黒酸化鉄被覆雲母チタ
ン 

  黒酸化鉄被覆合成金雲
母 

黒酸化鉄被覆合成金雲
母 

  クロトン酸・酢酸ビニ
ル・p―tert―ブチル
安息香酸ビニル共重合
体 

クロトン酸・酢酸ビニ
ル・p―tert―ブチル
安息香酸ビニル共重合
体 

  クロトン酸・酢酸ビニ
ル・ネオデカン酸ビニ
ル共重合体 

クロトン酸・酢酸ビニ
ル・ネオデカン酸ビニ
ル共重合体 

 クロラミンT  クロラミンT 

 クロルキシレノール  クロルキシレノール 

 クロルクレゾール  クロルクレゾール 

 クロルヒドロキシアル
ミニウム 

 クロルヒドロキシアル
ミニウム 

 クロルフェネシン  クロルフェネシン 

クロルヘキシジン  クロルヘキシジン クロルヘキシジン 

クロレラエキス  クロレラエキス クロレラエキス 

  クロレラエキス(2) クロレラエキス(2) 

 クロロブタノール  クロロブタノール 

クワエキス  クワエキス クワエキス 

  クワ葉エキス クワ葉エキス 

 グンジョウ  グンジョウ 

グンジョウバイオレッ
ト 

 グンジョウバイオレッ
ト 

グンジョウバイオレッ
ト 

  グンジョウピンク グンジョウピンク 



  ケイケットウエキス ケイケットウエキス 

 ケイ酸アルミニウムマ
グネシウム 

 ケイ酸アルミニウムマ
グネシウム 

ケイ酸カルシウム  ケイ酸カルシウム ケイ酸カルシウム 

ケイ酸吸着ラノリン  ケイ酸吸着ラノリン ケイ酸吸着ラノリン 

  ケイ酸・ケイ酸アルミ
ニウム焼結物 

ケイ酸・ケイ酸アルミ
ニウム焼成物 

 ケイ酸ナトリウム  ケイ酸ナトリウム 

 ケイ酸マグネシウム  ケイ酸マグネシウム 

軽質イソパラフィン  軽質イソパラフィン 軽質イソパラフィン 

 軽質炭酸カルシウム  軽質炭酸カルシウム 

 軽質炭酸マグネシウム  軽質炭酸マグネシウム

 軽質流動イソパラフィ
ン 

 軽質流動イソパラフィ
ン 

 ケイ皮アルコール  ケイ皮アルコール 

 ケイ皮アルデヒド  ケイ皮アルデヒド 

  ケイヒエキス ケイ皮エキス 

 ケイ皮酸エチル  ケイ皮酸エチル 

鶏卵末  鶏卵末 鶏卵末 

 鯨ロウ  鯨ロウ 

 結晶セルロース  結晶セルロース 

 ゲラニオール  ゲラニオール 

ゲンチアナエキス  ゲンチアナエキス ゲンチアナエキス 

  ゲンノショウコエキス ゲンノショウコエキス

  ケンポナシエキス ケンポナシエキス 

  コーヒーエキス コーヒーエキス 

N―硬化牛脂脂肪酸ア
シル―L―グルタミン
酸ナトリウム 

 N―硬化牛脂脂肪酸ア
シル―L―グルタミン
酸ナトリウム 

N―硬化牛脂脂肪酸ア
シル―L―グルタミン
酸ナトリウム 

硬化牛脂脂肪酸ジエタ
ノールアミド 

 硬化牛脂脂肪酸ジエタ
ノールアミド 

硬化牛脂脂肪酸ジエタ
ノールアミド 

  硬化ナタネ油アルコー
ル 

硬化ナタネ油アルコー
ル 

硬化ヒマシ油  硬化ヒマシ油 硬化ヒマシ油 

硬化ヤシ油脂肪酸グリ
セリル硫酸ナトリウム 

 硬化ヤシ油脂肪酸グリ
セリル硫酸ナトリウム

硬化ヤシ油脂肪酸グリ
セリル硫酸ナトリウム

 硬化油  硬化油 

  高酸価ミツロウ 高酸価ミツロウ 

 硬質ラノリン  硬質ラノリン 

 硬質ラノリン脂肪酸  硬質ラノリン脂肪酸 

硬質ラノリン脂肪酸コ
レステリル 

 硬質ラノリン脂肪酸コ
レステリル 

硬質ラノリン脂肪酸コ
レステリル 

  高重合炭化水素 高重合炭化水素 

ポリエチレングリコー
ル100000 

 高重合ポリエチレング
リコール 

高重合ポリエチレング
リコール 

ポリエチレングリコー
ル400000 

  高重合ポリエチレング
リコール 



ポリエチレングリコー
ル600000 

  高重合ポリエチレング
リコール 

ポリエチレングリコー
ル1100000 

  高重合ポリエチレング
リコール 

ポリエチレングリコー
ル2500000 

  高重合ポリエチレング
リコール 

ポリエチレングリコー
ル4000000 

  高重合ポリエチレング
リコール 

高重合メチルポリシロ
キサン 

 高重合メチルポリシロ
キサン(1) 

高重合メチルポリシロ
キサン(1) 

高重合メチルポリシロ
キサン(2) 

 高重合メチルポリシロ
キサン(2) 

高重合メチルポリシロ
キサン(2) 

  合成金雲母 合成金雲母 

  合成金雲母(2) 合成金雲母(2) 

 合成ケイ酸アルミニウ
ム 

 合成ケイ酸アルミニウ
ム 

合成ケイ酸ナトリウ
ム・マグネシウム 

 合成ケイ酸ナトリウ
ム・マグネシウム 

合成ケイ酸ナトリウ
ム・マグネシウム 

合成スクワラン  合成スクワラン 合成スクワラン 

  ゼオライト 合成ゼオライト 

  合成炭化水素ワックス 合成炭化水素ワックス

  鉱泉塩 鉱泉塩 

紅茶エキス  紅茶エキス(1) 紅茶エキス 

  紅茶エキス(2) 紅茶エキス 

  高濃度塩酸アルキルジ
アミノエチルグリシン
液 

高濃度塩酸アルキルジ
アミノエチルグリシン
液 

酵母エキス(2)  酵母エキス(1) 酵母エキス(1) 

酵母エキス(5)   酵母エキス(1) 

酵母エキス(1)  酵母エキス(2) 酵母エキス(2) 

  酵母エキス(3) 酵母エキス(3) 

  酵母エキス(4) 酵母エキス(4) 

  酵母エキス(5) 酵母エキス(5) 

  コウホネエキス コウホネエキス 

  酵母培養上澄液 酵母培養上澄液 

  酵母多糖体末 酵母多糖体末 

  高融点パラフィン(1) 高融点パラフィン(1) 

  高融点パラフィン(2) 高融点パラフィン(2) 

  高融点ポリエチレン末 高融点ポリエチレン末

高融点マイクロクリス
タリンワックス 

 高融点マイクロクリス
タリンワックス 

高融点マイクロクリス
タリンワックス 

コチニール  コチニール コチニール 

 コハク酸  コハク酸 

  コハク酸ジ(カプリル
／カプリン酸)グリセ
リル 

コハク酸ジ(カプリル
／カプリン酸)グリセ
リル 

コハク酸ジオクチル  コハク酸ジ2―エチル
ヘキシル 

コハク酸ジ2―エチル
ヘキシル 



  コハク酸ジエトキシエ
チル 

コハク酸ジエトキシエ
チル 

コハク酸ポリプロピレ
ングリコールオリゴエ
ステル(35PO) 

 コハク酸ポリプロピレ
ングリコールオリゴエ
ステル 

コハク酸ポリプロピレ
ングリコールオリゴエ
ステル 

 コハク酸二ナトリウム  コハク酸二ナトリウム

ゴボウエキス  ゴボウエキス ゴボウエキス 

  ゴボウ種子油 ゴボウ種子油 

 ゴマ油  ゴマ油 

小麦粉  小麦粉 小麦粉 

小麦粉酵素分解粉末   小麦粉酵素分解粉末 

 コムギデンプン  コムギデンプン 

  コムギ胚芽エキス コムギ胚芽エキス 

小麦胚芽脱脂粉末  コムギ胚芽末 コムギ胚芽末 

小麦胚芽油  コムギ胚芽油 コムギ胚芽油 

小麦胚芽油脂肪酸グリ
セリド 

 小麦胚芽油脂肪酸グリ
セリド 

コムギ胚芽油脂肪酸グ
リセリル 

  コムギフスマ コムギフスマ 

 コメデンプン  コメデンプン 

コメヌカ  コメヌカ コメヌカ 

  コメヌカエキス コメヌカエキス 

  コメヌカスフィンゴ糖
脂質 

コメヌカスフィンゴ糖
脂質 

  コメヌカ・大豆ペプチ
ド納豆菌発酵液 

コメヌカ・大豆ペプチ
ド納豆菌発酵液 

  コメヌカ発酵エキス コメヌカ発酵エキス 

コメヌカ油  コメヌカ油 コメヌカ油 

  コメヌカロウ コメヌカロウ 

  コメ胚芽末 コメ胚芽末 

コメ胚芽油  コメ胚芽油 コメ胚芽油 

  コメ発酵液 コメ発酵液 

  凍結乾燥コラーゲンシ
ート 

コラーゲンシート 

  コラーゲンシート コラーゲンシート 

 コレステロール  コレステロール 

  コンキオリンパウダー コンキオリンパウダー

混合異性化糖  混合異性化糖 混合異性化糖 

混合果実白糖浸出液  混合果実白糖浸出液 混合果実白糖浸出液 

  N―混合脂肪酸(C12，
C14)アシル―L―アス
パラギン酸トリエタノ
ールアミン液 

N―混合脂肪酸(C12，
C14)アシル―L―アス
パラギン酸トリエタノ
ールアミン液 

  N―混合脂肪酸(C12，
C14)アシル―L―アス
パラギン酸ナトリウム
液 

N―混合脂肪酸(C12，
C14)アシル―L―アス
パラギン酸ナトリウム
液 

  混合脂肪酸オクチル 混合脂肪酸2―エチル
ヘキシル 



混合脂肪酸ジエタノー
ルアミド 

 混合脂肪酸ジエタノー
ルアミド 

混合脂肪酸ジエタノー
ルアミド 

混合脂肪酸トリグリセ
リド 

 混合脂肪酸トリグリセ
リド 

混合脂肪酸トリグリセ
リル 

混合脂肪酸モノエタノ
ールアミド 

 混合脂肪酸モノエタノ
ールアミド 

混合脂肪酸モノエタノ
ールアミド 

混合植物抽出液(7)  混合植物抽出液(7) 混合植物抽出液(7) 

混合植物抽出液(9)  混合植物抽出液(9) 混合植物抽出液(9) 

混合植物抽出液(10)  混合植物抽出液(10) 混合植物抽出液(10) 

混合植物抽出液(12)  混合植物抽出液(12) 混合植物抽出液(12) 

混合植物抽出液(13)  混合植物抽出液(13) 混合植物抽出液(13) 

混合植物抽出液(15)  混合植物抽出液(15) 混合植物抽出液(15) 

混合植物抽出液(16)  混合植物抽出液(16) 混合植物抽出液(16) 

混合植物抽出液(17)  混合植物抽出液(17) 混合植物抽出液(17) 

混合植物抽出液(19)  混合植物抽出液(19) 混合植物抽出液(19) 

混合植物抽出液(20)  混合植物抽出液(20) 混合植物抽出液(20) 

混合植物抽出液(26)  混合植物抽出液(26) 混合植物抽出液(26) 

  混合植物抽出液(27) 混合植物抽出液(27) 

  混合植物抽出液(34) 混合植物抽出液(34) 

  混合植物抽出液(35) 混合植物抽出液(35) 

混合ワックス  混合ワックス(1) 混合ワックス(1) 

  混合ワックス(2) 混合ワックス(2) 

  混合ワックス(3) 混合ワックス(3) 

 コンジョウ  コンジョウ 

  コンジョウ・酸化クロ
ム被覆雲母チタン 

コンジョウ・酸化クロ
ム被覆雲母チタン 

  コンジョウ被覆雲母チ
タン 

コンジョウ被覆雲母チ
タン 

コンドロイチン硫酸ナ
トリウム 

コンドロイチン硫酸ナ
トリウム 

 コンドロイチン硫酸ナ
トリウム 

コンフリーエキス  コンフリーエキス コンフリーエキス 

コンフリー葉末  コンフリー葉末 コンフリー葉末 

  サイシンエキス サイシンエキス 

サイタイ抽出液  サイタイ抽出液 サイタイ抽出液 

酢酸(セチル・ラノリ
ル)エステル 

 酢酸(セチル・ラノリ
ル)エステル 

酢酸(セチル・ラノリ
ル)エステル 

  酢酸液状ラノリン 酢酸液状ラノリン 

 酢酸カルシウム  酢酸カルシウム 

  酢酸硬化ヒマシ油 酢酸硬化ヒマシ油 

  酢酸硬質ラノリン(2) 酢酸硬質ラノリン(2) 

  酢酸・コハク酸ヒドロ
キシプロピルメチルセ
ルロース 

酢酸・コハク酸ヒドロ
キシプロピルメチルセ
ルロース 

  酢酸セチル 酢酸セチル 

  酢酸セルロース末 酢酸セルロース末 

  酢酸d―α―トコフェ 酢酸d―α―トコフェ



ロール ロール 

 酢酸dl―α―トコフェ
ロール 

 酢酸DL―α―トコフェ
ロール 

酢酸ビニル・クロトン
酸共重合体 

 酢酸ビニル・クロトン
酸共重合体 

酢酸ビニル・クロトン
酸共重合体 

酢酸ビニル・スチレン
共重合体エマルション 

 酢酸ビニル・スチレン
共重合体エマルション

酢酸ビニル・スチレン
共重合体エマルション

ビニルピロリドン・酢
酸共重合体 

 酢酸ビニル・ビニルピ
ロリドン共重合体 

酢酸ビニル・ビニルピ
ロリドン共重合体 

  酢酸ヒマシ油 酢酸ヒマシ油 

 酢酸フェニルエチル  酢酸フェニルエチル 

 酢酸ブチル  酢酸ブチル 

  酢酸プロピレングリコ
ールミリスチルエーテ
ル 

酢酸プロピレングリコ
ールミリスチルエーテ
ル 

  酢酸ポリオキシエチレ
ンポリオキシプロピレ
ンイソセチルエーテル

酢酸ポリオキシエチレ
ンポリオキシプロピレ
ンイソセチルエーテル

  酢酸ポリオキシエチレ
ンモノオキシプロピレ
ンセチルエーテル 

酢酸ポリオキシエチレ
ンモノオキシプロピレ
ンセチルエーテル 

  酢酸ポリオキシエチレ
ンモノオキシプロピレ
ン2―ヘキシルデシル
エーテル 

酢酸ポリオキシエチレ
ンモノオキシプロピレ
ン2―ヘキシルデシル
エーテル 

酢酸ポリオキシエチレ
ンラノリンアルコール 

 酢酸ポリオキシエチレ
ンラノリンアルコール

酢酸ポリオキシエチレ
ンラノリンアルコール

 酢酸ラノリン  酢酸ラノリン 

酢酸ラノリンアルコー
ル 

 酢酸ラノリンアルコー
ル 

酢酸ラノリンアルコー
ル 

  酢酸リシノレイン酸グ
リセリル 

酢酸リシノレイン酸グ
リセリル 

 酢酸リナリル  酢酸リナリル 

  酢酸リナリル変性アル
コール 

酢酸リナリル変性アル
コール 

 酢酸レチノール  酢酸レチノール 

  サクシニルアテロコラ
ーゲン液 

サクシニルアテロコラ
ーゲン液 

  サクシニル化ウシ血清
アルブミン処理シコン
エキス 

サクシニル化ウシ血清
アルブミン処理シコン
エキス 

  サクシニルカルボキシ
メチルキトサン液 

サクシニルカルボキシ
メチルキトサン液 

  サクシニルキトサン サクシニルキトサン 

  サクシニルキトサン液 サクシニルキトサン液

サザンカ油  サザンカ油 サザンカ油 

 サッカリン  サッカリン 

 サッカリンナトリウム  サッカリンナトリウム

 サフラワー油  サフラワー油 



  サフラワー油(2) サフラワー油(2) 

サフラワー油脂肪酸  サフラワー油脂肪酸 サフラワー油脂肪酸 

  サフランエキス サフランエキス 

サボンソウエキス  サボンソウエキス サボンソウエキス 

  サメ肝油 サメ肝油 

 サラシミツロウ  サラシミツロウ 

  サラシモンタンロウ サラシモンタンロウ 

 サリチル酸  サリチル酸 

  サリチル酸エチレング
リコール 

サリチル酸エチレング
リコール 

サリチル酸2―エチル
ヘキシル 

 サリチル酸オクチル サリチル酸2―エチル
ヘキシル 

サリチル酸ジプロピレ
ングリコール 

 サリチル酸ジプロピレ
ングリコール 

サリチル酸ジプロピレ
ングリコール 

  サリチル酸チタン サリチル酸チタン 

 サリチル酸ナトリウム  サリチル酸ナトリウム

 サリチル酸フェニル  サリチル酸フェニル 

  サリチル酸ホモメンチ
ル 

サリチル酸ホモメンチ
ル 

 サリチル酸メチル  サリチル酸メチル 

 酸化亜鉛  酸化亜鉛 

酸化アルミニウム  酸化アルミニウム 酸化アルミニウム 

酸化アルミニウム・コ
バルト 

 酸化アルミニウム・コ
バルト 

酸化アルミニウム・コ
バルト 

  酸化アルミニウム水和
物・ケイ酸処理酸化チ
タン 

酸化アルミニウム水和
物・ケイ酸処理酸化チ
タン 

 酸化カルシウム  酸化カルシウム 

 酸化クロム  酸化クロム 

  酸化クロム被覆雲母チ
タン 

酸化クロム被覆雲母チ
タン 

 酸化ジルコニウム  酸化ジルコニウム 

  酸化セリウム 酸化セリウム 

 酸化チタン  酸化チタン 

  酸化チタンゾル 酸化チタンゾル 

  酸化チタン被覆還元雲
母チタン(1) 

酸化チタン被覆還元雲
母チタン(1) 

  酸化チタン被覆還元雲
母チタン(2) 

酸化チタン被覆還元雲
母チタン(2) 

  酸化チタン被覆還元雲
母チタン(3) 

酸化チタン被覆還元雲
母チタン(3) 

  酸化チタン被覆還元雲
母チタン(4) 

酸化チタン被覆還元雲
母チタン(4) 

  酸化チタン被覆セリサ
イト 

酸化チタン被覆セリサ
イト 

  酸化チタン・無水ケイ
酸複合物 

酸化チタン・無水ケイ
酸複合物 

酸化鉄・酸化チタン焼  酸化鉄・酸化チタン焼 酸化鉄・酸化チタン焼



結物 結物 結物 

 酸化マグネシウム  酸化マグネシウム 

サンザシエキス  サンザシエキス サンザシエキス 

サンショウエキス  サンショウエキス サンショウエキス 

シアバター  シア脂 シア脂 

N，N’―ジアセチル―
L―シスチンジメチル
エステル 

 N，N’―ジアセチル―
L―シスチンジメチル
エステル 

N，N’―ジアセチル―
L―シスチンジメチル
エステル 

ジアルキルジメチルア
ンモニウムクロリド尿
素付加物 

  ジアルキルジメチルア
ンモニウムクロリド尿
素付加物 

ジイソステアリン酸グ
リセリル 

 ジイソステアリン酸グ
リセリル 

ジイソステアリン酸グ
リセリル 

  ジイソステアリン酸プ
ロピレングリコール 

ジイソステアリン酸プ
ロピレングリコール 

  ジイソステアリン酸ポ
リエチレングリコール

ジイソステアリン酸ポ
リエチレングリコール

ジイソステアリン酸ジ
グリセリル 

 ジイソステアリン酸ポ
リグリセリル 

ジイソステアリン酸ポ
リグリセリル 

ジイソステアリン酸デ
カグリセリル 

  ジイソステアリン酸ポ
リグリセリル 

ジイソプロパノールア
ミン 

 ジイソプロパノールア
ミン 

ジイソプロパノールア
ミン 

ジイソプロピルケイ皮
酸メチル 

 ジイソプロピルケイ皮
酸メチル 

ジイソプロピルケイ皮
酸メチル 

シイタケエキス  シイタケエキス シイタケエキス 

  シイタケエキス末(1) シイタケエキス末(1) 

  シイタケエキス末(2) シイタケエキス末(2) 

 ジエタノールアミン  ジエタノールアミン 

  ジオクタン酸エチレン
グリコール 

ジ2―エチルヘキサン
酸エチレングリコール

ジオクタン酸ネオペン
チルグリコール 

 ジ―2―エチルヘキサ
ン酸ネオペンチルグリ
コール 

ジ2―エチルヘキサン
酸ネオペンチルグリコ
ール 

  ジ―2―エチルヘキシ
ルアミン 

ジ2―エチルヘキシル
アミン 

ジエチレングリコール  ジエチレングリコール ジエチレングリコール

ジエチレングリコール
エチルエーテル 

 ジエチレングリコール
エチルエーテル 

ジエチレングリコール
モノエチルエーテル 

  ジエチレングリコール
モノエチルエーテル 

ジエチレングリコール
モノエチルエーテル 

ジエチレントリアミン
五酢酸 

 ジエチレントリアミン
五酢酸 

ジエチレントリアミン
五酢酸 

ジエチレントリアミン
五酢酸五ナトリウム 

 ジエチレントリアミン
五酢酸五ナトリウム 

ジエチレントリアミン
五酢酸五ナトリウム 

ジエチレントリアミン
五酢酸五ナトリウム液 

ジエチレントリアミン
五酢酸五ナトリウム液

 ジエチレントリアミン
五酢酸五ナトリウム液

ジオウエキス  ジオウエキス ジオウエキス 

  ジオクチルシクロヘキ ジオクチルシクロヘキ



サン サン 

ジオレイン酸エチレン
グリコール 

 ジオレイン酸エチレン
グリコール 

ジオレイン酸エチレン
グリコール 

 ジオレイン酸プロピレ
ングリコール 

 ジオレイン酸プロピレ
ングリコール 

  ジオレイン酸ポリグリ
セリル 

ジオレイン酸ヘキサグ
リセリル 

ジオレイン酸ポリエチ
レングリコール 

 ジオレイン酸ポリエチ
レングリコール 

ジオレイン酸ポリエチ
レングリコール 

  ジ(カプリル・カプリ
ン酸)ネオペンチルグ
リコール 

ジ(カプリル・カプリ
ン酸)ネオペンチルグ
リコール 

ジ(カプリル・カプリ
ン酸)プロピレングリ
コール 

 ジ(カプリル・カプリ
ン酸)プロピレングリ
コール 

ジ(カプリル・カプリ
ン酸)プロピレングリ
コール 

 ジカプリル酸ピリドキ
シン 

 ジカプリル酸ピリドキ
シン 

ジカプリル酸プロピレ
ングリコール 

 ジカプリル酸プロピレ
ングリコール 

ジカプリル酸プロピレ
ングリコール 

ジカプリン酸ネオペン
チルグリコール 

 ジカプリン酸ネオペン
チルグリコール 

ジカプリン酸ネオペン
チルグリコール 

  ジカプリン酸プロピレ
ングリコール 

ジカプリン酸プロピレ
ングリコール 

ジカルボエトキシパン
トテン酸エチル 

 ジカルボエトキシパン
トテン酸エチル 

ジカルボエトキシパン
トテン酸エチル 

 ジグリセリン  ジグリセリン 

ジグリセリンオレイル
エーテル 

 ジグリセリンオレイル
エーテル 

ジグリセリンオレイル
エーテル 

α―シクロデキストリ
ン 

 α―シクロデキストリ
ン 

α―シクロデキストリ
ン 

β―シクロデキストリ
ン 

 β―シクロデキストリ
ン 

β―シクロデキストリ
ン 

  γ―シクロデキストリ
ン 

γ―シクロデキストリ
ン 

シクロデキストリン・
糖アルコール混合物 

  シクロデキストリン・
糖アルコール混合物 

  自己乳化型酒石酸ジア
ルキル(14，15) 

自己乳化型酒石酸ジア
ルキル(14，15) 

自己乳化型ステアリン
酸プロピレングリコー
ル 

 自己乳化型ステアリン
酸プロピレングリコー
ル 

自己乳化型ステアリン
酸プロピレングリコー
ル 

  自己乳化型モノステア
リン酸エチレングリコ
ール 

自己乳化型モノステア
リン酸エチレングリコ
ール 

 自己乳化型モノステア
リン酸グリセリン 

 自己乳化型モノステア
リン酸グリセリル 

  自己乳化型モノステア
リン酸プロピレングリ
コール 

自己乳化型モノステア
リン酸プロピレングリ
コール 

  自己乳化型モノステア
リン酸ポリエチレング

自己乳化型モノステア
リン酸ポリエチレング



リコール(2E．O．) リコール(2E．O．) 

シコニン  シコニン シコニン 

シコンエキス  シコンエキス シコンエキス 

  シコン色素処理シルク
パウダー(1) 

シコン色素処理シルク
パウダー(1) 

  シコン色素処理シルク
パウダー(2) 

シコン色素処理シルク
パウダー(2) 

  シコン末 シコン末 

ジ酢酸ステアリン酸グ
リセリル 

 ジ酢酸モノステアリン
酸グリセリル 

ジ酢酸モノステアリン
酸グリセリル 

 L―シスチン  L―シスチン 

ジステアリン酸エチレ
ングリコール 

 ジステアリン酸エチレ
ングリコール 

ジステアリン酸エチレ
ングリコール 

  ジステアリン酸グリセ
リル 

ジステアリン酸グリセ
リル 

ジステアリン酸ジエチ
レングリコール 

 ジステアリン酸ジエチ
レングリコール 

ジステアリン酸ジエチ
レングリコール 

  ジステアリン酸ソルビ
タン 

ジステアリン酸ソルビ
タン 

  ジステアリン酸プロピ
レングリコール 

ジステアリン酸プロピ
レングリコール 

ジステアリン酸ポリエ
チレングリコール 

 ジステアリン酸ポリエ
チレングリコール(1) 

ジステアリン酸ポリエ
チレングリコール(1) 

  ジステアリン酸ポリエ
チレングリコール(2) 

ジステアリン酸ポリエ
チレングリコール(2) 

  ジステアリン酸ポリオ
キシエチレントリメチ
ロールプロパン 

ジステアリン酸ポリオ
キシエチレントリメチ
ロールプロパン 

  ジステアリン酸ポリオ
キシエチレンメチルグ
ルコシド 

ジステアリン酸ポリオ
キシエチレンメチルグ
ルコシド 

  ジステアリン酸ポリオ
キシプロピレンメチル
グルコシド 

ジステアリン酸ポリオ
キシプロピレンメチル
グルコシド 

ジステアリン酸デカグ
リセリル 

 ジステアリン酸ポリグ
リセリル 

ジステアリン酸ポリグ
リセリル 

 L―システイン  L―システイン 

ジセトステアリルリン
酸モノエタノールアミ
ン 

 ジセトステアリルリン
酸モノエタノールアミ
ン 

ジセトステアリルリン
酸モノエタノールアミ
ン 

シソエキス(1)  シソエキス(1) シソエキス(1) 

シソエキス(2)  シソエキス(2) シソエキス(2) 

ジチオジグリコール酸   ジチオジグリコール酸

ジチオジグリコール酸
ジアンモニウム液 

 ジチオジグリコール酸
ジアンモニウム液 

ジチオジグリコール酸
ジアンモニウム液 

シトステロール  シトステロール シトステロール 

 シトロネラール  シトロネラール 

 シトロネロール  シトロネロール 

ボダイジュエキス  シナノキエキス シナノキエキス 



 シノキサート  シノキサート 

ジノナン酸プロピレン
グリコール 

 ジノナン酸プロピレン
グリコール 

ジノナン酸プロピレン
グリコール 

ジパラメトキシケイ皮
酸モノ―2―エチルヘ
キサン酸グリセリル 

 ジパラメトキシケイ皮
酸モノ―2―エチルヘ
キサン酸グリセリル 

ジパラメトキシケイ皮
酸モノ2―エチルヘキ
サン酸グリセリル 

 ジパルミチン酸アスコ
ルビル 

 ジパルミチン酸アスコ
ルビル 

 ジパルミチン酸ピリド
キシン 

 ジパルミチン酸ピリド
キシン 

ジパルミチン酸ポリエ
チレングリコール150 

 ジパルミチン酸ポリエ
チレングリコール150 

ジパルミチン酸ポリエ
チレングリコール150 

ジヒドロキシエチルラ
ウリルアミンオキシド
液 

 ジヒドロキシエチルラ
ウリルアミンオキシド
液 

ジヒドロキシエチルラ
ウリルアミンオキシド
液 

ジヒドロキシジメトキ
シベンゾフェノン 

 ジヒドロキシジメトキ
シベンゾフェノン 

ジヒドロキシジメトキ
シベンゾフェノン 

ジヒドロキシジメトキ
シベンゾ 
フェノンジスルホン酸
ナトリウム 

 ジヒドロキシジメトキ
シベンゾフェノンジス
ルホン酸ナトリウム 

ジヒドロキシジメトキ
シベンゾフェノンジス
ルホン酸ナトリウム 

ジヒドロキシベンゾフ
ェノン 

 ジヒドロキシベンゾフ
ェノン 

ジヒドロキシベンゾフ
ェノン 

 ジヒドロコレステロー
ル 

 ジヒドロコレステロー
ル 

  ジヒドロラノステロー
ル 

ジヒドロラノステロー
ル 

ジ―dl―ピロリドンカ
ルボン酸アルミニウム
液(40％) 

 ジ―dl―ピロリドンカ
ルボン酸アルミニウム
液(40％) 

ジ―dl―ピロリドンカ
ルボン酸アルミニウム
液 

  ジフェニルポリシロキ
サン・ジメチルポリシ
ロキサン共重合体 

ジフェニルポリシロキ
サン・ジメチルポリシ
ロキサン共重合体 

 ジブチルヒドロキシト
ルエン 

 ジブチルヒドロキシト
ルエン 

 ジプロピレングリコー
ル 

 ジプロピレングリコー
ル 

  ジヘプタデシルケトン ジヘプタデシルケトン

  ジペンタエリトリット
(2―エチルヘキサン
酸・ベヘン酸)エステ
ル 

ジペンタエリトリット
(2―エチルヘキサン
酸・ベヘン酸)エステ
ル 

ジペンタエリトリット
脂肪酸エステル(1) 

 ジペンタエリトリット
脂肪酸エステル(1) 

ジペンタエリトリット
脂肪酸エステル(1) 

ジペンタエリトリット
脂肪酸エステル(2) 

 ジペンタエリトリット
脂肪酸エステル(2) 

ジペンタエリトリット
脂肪酸エステル(2) 

  ジミリスチン酸アルミ
ニウム 

ジミリスチン酸アルミ
ニウム 

ジミリスチン酸プロピ
レングリコール 

  ジミリスチン酸プロピ
レングリコール 

  ジメチルアミノエチル
メタクリレート処理シ

ジメチルアミノエチル
メタクリレート処理シ



ルクパウダー ルクパウダー 

ジメチルエーテル ジメチルエーテル  ジメチルエーテル 

ジメチルオクタン酸オ
クチルドデシル 

 ジメチルオクタン酸オ
クチルドデシル 

ジメチルオクタン酸オ
クチルドデシル 

 ジメチルオクタン酸ヘ
キシルデシル 

 ジメチルオクタン酸ヘ
キシルデシル 

塩化ジメチルジステア
リルアンモニウム処理
ヘクトライト 

 ジメチルジステアリル
アンモニウムヘクトラ
イト 

ジメチルジステアリル
アンモニウムヘクトラ
イト 

塩化ジメチルジステア
リルアンモニウム処理
ベントナイト 

 ジメチルジステアリル
アンモニウムベントナ
イト 

ジメチルジステアリル
アンモニウムベントナ
イト 

  ジメチルシラノール・
ヒアルロン酸縮合液 

ジメチルシラノール・
ヒアルロン酸縮合液 

  ジメチルシロキサン・
メチル［3―［3―｛N
―カルボキシラトメチ
ル―N―(2―ヒドロキ
シエチル)―N―メチル
アンモニオ｝―2―ヒ
ドロキシプロポキシ］
プロピル]シロキサン
共重合体液 

ジメチルシロキサン・
メチル［3―［3―｛N
―カルボキシラトメチ
ル―N―(2―ヒドロキ
シエチル)―N―メチル
アンモニオ｝―2―ヒ
ドロキシプロポキシ］
プロピル]シロキサン
共重合体液 

ジメチルシロキサン・
メチルステアロキシシ
ロキサン共重合体 

 ジメチルシロキサン・
メチルステアロキシシ
ロキサン共重合体 

ジメチルシロキサン・
メチルステアロキシシ
ロキサン共重合体 

  ジメチルシロキサン・
メチルセチルオキシシ
ロキサン共重合体 

ジメチルシロキサン・
メチルセチルオキシシ
ロキサン共重合体 

ジメチルステアリルア
ミン 

 ジメチルステアリルア
ミン 

ジメチルステアリルア
ミン 

  N，N―ジメチル―N―
ラウロイル―DL―リジ
ン 

N，N―ジメチル―N―
ラウロイル―DL―リジ
ン 

  ジメトキシベンジリデ
ンジオキソイミダゾリ
ジンプロピオン酸2―
エチルヘキシル 

ジメトキシベンジリデ
ンジオキソイミダゾリ
ジンプロピオン酸2―
エチルヘキシル 

  シモツケソウエキス シモツケソウエキス 

ジモンタン酸ブタンジ
オール 

 ジモンタン酸エチレン
グリコール・ジモンタ
ン酸ブタンジオール混
合物 

ジモンタン酸エチレン
グリコール・ジモンタ
ン酸ブタンジオール混
合物 

シャクヤクエキス  シャクヤクエキス シャクヤクエキス 

 臭化アルキルイソキノ
リニウム液 

 臭化アルキルイソキノ
リニウム液 

臭化ステアリルトリメ
チルアンモニウム 

 臭化ステアリルトリメ
チルアンモニウム 

臭化ステアリルトリメ
チルアンモニウム 

 臭化セチルトリメチル
アンモニウム 

 臭化セチルトリメチル
アンモニウム液 

臭化セチルトリメチル
アンモニウム末 

 臭化セチルトリメチル
アンモニウム末 

臭化セチルトリメチル
アンモニウム末 



 臭化ドミフェン  臭化ドミフェン 

臭化ラウリルトリメチ
ルアンモニウム 

 臭化ラウリルトリメチ
ルアンモニウム 

臭化ラウリルトリメチ
ルアンモニウム 

 シュウ酸ナトリウム  シュウ酸ナトリウム 

 重質炭酸カルシウム  重質炭酸カルシウム 

 重質炭酸マグネシウム  重質炭酸マグネシウム

重質流動イソパラフィ
ン 

 重質流動イソパラフィ
ン 

重質流動イソパラフィ
ン 

 臭素酸ナトリウム  臭素酸ナトリウム 

  縮合リシノレイン酸ポ
リグリセリル 

縮合リシノレイン酸ポ
リグリセリル 

  ジュズダマエキス ジュズダマエキス 

  ジュズダマ油 ジュズダマ油 

 酒石酸  酒石酸 

  酒石酸ジアルキル
(12，13) 

酒石酸ジアルキル
(12，13) 

  酒石酸ジアルキル
(14，15) 

酒石酸ジアルキル
(14，15) 

  ショウキョウエキス
(2) 

ショウキョウエキス 

 ショウキョウチンキ  ショウキョウチンキ 

  焼成セリサイト 焼成セリサイト 

 焼セッコウ  焼セッコウ 

  ショウブ根エキス ショウブ根エキス 

  ショウブ根末 ショウブ根末 

  蒸留ハッカ水 蒸留ハッカ水 

植物性スクワラン  植物性スクワラン 植物性スクワラン 

  植物油脂肪酸グリセリ
ル・植物油脂肪酸ポリ
エチレングリコール混
合物 

植物油脂肪酸グリセリ
ル・植物油脂肪酸ポリ
エチレングリコール混
合物 

  ショ糖酢酸イソ酪酸エ
ステル 

ショ糖酢酸イソ酪酸エ
ステル 

 ショ糖脂肪酸エステル  ショ糖脂肪酸エステル

  ジラウリン酸グリセリ
ル 

ジラウリン酸グリセリ
ル 

  ジラウリン酸ジエチレ
ングリコール 

ジラウリン酸ジエチレ
ングリコール 

ジラウリン酸ポリエチ
レングリコール 

 ジラウリン酸ポリエチ
レングリコール 

ジラウリン酸ポリエチ
レングリコール 

シラカバエキス  シラカバエキス シラカバエキス 

  シラカバエキス(2) シラカバエキス(2) 

シラカバ樹液  シラカバ樹液 シラカバ樹液 

 シリコン樹脂  シリコーン樹脂 

ジリシノレイン酸ポリ
エチレングリコール 

 ジリシノレイン酸ポリ
エチレングリコール 

ジリシノレイン酸ポリ
エチレングリコール 

ジリノール酸・エチレ
ンジアミン縮合物 

 ジリノール酸・エチレ
ンジアミン縮合物 

ジリノール酸・エチレ
ンジアミン縮合物 



  シリル化処理無水ケイ
酸 

シリル化処理無水ケイ
酸 

シルク抽出液  シルク抽出液 シルク抽出液 

シルクパウダー  シルク末 シルク末 

 親油型モノオレイン酸
グリセリン 

 親油型モノオレイン酸
グリセリル 

 親油型モノステアリン
酸グリセリン 

 親油型モノステアリン
酸グリセリル 

スイカズラエキス  スイカズラエキス スイカズラエキス 

水酸化アルミニウム  水酸化アルミニウム 水酸化アルミニウム 

 水酸化カリウム  水酸化カリウム 

 水酸化カルシウム  水酸化カルシウム 

 水酸化クロム  水酸化クロム 

  水酸化大豆リン脂質 水酸化大豆リン脂質 

 水酸化ナトリウム  水酸化ナトリウム 

  水酸化マグネシウム 水酸化マグネシウム 

  水素添加エステルガム 水素添加エステルガム

水素添加ジテルペン  水素添加ジテルペン 水素添加ジテルペン 

  水素添加スチレン・メ
チルスチレン・インデ
ン共重合体 

水素添加スチレン・メ
チルスチレン・インデ
ン共重合体 

水素添加大豆油脂肪酸
グリセリル 

 水素添加大豆油脂肪酸
グリセリル 

水素添加大豆油脂肪酸
グリセリル 

  水素添加大豆リゾリン
脂質 

水素添加大豆リゾリン
脂質 

水素添加大豆リン脂質  水素添加大豆リン脂質 水素添加大豆リン脂質

水素添加トリテルペン
混合物 

 水素添加トリテルペン
混合物 

水素添加トリテルペン
混合物 

水素添加ホホバ油  水素添加ホホバ油 水素添加ホホバ油 

  水素添加ヤシ油 水素添加ヤシ油 

  水素添加ヤシ油脂肪酸 水素添加ヤシ油脂肪酸

 水素添加ラノリンアル
コール 

 水素添加ラノリンアル
コール 

粉末卵黄油  粉末卵黄油 水素添加卵黄油 

  水素添加卵黄レシチン 水素添加卵黄レシチン

  水素添加ロジン 水素添加ロジン 

水溶性エラスチン  水溶性エラスチン 水溶性エラスチン 

水溶性コラーゲン末  水溶性コラーゲン 水溶性コラーゲン 

水溶性コラーゲン  水溶性コラーゲン液
(1) 

水溶性コラーゲン液
(1) 

  水溶性コラーゲン液
(3) 

水溶性コラーゲン液
(3) 

スギナエキス  スギナエキス スギナエキス 

  スキムミルク スキムミルク 

 スクワラン  スクワラン 

スクワレン  スクワレン スクワレン 

  スコルジニン スコルジニン 



スズ酸ナトリウム   スズ酸ナトリウム 

スチレン重合体エマル
ション 

 スチレン重合体エマル
ション 

スチレン重合体エマル
ション 

  スチレン・ビニルピロ
リドン共重合体 

スチレン・ビニルピロ
リドン共重合体 

スチレン・ブタジエン
共重合体 

  スチレン・ブタジエン
共重合体エマルション

  スチレン・メチルスチ
レン・インデン共重合
体 

スチレン・メチルスチ
レン・インデン共重合
体 

 ステアリルアルコール  ステアリルアルコール

ステアリルジヒドロキ
シエチルベタイン 

 ステアリルジヒドロキ
シエチルベタイン液 

ステアリルジヒドロキ
シエチルベタイン液 

  ステアリルジメチルア
ミン 

ステアリルジメチルア
ミン 

ステアリルジメチルア
ミンオキシド 

 ステアリルジメチルア
ミンオキシド 

ステアリルジメチルア
ミンオキシド 

ステアリルジメチルベ
タインナトリウム液 

 ステアリルジメチルベ
タインナトリウム液 

ステアリルジメチルベ
タインナトリウム液 

ステアリルトリメチル
アンモニウムサッカリ
ン 

 ステアリルトリメチル
アンモニウムサッカリ
ン 

ステアリルトリメチル
アンモニウムサッカリ
ン液 

ステアリルジメチルア
ミノ酢酸ベタイン 

 ステアリルベタイン液 ステアリルベタイン液

  ステアリル硫酸ナトリ
ウム 

ステアリル硫酸ナトリ
ウム 

 ステアリン酸  ステアリン酸 

ステアリン酸オクチル  ステアリン酸オクチル ステアリン酸2―エチ
ルヘキシル 

ステアリン酸イソセチ
ル 

 ステアリン酸イソセチ
ル 

ステアリン酸2―ヘキ
シルデシル 

 ステアリン酸亜鉛  ステアリン酸亜鉛 

 ステアリン酸アスコル
ビル 

 ステアリン酸アスコル
ビル 

ステアリン酸アミド  ステアリン酸アミド ステアリン酸アミド 

 ステアリン酸アルミニ
ウム 

 ステアリン酸アルミニ
ウム 

  ステアリン酸エチル ステアリン酸エチル 

ステアリン酸カリウム  ステアリン酸カリウム ステアリン酸カリウム

 ステアリン酸カルシウ
ム 

 ステアリン酸カルシウ
ム 

ステアリン酸グリコー
ル酸アミドエステル 

 ステアリン酸グリコー
ル酸アミドエステル 

ステアリン酸グリコー
ル酸アミドエステル 

 ステアリン酸グリチル
レチニル 

 ステアリン酸グリチル
レチニル 

ステアリン酸硬化ヒマ
シ油 

 ステアリン酸硬化ヒマ
シ油 

ステアリン酸硬化ヒマ
シ油 

 ステアリン酸コレステ
リル 

 ステアリン酸コレステ
リル 

 ステアリン酸ジエタノ  ステアリン酸ジエタノ



ールアミド ールアミド 

  ステアリン酸ジエタノ
ールアミド(1：2型) 

ステアリン酸ジエタノ
ールアミド(1：2型) 

ステアリン酸ジエチル
アミノエチルアミド 

 ステアリン酸ジエチル
アミノエチルアミド 

ステアリン酸ジエチル
アミノエチルアミド 

ステアリン酸ジエチレ
ングリコール 

 ステアリン酸ジエチレ
ングリコール 

ステアリン酸ジエチレ
ングリコール 

  ステアリン酸ジメチル
アミノプロピルアミド

ステアリン酸ジメチル
アミノプロピルアミド

ステアリン酸ステアリ
ル 

 ステアリン酸ステアリ
ル 

ステアリン酸ステアリ
ル 

ステアリン酸ステアロ
イルエタノールアミド 

 ステアリン酸ステアロ
イルエタノールアミド

ステアリン酸ステアロ
イルエタノールアミド

ステアリン酸トリエタ
ノールアミン 

 ステアリン酸トリエタ
ノールアミン 

ステアリン酸トリエタ
ノールアミン 

ステアリン酸ナトリウ
ム 

 ステアリン酸ナトリウ
ム 

ステアリン酸ナトリウ
ム 

  ステアリン酸バクモン
ドウエキスエステル 

ステアリン酸バクモン
ドウエキスエステル 

ステアリン酸バチル  ステアリン酸バチル ステアリン酸バチル 

 ステアリン酸ブチル  ステアリン酸ブチル 

  ステアリン酸ポリオキ
シエチレンステアリル
エーテル 

ステアリン酸ポリオキ
シエチレンステアリル
エーテル 

  ステアリン酸ポリオキ
シエチレンセチルエー
テル 

ステアリン酸ポリオキ
シエチレンセチルエー
テル 

 ステアリン酸マグネシ
ウム 

 ステアリン酸マグネシ
ウム 

  ステアリン酸マグネシ
ウム被覆酸化ジルコニ
ウム・酸化セリウム 

ステアリン酸マグネシ
ウム被覆酸化ジルコニ
ウム・酸化セリウム 

 ステアリン酸モノエタ
ノールアミド 

 ステアリン酸モノエタ
ノールアミド 

ステアリン酸リンゴ酸
グリセリル 

 ステアリン酸リンゴ酸
グリセリル 

ステアリン酸リンゴ酸
グリセリル 

  ステアロイル加水分解
コラーゲンカリウム液

ステアロイル加水分解
コラーゲンカリウム液

  ステアロイル加水分解
コラーゲンナトリウム

ステアロイル加水分解
コラーゲンナトリウム

  N―ステアロイル―L―
グルタミン酸 

N―ステアロイル―L―
グルタミン酸 

  N―ステアロイル―L―
グルタミン酸アルミニ
ウム被覆セリサイト 

N―ステアロイル―L―
グルタミン酸アルミニ
ウム被覆セリサイト 

  N―ステアロイル―L―
グルタミン酸アルミニ
ウム被覆タルク 

N―ステアロイル―L―
グルタミン酸アルミニ
ウム被覆タルク 

  N―ステアロイル―L―
グルタミン酸カリウム

N―ステアロイル―L―
グルタミン酸カリウム

  ステアロイルグルタミ ステアロイルグルタミ



ン酸ジオクチルドデシ
ル 

ン酸ジオクチルドデシ
ル 

 N―ステアロイル―L―
グルタミン酸ナトリウ
ム 

 N―ステアロイル―L―
グルタミン酸ナトリウ
ム 

ステアロイル―L―グ
ルタミン酸二ナトリウ
ム 

 N―ステアロイル―L―
グルタミン酸二ナトリ
ウム 

N―ステアロイル―L―
グルタミン酸二ナトリ
ウム 

ステアロイルジヒドロ
キシイソブチルアミド
ステアリン酸モノエス
テル 

 ステアロイルジヒドロ
キシイソブチルアミド
ステアリン酸モノエス
テル 

ステアロイルジヒドロ
キシイソブチルアミド
ステアリン酸モノエス
テル 

  12―ステアロイルステ
アリン酸イソセチル 

12―ステアロイルステ
アリン酸2―ヘキシル
デシル 

  12―ステアロイルステ
アリン酸イソステアリ
ル 

12―ステアロイルステ
アリン酸イソステアリ
ル 

  12―ステアロイルステ
アリン酸オクチルドデ
シル 

12―ステアロイルステ
アリン酸オクチルドデ
シル 

  12―ステアロイルステ
アリン酸ステアリル 

12―ステアロイルステ
アリン酸ステアリル 

  ステアロイル乳酸ナト
リウム 

ステアロイル乳酸ナト
リウム 

  N―ステアロイルフィ
トスフィンゴシン 

N―ステアロイルフィ
トスフィンゴシン 

ステアロイルメチルタ
ウリンナトリウム 

 N―ステアロイル―N―
メチルタウリンナトリ
ウム 

N―ステアロイル―N―
メチルタウリンナトリ
ウム 

ステアロイルロイシン  ステアロイルロイシン ステアロイルロイシン

  ステアロキシトリメチ
ルシラン 

ステアロキシトリメチ
ルシラン 

  ステアロキシメチルポ
リシロキサン 

ステアロキシメチルポ
リシロキサン 

  ステビアエキス ステビアエキス 

ストロベリーエキス  ストロベリー果汁 ストロベリー果汁 

  スペアミント油 スペアミント油 

スルホコハク酸ジオク
チルナトリウム 

 スルホコハク酸ジオク
チルナトリウム 

スルホコハク酸ジ(2―
エチルヘキシル)ナト
リウム 

スルホコハク酸ジオク
チルナトリウム液 

 スルホコハク酸ジオク
チルナトリウム液 

スルホコハク酸ジ(2―
エチルヘキシル)ナト
リウム液 

スルホコハク酸ポリオ
キシエチレンモノオレ
イルアミドジナトリウ
ム(2E．O．)液 

 スルホコハク酸ポリオ
キシエチレンモノオレ
イルアミドジナトリウ
ム(2E．O．)液 

スルホコハク酸ポリオ
キシエチレンモノオレ
イルアミドジナトリウ
ム(2E．O．)液 

スルホコハク酸ポリオ
キシエチレンラウロイ
ルエタノールアミド二
ナトリウム(5E．O．) 

 スルホコハク酸ポリオ
キシエチレンラウロイ
ルエタノールアミド二
ナトリウム(5E．O．) 

スルホコハク酸ポリオ
キシエチレンラウロイ
ルエタノールアミド二
ナトリウム(5E．O．)



液 

スルホコハク酸ラウリ
ル二ナトリウム 

 スルホコハク酸ラウリ
ル二ナトリウム 

スルホコハク酸ラウリ
ル二ナトリウム 

 L―スレオニン  L―スレオニン 

セージエキス  セージエキス セージエキス 

  セージ水 セージ水 

セージ末  セージ末 セージ末 

  セージ油 セージ油 

 精製水  精製水 

セイヨウキズタエキス  セイヨウキズタエキス セイヨウキズタエキス

  セイヨウサンザシエキ
ス 

セイヨウサンザシエキ
ス 

セイヨウニワトコエキ
ス 

 セイヨウニワトコエキ
ス 

セイヨウニワトコエキ
ス 

セイヨウネズエキス  セイヨウネズエキス セイヨウネズエキス 

セイヨウノコギリソウ
エキス 

 セイヨウノコギリソウ
エキス 

セイヨウノコギリソウ
エキス 

セイヨウハッカエキス  セイヨウハッカエキス セイヨウハッカエキス

  セスキイソステアリン
酸ソルビタン 

セスキイソステアリン
酸ソルビタン 

セスキオレイン酸グリ
セリル 

 セスキオレイン酸グリ
セリル 

セスキオレイン酸グリ
セリル 

  セスキオレイン酸ジグ
リセリル 

セスキオレイン酸ジグ
リセリル 

 セスキオレイン酸ソル
ビタン 

 セスキオレイン酸ソル
ビタン 

 セスキステアリン酸ソ
ルビタン 

 セスキステアリン酸ソ
ルビタン 

セスキステアリン酸メ
チルグルコシド 

 セスキステアリン酸メ
チルグルコシド 

セスキステアリン酸メ
チルグルコシド 

 セタノール  セタノール 

セチルトリメチルアン
モニウムサッカリン 

セチルトリメチルアン
モニウムサッカリン液

 セチルトリメチルアン
モニウムサッカリン液

 セチル硫酸ナトリウム  セチル硫酸ナトリウム

  セチルリン酸カリウム セチルリン酸カリウム

セチルリン酸ジエタノ
ールアミン 

 セチルリン酸ジエタノ
ールアミン 

セチルリン酸ジエタノ
ールアミン 

 石けん用素地  石けん用素地 

  セトキシメチルポリシ
ロキサン 

セトキシメチルポリシ
ロキサン 

 セトステアリルアルコ
ール 

 セトステアリルアルコ
ール 

  セトステアリルグルコ
シド・セトステアリル
アルコール 

セトステアリルグルコ
シド・セトステアリル
アルコール 

セトステアリル硫酸ナ
トリウム 

 セトステアリル硫酸ナ
トリウム 

セトステアリル硫酸ナ
トリウム 

ゼニアオイエキス  ゼニアオイエキス ゼニアオイエキス 



  ゼニアオイ末 ゼニアオイ末 

セバシン酸ジオクチル  セバシン酸ジオクチル セバシン酸ジ2―エチ
ルヘキシル 

セバシン酸ジイソプロ
ピル 

 セバシン酸ジイソプロ
ピル 

セバシン酸ジイソプロ
ピル 

  セバシン酸ジエチル セバシン酸ジエチル 

 ゼラチン  ゼラチン 

 セラック  セラック 

セリサイト  セリサイト セリサイト 

 DL―セリン  DL―セリン 

 L―セリン  L―セリン 

球状セルロース  セルロース末 セルロース末 

 セレシン  セレシン 

  セロチン酸 セロチン酸 

  セロリエキス セロリエキス 

センキュウエキス  センキュウエキス センキュウエキス 

  センキュウ水 センキュウ水 

センブリエキス  センブリエキス センブリエキス 

側鎖高級アルコール
(C32～C36)混合物 

 側鎖高級アルコール
(C32～C36)混合物 

側鎖高級アルコール
(C32～C36)混合物 

 ソルビット  ソルビット 

 ソルビット液  ソルビット液 

  ソルビトール発酵多糖
液 

ソルビトール発酵多糖
液 

 ソルビン酸  ソルビン酸 

 ソルビン酸カリウム  ソルビン酸カリウム 

タートル油  タートル油 タートル油 

  タートル油脂肪酸エチ
ルエステル 

タートル油脂肪酸エチ
ルエステル 

  ダイズエキス ダイズエキス 

大豆蛋白加水分解物  大豆蛋白加水分解物 大豆たん白加水分解物

  大豆たん白加水分解物
(2) 

大豆たん白加水分解物
(2) 

 大豆油  大豆油 

  大豆リゾリン脂質液 大豆リゾリン脂質液 

 大豆リン脂質  大豆リン脂質 

タイソウエキス  タイソウエキス タイソウエキス 

  ダイマー酸ジイソプロ
ピル 

ダイマー酸ジイソプロ
ピル 

タイムエキス  タイムエキス(1) タイムエキス(1) 

タチジャコウソウエキ
ス 

 タイムエキス(2) タイムエキス(2) 

  タイム油 タイム油 

  第三ブタノール 第三ブタノール 

アミノエチルスルホン
酸 

 タウリン タウリン 



脱脂粉乳 脱脂粉乳  脱脂粉乳 

脱脂コメヌカ  脱脂コメヌカ 脱脂コメヌカ 

  脱樹脂キャンデリラロ
ウ 

脱樹脂キャンデリラロ
ウ 

 タルク  タルク 

  タルク・ケイフッ化カ
リウム焼成物 

タルク・ケイフッ化カ
リウム焼成物 

  炭酸エチレン 炭酸エチレン 

炭酸グアニジン  炭酸グアニジン 炭酸グアニジン 

  炭酸ジアルキル(14，
15) 

炭酸ジアルキル(14，
15) 

 炭酸水素ナトリウム  炭酸水素ナトリウム 

 炭酸ナトリウム  炭酸ナトリウム 

炭酸プロピレン  炭酸プロピレン 炭酸プロピレン 

 チアントール  チアントール 

チオキソロン  チオキソロン チオキソロン 

チオジプロピオン酸ジ
ラウリル 

 チオジプロピオン酸ジ
ラウリル 

チオジプロピオン酸ジ
ラウリル 

チオ尿素   チオ尿素 

 チオ硫酸ナトリウム  チオ硫酸ナトリウム 

  無水チオ硫酸ナトリウ
ム 

チオ硫酸ナトリウム
(無水) 

  チタン・酸化チタン焼
結物 

チタン・酸化チタン焼
結物 

チタン酸コバルト  チタン酸コバルト チタン酸コバルト 

  チタン酸リチウムコバ
ルト 

チタン酸リチウムコバ
ルト 

  窒化ホウ素 窒化ホウ素 

  窒素 窒素 

 チモール  チモール 

茶エキス(2)  チャエキス(1) チャエキス(1) 

茶エキス(3)  チャエキス(2) チャエキス(2) 

チャ乾留液  チャ乾留液 チャ乾留液 

茶エキス   チャ乾留液 

  チャ実エキス チャ実エキス 

  チャ実油 チャ実油 

  長鎖α―ヒドロキシ脂
肪酸(14～25) 

長鎖α―ヒドロキシ脂
肪酸(14～25) 

  長鎖α―ヒドロキシ脂
肪酸(14～25)コレステ
リル 

長鎖α―ヒドロキシ脂
肪酸(14～25)コレステ
リル 

  長鎖分岐脂肪酸(12～
31) 

長鎖分岐脂肪酸(12～
31) 

  長鎖分岐脂肪酸(12～
31)2―エチルヘキシル

長鎖分岐脂肪酸(12～
31)2―エチルヘキシル

  長鎖分岐脂肪酸(12～
31)コレステリル 

長鎖分岐脂肪酸(12～
31)コレステリル 



  チョウジエキス チョウジエキス 

チョウジ油  チョウジ油 チョウジ油 

  チョレイエキス チョレイエキス 

L―チロシン  L―チロシン L―チロシン 

チンピエキス  チンピエキス チンピエキス 

  チンピ末 チンピ末 

月見草油  月見草油 月見草油 

  ツバキエキス ツバキエキス 

 ツバキ油  ツバキ油 

  ツボクサエキス ツボクサエキス 

  低温焼成酸化亜鉛 低温焼成酸化亜鉛 

  低酸価キャンデリラロ
ウ 

低酸価キャンデリラロ
ウ 

  低酸価ミツロウ 低酸価ミツロウ 

  低窒素ヒドロキシエチ
ルセルロースジメチル
ジアリルアンモニウム
クロリド 

低窒素ヒドロキシエチ
ルセルロースジメチル
ジアリルアンモニウム
クロリド 

軽質流動パラフィン  低比重流動パラフィン
(1) 

低比重流動パラフィン
(1) 

  低比重流動パラフィン
(2) 

低比重流動パラフィン
(2) 

  低融点パラフィン 低融点パラフィン 

デオキシリボ核酸  デオキシリボ核酸 デオキシリボ核酸 

デオキシリボ核酸カリ
ウム塩 

 デオキシリボ核酸カリ
ウム塩 

デオキシリボ核酸カリ
ウム 

デオキシリボ核酸ナト
リウム 

 デオキシリボ核酸ナト
リウム 

デオキシリボ核酸ナト
リウム 

  デカイソステアリン酸
ポリグリセリル 

デカイソステアリン酸
デカグリセリル 

デカオレイン酸デカグ
リセリル 

 デカオレイン酸ポリグ
リセリル 

デカオレイン酸ポリグ
リセリル 

  デカステアリン酸デカ
グリセリル 

デカステアリン酸デカ
グリセリル 

デカメチルシクロペン
タシロキサン 

 デカメチルシクロペン
タシロキサン 

デカメチルシクロペン
タシロキサン 

  デカメチルテトラシロ
キサン 

デカメチルテトラシロ
キサン 

デキストラン  デキストラン デキストラン 

  デキストラン塩化ヒド
ロキシプロピルトリメ
チルアンモニウムエー
テル 

デキストラン塩化ヒド
ロキシプロピルトリメ
チルアンモニウムエー
テル 

デキストラン硫酸ナト
リウム 

 デキストラン硫酸ナト
リウム 

デキストラン硫酸ナト
リウム 

デシルテトラデカノー
ル 

 デシルテトラデカノー
ル 

2―デシルテトラデカ
ノール 

テトラオクタン酸ジグ
リセロールソルビタン 

 テトラオクタン酸ジグ
リセロールソルビタン

テトラ2―エチルヘキ
サン酸ジグリセロール



ソルビタン 

  テトライソステアリン
酸ポリグリセリル 

テトライソステアリン
酸ジグリセリル 

  テトライソステアリン
酸ペンタエリスリット

テトライソステアリン
酸ペンタエリトリット

テトラ2―エチルヘキ
サン酸ペンタエリトリ
ット 

 テトラ2―エチルヘキ
サン酸ペンタエリスリ
ット 

テトラ2―エチルヘキ
サン酸ペンタエリトリ
ット 

テトラオクタン酸ペン
タエリスリット 

  テトラ2―エチルヘキ
サン酸ペンタエリトリ
ット 

 テトラオレイン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
ット 

 テトラオレイン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
ット 

  テトラキス(2―ヒドロ
キシプロピル)エチレ
ンジアミン 

テトラキス(2―ヒドロ
キシプロピル)エチレ
ンジアミン 

  テトラステアリン酸ポ
リオキシエチレンソル
ビット 

テトラステアリン酸ポ
リオキシエチレンソル
ビット 

  テトラステアリン酸ポ
リオキシエチレンペン
タエリスリット 

テトラステアリン酸ポ
リオキシエチレンペン
タエリトリット 

  N―(テトラデシロキシ
ヒドロキシプロピル)
―N―ヒドロキシエチ
ルデカナミド 

N―(テトラデシロキシ
ヒドロキシプロピル)
―N―ヒドロキシエチ
ルデカナミド 

  テトラデセン テトラデセン 

 テトラデセンスルホン
酸ナトリウム 

 テトラデセンスルホン
酸ナトリウム 

テトラデセンスルホン
酸ナトリウム液 

 テトラデセンスルホン
酸ナトリウム液 

テトラデセンスルホン
酸ナトリウム液 

テトラヒドロキシベン
ゾフェノン 

 テトラヒドロキシベン
ゾフェノン 

テトラヒドロキシベン
ゾフェノン 

  テトラヒドロテトラメ
チルシクロテトラシロ
キサン 

テトラヒドロテトラメ
チルシクロテトラシロ
キサン 

  テトラ2―へキシルデ
カン酸アスコルビル 

テトラ2―へキシルデ
カン酸アスコルビル 

  テトラミリスチン酸ペ
ンタエリスリット 

テトラミリスチン酸ペ
ンタエリトリット 

テトラメチルトリヒド
ロキシヘキサデカン 

 テトラメチルトリヒド
ロキシヘキサデカン 

テトラメチルトリヒド
ロキシヘキサデカン 

  7―デヒドロコレステ
ロール 

7―デヒドロコレステ
ロール 

 デヒドロ酢酸  デヒドロ酢酸 

 デヒドロ酢酸ナトリウ
ム 

 デヒドロ酢酸ナトリウ
ム 

  デュークエキス デュークエキス 

  テルミナリアエキス テルミナリアエキス 

テレビン油  テレビン油 テレビン油 



  テンチャエキス テンチャエキス 

 天然ケイ酸アルミニウ
ム 

 天然ケイ酸アルミニウ
ム 

 天然ゴムラテックス  天然ゴムラテックス 

天然ビタミンE  天然ビタミンE 天然ビタミンE 

  デンプン・アクリル酸
ナトリウムグラフト重
合体 

デンプン・アクリル酸
ナトリウムグラフト重
合体 

  デンプン牛脂脂肪酸エ
ステル 

デンプン牛脂脂肪酸エ
ステル 

  トウガシエキス トウガシエキス 

 トウガラシチンキ  トウガラシチンキ 

トウキエキス  トウキエキス(1) トウキエキス(1) 

  トウキエキス(2) トウキエキス(2) 

  トウキ水 トウキ水 

トウキンセンカエキス  トウキンセンカエキス トウキンセンカエキス

  トウキンセンカ末 トウキンセンカ末 

 銅クロロフィリンナト
リウム 

 銅クロロフィリンナト
リウム 

  銅クロロフィリンナト
リウム・亜硫酸水素ナ
トリウム複合物 

銅クロロフィリンナト
リウム・亜硫酸水素ナ
トリウム複合物 

  冬虫夏草エキス 冬虫夏草エキス 

  豆乳発酵液 豆乳発酵液 

  豆乳末 豆乳末 

トウニンエキス  トウニンエキス トウニンエキス 

トウヒエキス  トウヒエキス トウヒエキス 

  トウヒ油 トウヒ油 

  トウモロコシエキス トウモロコシエキス 

 トウモロコシデンプン  トウモロコシデンプン

トウモロコシ穂軸粒  トウモロコシ穂軸粒 トウモロコシ穂軸粒 

  トウモロコシ末 トウモロコシ末 

トウモロコシ油  トウモロコシ油 トウモロコシ油 

ドクダミエキス  ドクダミエキス ドクダミエキス 

  ドクダミ末 ドクダミ末 

d―δ―トコフェロー
ル 

 d―δ―トコフェロー
ル 

d―δ―トコフェロー
ル 

 dl―α―トコフェロー
ル 

 dl―α―トコフェロー
ル 

トサカ抽出液  トサカ抽出液 トサカ抽出液 

トサカ抽出末  トサカ抽出末 トサカ抽出末 

  トショウ油 トショウ油 

  ドデカメチルシクロヘ
キサシロキサン 

ドデカメチルシクロヘ
キサシロキサン 

  ドデシルベンゼンスル
ホン酸 

ドデシルベンゼンスル
ホン酸 

ドデシルベンゼンスル  ドデシルベンゼンスル ドデシルベンゼンスル



ホン酸トリエタノール
アミン 

ホン酸トリエタノール
アミン 

ホン酸トリエタノール
アミン液 

  ドデシルベンゼンスル
ホン酸ナトリウム 

ドデシルベンゼンスル
ホン酸ナトリウム 

ラウリルベンゼンスル
ホン酸ナトリウム液 

  ドデシルベンゼンスル
ホン酸ナトリウム液 

トマトエキス  トマトエキス トマトエキス 

  トマト果汁 トマト果汁 

 トラガント  トラガント 

トリ(カプリル・カプ
リン酸)グリセリド・
トリステアリン酸グリ
セリド混合物 

 トリ(カプリル・カプ
リン酸)グリセリド・
トリステアリン酸グリ
セリド混合物 

トリ(カプリル・カプ
リン酸)グリセリル・
トリステアリン酸グリ
セリル混合物 

 トリ(カプリル・カプ
リン酸)グリセリン 

 トリ(カプリル・カプ
リン酸)グリセリル 

  トリ(カプリル・カプ
リン・ミリスチン・ス
テアリン酸)グリセリ
ド 

トリ(カプリル・カプ
リン・ミリスチン・ス
テアリン酸)グリセリ
ル 

トリ(ミンク油脂肪
酸・パルミチン酸)グ
リセリル 

 トリ(ミンク油脂肪
酸・パルミチン酸)グ
リセリル 

トリ(ミンク油脂肪
酸・パルミチン酸)グ
リセリル 

トリ(リシノレイン・
カプロン・カプリル・
カプリン酸)グリセリ
ド 

 トリ(リシノレイン・
カプロン・カプリル・
カプリン酸)グリセリ
ド 

トリ(リシノレイン・
カプロン・カプリル・
カプリン酸)グリセリ
ル 

トリオクタン酸トリメ
チロールプロパン 

 トリオクタン酸トリメ
チロールプロパン 

トリ2―エチルヘキサ
ン酸トリメチロールプ
ロパン 

トリアセチルグリセリ
ル 

 トリアセチルグリセリ
ル 

トリアセチルグリセリ
ル 

  トリアセチルリシノレ
イン酸グリセリル 

トリアセチルリシノレ
イン酸グリセリル 

トリイソステアリン酸
グリセリル 

 トリイソステアリン酸
グリセリル 

トリイソステアリン酸
グリセリル 

トリイソステアリン酸
硬化ヒマシ油 

 トリイソステアリン酸
硬化ヒマシ油 

トリイソステアリン酸
硬化ヒマシ油 

トリイソステアリン酸
ジグリセリル 

 トリイソステアリン酸
ポリグリセリル 

トリイソステアリン酸
ジグリセリル 

  トリイソステアリン酸
トリメチロールプロパ
ン 

トリイソステアリン酸
トリメチロールプロパ
ン 

トリイソステアリン酸
ポリオキシエチレング
リセリル 

 トリイソステアリン酸
ポリオキシエチレング
リセリル 

トリイソステアリン酸
ポリオキシエチレング
リセリル 

トリイソステアリン酸
ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油 

 トリイソステアリン酸
ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油 

トリイソステアリン酸
ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油 

  トリイソステアリン酸
ポリオキシエチレンソ
ルビタン 

トリイソステアリン酸
ポリオキシエチレンソ
ルビタン 

  トリイソパルミチン酸 トリイソパルミチン酸



グリセリル グリセリル 

 トリイソプロパノール
アミン 

 トリイソプロパノール
アミン 

トリウンデシル酸グリ
セリル 

 トリウンデシル酸グリ
セリル 

トリウンデカン酸グリ
セリル 

 トリエタノールアミン  トリエタノールアミン

トリオクタン酸グリセ
リル 

 トリ2―エチルヘキサ
ン酸グリセリル 

トリ2―エチルヘキサ
ン酸グリセリル 

トリエチレングリコー
ル 

 トリエチレングリコー
ル 

トリエチレングリコー
ル 

トリオキシステアリン
酸グリセリル 

 トリオキシステアリン
酸グリセリル 

トリオキシステアリン
酸グリセリル 

 トリオレイン酸ソルビ
タン 

 トリオレイン酸ソルビ
タン 

 トリオレイン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(20E．O．) 

 トリオレイン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(20E．O．) 

  トリオレイン酸ポリグ
リセリル 

トリオレイン酸ポリグ
リセリル 

トリカプリル酸グリセ
リル 

 トリカプリル酸グリセ
リル 

トリカプリル酸グリセ
リル 

  トリ牛脂脂肪酸グリセ
リル 

トリ牛脂脂肪酸グリセ
リル 

 トリクロロカルバニリ
ド 

 トリクロロカルバニリ
ド 

トリクロロヒドロキシ
ジフェニルエーテル 

 トリクロサン トリクロロヒドロキシ
ジフェニルエーテル 

  2，4，6―トリス［4―
(2―エチルヘキシルオ
キシカルボニル)アニ
リノ］1，3，5―トリ
アジン 

2，4，6―トリス［4―
(2―エチルヘキシルオ
キシカルボニル)アニ
リノ］―1，3，5―ト
リアジン 

  トリステアリン酸グリ
セリル 

トリステアリン酸グリ
セリル 

 トリステアリン酸ソル
ビタン 

 トリステアリン酸ソル
ビタン 

  トリステアリン酸ポリ
グリセリル 

トリステアリン酸デカ
グリセリル 

トリステアリン酸ポリ
オキシエチレングリセ
リル 

 トリステアリン酸ポリ
オキシエチレングリセ
リル 

トリステアリン酸ポリ
オキシエチレングリセ
リル 

トリステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン 

 トリステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン 

トリステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン 

  トリステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(160E．O．) 

トリステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(160E．O．) 

 トリステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(20E．O．) 

 トリステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(20E．O．) 

  トリステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ

トリステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ



ット ット 

トリパルミチン酸グリ
セリル 

 トリパルミチン酸グリ
セリル 

トリパルミチン酸グリ
セリル 

  トリパルミチン酸ピリ
ドキシン 

トリパルミチン酸ピリ
ドキシン 

L―トリプトファン  L―トリプトファン L―トリプトファン 

トリベヘン酸グリセリ
ル 

 トリベヘン酸グリセリ
ル 

トリベヘン酸グリセリ
ル 

トリポリオキシエチレ
ンアルキル(12～15)エ
ーテルリン酸(8E．
O．) 

 トリポリオキシエチレ
ンアルキル(12～15)エ
ーテルリン酸(8E．
O．) 

トリポリオキシエチレ
ンアルキル(12～15)エ
ーテルリン酸(8E．
O．) 

  トリ(ポリオキシエチ
レンイソステアリン
酸)トリメチロールプ
ロパン(3E．O．) 

トリ(ポリオキシエチ
レンイソステアリン
酸)トリメチロールプ
ロパン(3E．O．) 

 トリミリスチン酸グリ
セリン 

 トリミリスチン酸グリ
セリル 

  トリミリスチン酸ポリ
オキシエチレントリメ
チロールプロパン
(5E．O．) 

トリミリスチン酸ポリ
オキシエチレントリメ
チロールプロパン
(5E．O．) 

トリメチルグリシン  トリメチルグリシン トリメチルグリシン 

トリメチルシロキシケ
イ酸液 

 トリメチルシロキシケ
イ酸 

トリメチルシロキシケ
イ酸 

  トリメリト酸トリトリ
デシル 

トリメリト酸トリトリ
デシル 

  トリヤシ油脂肪酸グリ
セリル 

トリヤシ油脂肪酸グリ
セリル 

トリラウリルアミン  トリラウリルアミン トリラウリルアミン 

トリラウリン酸グリセ
リル 

 トリラウリン酸グリセ
リル 

トリラウリン酸グリセ
リル 

 トルエン  トルエン 

  トルメンチラエキス トルメンチラエキス 

  トレハロース トレハロース 

  トレハロース液 トレハロース液 

  トレハロース硫酸ナト
リウム 

トレハロース硫酸ナト
リウム 

ナイロンパウダー  ナイロン末 ナイロン末 

精製ナタネ油  ナタネ油 ナタネ油 

  納豆エキス 納豆エキス 

 軟質ラノリン脂肪酸  軟質ラノリン脂肪酸 

  軟質ラノリン脂肪酸コ
レステリル 

軟質ラノリン脂肪酸コ
レステリル 

  ニコチン酸 ニコチン酸 

ニコチン酸dl―α―ト
コフェロール 

ニコチン酸dl―α―ト
コフェロール 

 ニコチン酸dl―α―ト
コフェロール 

 ニコチン酸アミド  ニコチン酸アミド 

 ニコチン酸ベンジル  ニコチン酸ベンジル 



  ニコチン酸メチル ニコチン酸メチル 

  二酸化ケイ素被覆炭化
ケイ素 

二酸化ケイ素被覆炭化
ケイ素 

  セスキ炭酸ナトリウム 二炭酸一水素三ナトリ
ウム 

 ニトロセルロース  ニトロセルロース 

 乳酸  乳酸 

  乳酸アルキル(12，13) 乳酸アルキル(12，13)

  乳酸アルミニウム 乳酸アルミニウム 

乳酸オクチルドデシル  乳酸オクチルドデシル 乳酸オクチルドデシル

 乳酸セチル  乳酸セチル 

 乳酸ナトリウム液  乳酸ナトリウム液 

 乳酸ミリスチル  乳酸ミリスチル 

乳酸ラウリル  乳酸ラウリル 乳酸ラウリル 

乳脂  乳脂 乳脂 

  乳脂肪エマルション 乳脂肪エマルション 

  乳たん白 乳たん白 

 乳糖  乳糖 

 尿素  尿素 

ニンジンエキス  ニンジンエキス ニンジンエキス 

ニンジンエキス(2)   ニンジンエキス 

ニンジンエキス末   ニンジンエキス 

ニンジン末  ニンジン末 ニンジン末 

ニンニクエキス  ニンニクエキス ニンニクエキス 

 濃グリセリン  濃グリセリン 

 γ―ノナラクトン  γ―ノナラクトン 

  ノナン酸コレステリル ノナン酸コレステリル

  ノナン酸ジヒドロコレ
ステリル 

ノナン酸ジヒドロコレ
ステリル 

ノナン酸バニリルアミ
ド 

 ノナン酸バニリルアミ
ド 

ノナン酸バニリルアミ
ド 

ノバラエキス  ノバラエキス ノバラエキス 

  ノバラ油 ノバラ油 

 パーシック油  パーシック油 

  パーフルオロアルキル
エーテルポリオキシエ
チレンリン酸 

パーフルオロアルキル
エーテルポリオキシエ
チレンリン酸 

  パーフルオロアルキル
シラン被覆セリサイト

パーフルオロアルキル
シラン被覆セリサイト

  パーフルオロアルキル
リン酸エステルジエタ
ノールアミン塩 

パーフルオロアルキル
リン酸エステルジエタ
ノールアミン塩 

  パーフルオロポリエー
テル 

パーフルオロポリエー
テル 

パーム核油  パーム核油 パーム核油 

パーム核油脂肪酸  パーム核油脂肪酸 パーム核油脂肪酸 



  パーム核油脂肪酸アシ
ル―N―カルボキシエ
チル―N―ヒドロキシ
エチルエチレンジアミ
ンナトリウム液 

パーム核油脂肪酸アシ
ル―N―カルボキシエ
チル―N―ヒドロキシ
エチルエチレンジアミ
ンナトリウム液 

  パーム核油脂肪酸アミ
ドプロピルベタイン液

パーム核油脂肪酸アミ
ドプロピルベタイン液

パーム核油脂肪酸ジエ
タノールアミド 

 パーム核油脂肪酸ジエ
タノールアミド(1) 

パーム核油脂肪酸ジエ
タノールアミド(1) 

パーム核油脂肪酸ジエ
タノールアミド 

 パーム核油脂肪酸ジエ
タノールアミド(2) 

パーム核油脂肪酸ジエ
タノールアミド(2) 

  パーム脂肪酸 パーム脂肪酸 

パーム油  パーム油 パーム油 

  パール末 パール末 

  パイロフェライト質ク
レー 

パイロフェライト質ク
レイ 

麦芽エキス(1)  バクガ液汁 バクガ液汁 

麦芽エキス(2)  バクガエキス バクガエキス 

  バクガ根エキス バクガ根エキス 

 白糖  白糖 

白糖発酵液   白糖発酵液 

  バクモンドウエキス バクモンドウエキス 

馬脂   馬脂 

  パセリエキス(1) パセリエキス(1) 

パセリエキス  パセリエキス(2) パセリエキス(2) 

  ハダカムギ葉汁濃縮物 ハダカムギ葉汁濃縮物

 ハチミツ  ハチミツ 

 バチルアルコール  バチルアルコール 

  ハッカ末 ハッカ末 

ハッカ油  ハッカ油 ハッカ油 

ハトムギ油  ハトムギ油 ハトムギ油 

 バニリン  バニリン 

パパイヤ末  パパイヤ末 パパイヤ末 

パパイン  パパイン パパイン 

  パプリカ色素 パプリカ色素 

  ハマナスエキス ハマナスエキス 

ハマメリス抽出液  ハマメリス抽出液 ハマメリスエキス 

ハマメリス水  ハマメリス水 ハマメリス水 

ハマメリス顆粒末  ハマメリス末 ハマメリス末 

  歯磨用塩化ナトリウム 歯磨用塩化ナトリウム

 歯磨用リン酸水素カル
シウム 

 歯磨用リン酸水素カル
シウム 

  馬油 馬油 

パラアミノ安息香酸  パラアミノ安息香酸 パラアミノ安息香酸 

 パラアミノ安息香酸エ
チル 

 パラアミノ安息香酸エ
チル 



  パラアミノ安息香酸グ
リセリル 

パラアミノ安息香酸グ
リセリル 

  バラエキス バラエキス 

 パラオキシ安息香酸イ
ソブチル 

 パラオキシ安息香酸イ
ソブチル 

 パラオキシ安息香酸イ
ソプロピル 

 パラオキシ安息香酸イ
ソプロピル 

 パラオキシ安息香酸エ
チル 

 パラオキシ安息香酸エ
チル 

 パラオキシ安息香酸ブ
チル 

 パラオキシ安息香酸ブ
チル 

 パラオキシ安息香酸プ
ロピル 

 パラオキシ安息香酸プ
ロピル 

 パラオキシ安息香酸メ
チル 

 パラオキシ安息香酸メ
チル 

  パラオキシ安息香酸ベ
ンジル 

パラオキシ安息香酸ベ
ンジル 

  パラオキシ安息香酸メ
チルナトリウム 

パラオキシ安息香酸メ
チルナトリウム 

 パラクロルフェノール  パラクロルフェノール

パラジメチルアミノ安
息香酸アミル 

 パラジメチルアミノ安
息香酸アミル 

パラジメチルアミノ安
息香酸アミル 

パラジメチルアミノ安
息香酸オクチル 

パラジメチルアミノ安
息香酸2―エチルヘキ
シル 

 パラジメチルアミノ安
息香酸2―エチルヘキ
シル 

  パラヒドロキシアニソ
ール 

パラヒドロキシアニソ
ール 

 パラフィン  パラフィン 

 パラフェノールスルホ
ン酸亜鉛 

 パラフェノールスルホ
ン酸亜鉛 

  パラフェノールスルホ
ン酸ナトリウム(二水
和物) 

パラフェノールスルホ
ン酸ナトリウム(二水
和物) 

 パラメチルアセトフェ
ノン 

 パラメチルアセトフェ
ノン 

パラメトキシケイ皮酸
イソプロピル・ジイソ
プロピルケイ皮酸エス
テル混合物 

 パラメトキシケイ皮酸
イソプロピル・ジイソ
プロピルケイ皮酸エス
テル混合物 

パラメトキシケイ皮酸
イソプロピル・ジイソ
プロピルケイ皮酸エス
テル混合物 

メトキシケイ皮酸オク
チル 

パラメトキシケイ皮酸
2―エチルヘキシル 

 パラメトキシケイ皮酸
2―エチルヘキシル 

  パリエタリアエキス パリエタリアエキス 

 パルミチン酸  パルミチン酸 

 パルミチン酸亜鉛  パルミチン酸亜鉛 

 パルミチン酸アスコル
ビル 

 パルミチン酸アスコル
ビル 

パルミチン酸アミド  パルミチン酸アミド パルミチン酸アミド 

パルミチン酸イソステ
アリル 

 パルミチン酸イソステ
アリル 

パルミチン酸イソステ
アリル 

 パルミチン酸イソプロ  パルミチン酸イソプロ



ピル ピル 

パルミチン酸オクチル  パルミチン酸オクチル パルミチン酸2―エチ
ルヘキシル 

パルミチン酸カリウム  パルミチン酸カリウム パルミチン酸カリウム

パルミチン酸セチル  パルミチン酸セチル パルミチン酸セチル 

パルミチン酸デキスト
リン 

 パルミチン酸デキスト
リン 

パルミチン酸デキスト
リン 

  パルミチン酸ナトリウ
ム 

パルミチン酸ナトリウ
ム 

  パルミチン酸2―ヘキ
シルデシル 

パルミチン酸2―ヘキ
シルデシル 

パルミチン酸ポリエチ
レングリコール 

 パルミチン酸ポリエチ
レングリコール 

パルミチン酸ポリエチ
レングリコール 

パルミチン酸エタノー
ルアミド 

 パルミチン酸モノエタ
ノールアミド 

パルミチン酸モノエタ
ノールアミド 

 パルミチン酸レチノー
ル 

 パルミチン酸レチノー
ル 

パルミトイルアスパラ
ギン酸ジエチル 

 N―パルミトイル―L―
アスパラギン酸ジエチ
ル 

N―パルミトイル―L―
アスパラギン酸ジエチ
ル 

  N―パルミトイルアス
パラギン酸ジトリエタ
ノールアミン液 

N―パルミトイルアス
パラギン酸ジトリエタ
ノールアミン液 

パルミトイルメチルタ
ウリンナトリウム 

 パルミトイルメチルタ
ウリンナトリウム 

パルミトイルメチルタ
ウリンナトリウム 

 バレイショデンプン  バレイショデンプン 

 ハロカルバン  ハロカルバン 

パンクレアチン パンクレアチン  パンクレアチン 

パン酵母処理ヒマシ油  パン酵母処理ヒマシ油 パン酵母処理ヒマシ油

  パンテチン液 パンテチン液 

  D―パンテテイン―S―
スルホン酸カルシウム
液 

D―パンテテイン―S―
スルホン酸カルシウム
液 

  パンテテイン―S―ス
ルホン酸ナトリウム液

パンテテイン―S―ス
ルホン酸ナトリウム液

DL―パントテニルアル
コール 

DL―パントテニルアル
コール 

 DL―パントテニルアル
コール 

 D―パントテニルアル
コール 

 D―パントテニルアル
コール 

パントテニルエチルエ
ーテル 

 パントテニルエチルエ
ーテル 

パントテニルエチルエ
ーテル 

 パントテン酸カルシウ
ム 

 パントテン酸カルシウ
ム 

ヒアルロン酸ナトリウ
ム 

 ヒアルロン酸ナトリウ
ム(1) 

ヒアルロン酸ナトリウ
ム(1) 

ヒアルロン酸ナトリウ
ム(2) 

 ヒアルロン酸ナトリウ
ム(2) 

ヒアルロン酸ナトリウ
ム(2) 

  ヒアルロン酸ナトリウ
ム(3) 

ヒアルロン酸ナトリウ
ム(3) 

ヒアルロン酸ナトリウ  ヒアルロン酸ナトリウ ヒアルロン酸ナトリウ



ム液 ム液 ム液 

 ビオチン  ビオチン 

ヒキオコシエキス  ヒキオコシエキス(1) ヒキオコシエキス(1) 

ヒキオコシエキス  ヒキオコシエキス(2) ヒキオコシエキス(2) 

ビサボロール  ビサボロール ビサボロール 

  非晶型酸化チタン 非晶型酸化チタン 

  ビスコースレーヨン ビスコースレーヨン 

  L―ヒスチジン L―ヒスチジン 

  ビスフェノールA型エ
ポキシ樹脂オレイン酸
エステル 

ビスフェノールA型エ
ポキシ樹脂オレイン酸
エステル 

ビスフェノールA型エ
ポキシ樹脂ステアリン
酸エステル(1) 

 ビスフェノールA型エ
ポキシ樹脂ステアリン
酸エステル(1) 

ビスフェノールA型エ
ポキシ樹脂ステアリン
酸エステル(1) 

  ビスフェノールA型エ
ポキシ樹脂リシノレイ
ン酸エステル 

ビスフェノールA型エ
ポキシ樹脂リシノレイ
ン酸エステル 

 ビタミンA油  ビタミンA油 

  ヒドロアビエチルアル
コール 

ヒドロアビエチルアル
コール 

  N―［2―ヒドロキシ―
3―［3―(ジヒドロキ
シメチルシリル)プロ
ポキシ］プロピル］加
水分解カゼイン 

N―［2―ヒドロキシ―
3―［3―(ジヒドロキ
シメチルシリル)プロ
ポキシ］プロピル］加
水分解カゼイン 

  N―［2―ヒドロキシ―
3―［3―(ジヒドロキ
シメチルシリル)プロ
ポキシ］プロピル］加
水分解コラーゲン 

N―［2―ヒドロキシ―
3―［3―(ジヒドロキ
シメチルシリル)プロ
ポキシ］プロピル］加
水分解コラーゲン 

  N―［2―ヒドロキシ―
3―［3―(ジヒドロキ
シメチルシリル)プロ
ポキシ］プロピル]加
水分解シルク 

N―［2―ヒドロキシ―
3―［3―(ジヒドロキ
シメチルシリル)プロ
ポキシ］プロピル]加
水分解シルク 

 2―(2―ヒドロキシ―5
―メチルフェニル)ベ
ンゾトリアゾール 

 2―(2―ヒドロキシ―5
―メチルフェニル)ベ
ンゾトリアゾール 

ヒドロキシアパタイト  ヒドロキシアパタイト ヒドロキシアパタイト

ヒドロキシエタンジホ
スホン酸 

 ヒドロキシエタンジホ
スホン酸 

ヒドロキシエタンジホ
スホン酸液 

ヒドロキシエタンジホ
スホン酸四ナトリウム 

 ヒドロキシエタンジホ
スホン酸四ナトリウム

ヒドロキシエタンジホ
スホン酸四ナトリウム
液 

 ヒドロキシエチルエチ
レンジアミン三酢酸三
ナトリウム液 

 ヒドロキシエチルエチ
レンジアミン三酢酸三
ナトリウム液 

  ヒドロキシエチルキト
サン液 

ヒドロキシエチルキト
サン液 

  ヒドロキシエチルジフ
ェニルイミダゾリン 

ヒドロキシエチルジフ
ェニルイミダゾリン 



 ヒドロキシエチルセル
ロース 

 ヒドロキシエチルセル
ロース 

  ヒドロキシエチルセル
ロースエチルエーテル

ヒドロキシエチルセル
ロースエチルエーテル

ヒドロキシエチルセル
ロースジメチルジアリ
ルアンモニウムクロリ
ド 

ヒドロキシエチルセル
ロースジメチルジアリ
ルアンモニウムクロリ
ド 

 ヒドロキシエチルセル
ロースジメチルジアリ
ルアンモニウムクロリ
ド 

 ヒドロキシシトロネラ
ール 

 ヒドロキシシトロネラ
ール 

オキシステアリン酸  ヒドロキシステアリン
酸 

ヒドロキシステアリン
酸 

オキシステアリン酸オ
クチル 

 ヒドロキシステアリン
酸2―エチルヘキシル 

ヒドロキシステアリン
酸2―エチルヘキシル 

ヒドロキシステアリン
酸コレステリル 

 ヒドロキシステアリン
酸コレステリル 

ヒドロキシステアリン
酸コレステリル 

  2―(2―ヒドロキシド
デシルメチルアミノ)
エチルリン酸ナトリウ
ム液 

2―(2―ヒドロキシド
デシルメチルアミノ)
エチルリン酸ナトリウ
ム液 

ヒドロキシプロピルキ
トサン液 

 ヒドロキシプロピルキ
トサン液 

ヒドロキシプロピルキ
トサン液 

 ヒドロキシプロピルセ
ルロース 

 ヒドロキシプロピルセ
ルロース 

ヒドロキシプロピルデ
ンプン 

 ヒドロキシプロピルデ
ンプン 

ヒドロキシプロピルデ
ンプン 

ヒドロキシプロピルメ
チルセルロース 

 ヒドロキシプロピルメ
チルセルロース 

ヒドロキシプロピルメ
チルセルロース 

オキシベンゾンスルホ
ン酸 

 ヒドロキシメトキシベ
ンゾフェノンスルホン
酸 

ヒドロキシメトキシベ
ンゾフェノンスルホン
酸 

オキシベンゾンスルホ
ン酸(三水塩) 

 ヒドロキシメトキシベ
ンゾフェノンスルホン
酸(三水塩) 

ヒドロキシメトキシベ
ンゾフェノンスルホン
酸(三水塩) 

ヒドロキシメトキシベ
ンゾフェノンスルホン
酸ナトリウム 

ヒドロキシメトキシベ
ンゾフェノンスルホン
酸ナトリウム 

 ヒドロキシメトキシベ
ンゾフェノンスルホン
酸ナトリウム 

ヒドロキシラノリン  ヒドロキシラノリン ヒドロキシラノリン 

  ビニルアルコール・ビ
ニルアミン共重合体塩
酸塩 

ビニルアルコール・ビ
ニルアミン共重合体塩
酸塩 

ジエチル硫酸ビニルピ
ロリドン・N，N―ジメ
チルアミノエチルメタ
クリル酸共重合体(1) 

 ビニルピロリドン・
N，N―ジメチルアミノ
エチルメタクリル酸共
重合体ジエチル硫酸塩
液 

ビニルピロリドン・
N，N―ジメチルアミノ
エチルメタクリル酸共
重合体ジエチル硫酸塩
液 

ジエチル硫酸ビニルピ
ロリドン・N，N―ジメ
チルアミノエチルメタ
クリル酸共重合体(2) 

  ビニルピロリドン・
N，N―ジメチルアミノ
エチルメタクリル酸共
重合体ジエチル硫酸塩
液 

ビニルピロリドン・ス
チレン共重合体エマル

 ビニルピロリドン・ス
チレン共重合体エマル

ビニルピロリドン・ス
チレン共重合体エマル



ション ション ション 

  ビニルピロリドン・ヘ
キサデセン共重合体 

ビニルピロリドン・ヘ
キサデセン共重合体 

ビニルメチルエーテ
ル・マレイン酸エチル
共重合体液 

 ビニルメチルエーテ
ル・マレイン酸エチル
共重合体液 

ビニルメチルエーテ
ル・マレイン酸エチル
共重合体液 

ビニルメチルエーテ
ル・マレイン酸ブチル
共重合体液 

 ビニルメチルエーテ
ル・マレイン酸ブチル
共重合体液 

ビニルメチルエーテ
ル・マレイン酸ブチル
共重合体液 

  ヒノキ水 ヒノキ水 

 ヒノキチオール  ヒノキチオール 

  ヒノキ末 ヒノキ末 

  ピバリン酸イソステア
リル 

ピバリン酸イソステア
リル 

ピバリン酸イソデシル  ピバリン酸イソデシル ピバリン酸イソデシル

  ピバリン酸2―オクチ
ルドデシル 

ピバリン酸2―オクチ
ルドデシル 

ビフィズス菌エキス  ビフィズス菌エキス ビフィズス菌エキス 

 ヒマシ油  ヒマシ油 

  トリ(ヒマシ油脂肪
酸・オリブ油脂肪酸)
グリセリド 

ヒマシ油・オリブ油エ
ステル交換物 

ヒマシ油脂肪酸ナトリ
ウム液(30％) 

 ヒマシ油脂肪酸ナトリ
ウム液(30％) 

ヒマシ油脂肪酸ナトリ
ウム液 

ヒマシ油脂肪酸ポリプ
ロピレングリコール
(5.5P．O．) 

 ヒマシ油脂肪酸ポリプ
ロピレングリコール
(5.5P．O．) 

ヒマシ油脂肪酸ポリプ
ロピレングリコール
(5.5P．O．) 

ヒマシ油脂肪酸メチル  ヒマシ油脂肪酸メチル ヒマシ油脂肪酸メチル

  ヒマラヤヒラタケ培養
液 

ヒマラヤヒラタケ培養
液 

ヒマワリ油粕  ヒマワリ油粕 ヒマワリ油粕 

ヒマワリ油  ヒマワリ油(1) ヒマワリ油(1) 

  ヒマワリ油(2) ヒマワリ油(2) 

  ビャクダンエキス ビャクダンエキス 

 氷酢酸  氷酢酸 

  ピリチオン亜鉛 ピリチオン亜鉛 

ジンクピリチオン液 ピリチオン亜鉛水性懸
濁液 

 ピリチオン亜鉛水性懸
濁液 

ピリドキシン  ピリドキシン ピリドキシン 

  微粒子酸化チタン 微粒子酸化チタン 

  微粒子ベンガラ 微粒子ベンガラ 

 ピロ亜硫酸ナトリウム  ピロ亜硫酸ナトリウム

ピログルタミン酸イソ
ステアリン酸ポリオキ
シエチレングリセリル 

 ピログルタミン酸イソ
ステアリン酸ポリオキ
シエチレングリセリル

ピログルタミン酸イソ
ステアリン酸ポリオキ
シエチレングリセリル

ピログルタミン酸イソ
ステアリン酸ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ
油 

 ピログルタミン酸イソ
ステアリン酸ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ
油 

ピログルタミン酸イソ
ステアリン酸ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ
油 



ピログルタミン酸オレ
イン酸グリセリル 

 ピログルタミン酸オレ
イン酸グリセリル 

ピログルタミン酸オレ
イン酸グリセリル 

  L―ピロリドンカルボ
ン酸 

L―ピロリドンカルボ
ン酸 

 dl―ピロリドンカルボ
ン酸 

 DL―ピロリドンカルボ
ン酸 

dl―ピロリドンカルボ
ン酸エチル 

 dl―ピロリドンカルボ
ン酸エチル 

dl―ピロリドンカルボ
ン酸エチル 

  dl―ピロリドンカルボ
ン酸カリウム 

dl―ピロリドンカルボ
ン酸カリウム 

DL―ピロリドンカルボ
ン酸トリエタノールア
ミン 

 DL―ピロリドンカルボ
ン酸トリエタノールア
ミン 

DL―ピロリドンカルボ
ン酸トリエタノールア
ミン 

DL―ピロリドンカルボ
ン酸ナトリウム・アラ
ントイン 

 DL―ピロリドンカルボ
ン酸ナトリウム・アラ
ントイン 

DL―ピロリドンカルボ
ン酸ナトリウム・アラ
ントイン 

 dl―ピロリドンカルボ
ン酸ナトリウム液 

 DL―ピロリドンカルボ
ン酸ナトリウム液 

  L―ピロリドンカルボ
ン酸ラウリル 

L―ピロリドンカルボ
ン酸ラウリル 

  ピロリン酸カルシウム ピロリン酸カルシウム

 ピロリン酸ナトリウム  ピロリン酸ナトリウム

ビワ葉エキス  ビワ葉エキス ビワ葉エキス 

フィチン酸  フィチン酸 フィチン酸 

 フィトステロール  フィトステロール 

 フェニルエチルアルコ
ール 

 フェニルエチルアルコ
ール 

 フェノール  フェノール 

  フェノキシイソプロパ
ノール 

フェノキシイソプロパ
ノール 

フェノキシエタノール フェノキシエタノール  フェノキシエタノール

水溶性フキタンポポエ
キス 

 フキタンポポエキス フキタンポポエキス 

  ブクリョウエキス ブクリョウエキス 

ブタジエン・アクリロ
ニトリル共重合体 

 ブタジエン・アクリロ
ニトリル共重合体 

ブタジエン・アクリロ
ニトリル共重合体 

 ブタノール  ブタノール 

 フタル酸ジエチル  フタル酸ジエチル 

フタル酸ジブチル  フタル酸ジブチル フタル酸ジブチル 

フタル酸ジメチル  フタル酸ジメチル フタル酸ジメチル 

 ブチルヒドロキシアニ
ソール 

 ブチルヒドロキシアニ
ソール 

4―tert―ブチル―4’
―メトキシジベンゾイ
ルメタン 

4―tert―ブチル―4’
―メトキシジベンゾイ
ルメタン 

 4―tert―ブチル―4’
―メトキシジベンゾイ
ルメタン 

 1，3―ブチレングリコ
ール 

 1，3―ブチレングリコ
ール 

ブッチャーブルームエ
キス 

 ブッチャーブルームエ
キス 

ブッチャーブルームエ
キス 



  ブッチャーブルームエ
キス(2) 

ブッチャーブルームエ
キス(2) 

  ブドウエキス ブドウエキス 

ブドウ油  ブドウ種子油 ブドウ種子油 

  ブドウ水 ブドウ水 

 ブドウ糖  ブドウ糖 

  ブドウ葉エキス ブドウ葉エキス 

  ブナエキス ブナエキス 

フノリ粉   フノリ粉 

  部分加水分解キチン 部分加水分解キチン 

  部分水素添加アビエチ
ン酸メチル 

部分水素添加アビエチ
ン酸メチル 

  水素添加アビエチン酸
メチル 

部分水素添加アビエチ
ン酸メチル 

  部分水素添加エゴマ油 部分水素添加エゴマ油

  部分水素添加牛脂脂肪
酸 

部分水素添加牛脂脂肪
酸 

部分水素添加スクワレ
ン 

 部分水素添加スクワレ
ン 

部分水素添加スクワレ
ン 

  部分水素添加パーム油
脂肪酸 

部分水素添加パーム油
脂肪酸 

  部分水素添加馬油 部分水素添加馬油 

  部分水素添加ホホバ油 部分水素添加ホホバ油

  部分中和型ポリオキシ
エチレンオレイルエー
テルリン酸ナトリウム

部分中和型ポリオキシ
エチレンオレイルエー
テルリン酸ナトリウム

  部分中和型ポリオキシ
エチレンラウリルエー
テルリン酸ナトリウム

部分中和型ポリオキシ
エチレンラウリルエー
テルリン酸ナトリウム

フマル酸  フマル酸 フマル酸 

  フマル酸ジアルキル
(12～15) 

フマル酸ジアルキル
(12～15) 

プラセンタエキス(1)  プラセンタエキス(1) プラセンタエキス(1) 

水溶性プラセンタエキ
ス 

  プラセンタエキス(1) 

プラセンタエキス(2)  プラセンタエキス(2) プラセンタエキス(2) 

水溶性プラセンタエキ
ス 

  プラセンタエキス(2) 

  フラビンアデニンジヌ
クレオチド二ナトリウ
ム二水塩 

フラビンアデニンジヌ
クレオチド二ナトリウ
ム二水塩 

プリスタン  プリスタン プリスタン 

  プルーンエキス プルーンエキス 

プルーンエキス  プルーン酵素分解物 プルーン酵素分解物 

トリグルコ多糖  プルラン プルラン 

  プロテアーゼ(1) プロテアーゼ(1) 

  プロテアーゼ(2) プロテアーゼ(2) 

プロパノール  プロパノール プロパノール 



  プロパン プロパン 

  プロピオン酸アラキル プロピオン酸アラキル

  プロピオン酸ポリオキ
シプロピレンミリスチ
ルエーテル(2P．O．) 

プロピオン酸ポリオキ
シプロピレンミリスチ
ルエーテル(2P．O．) 

 プロピレングリコール  プロピレングリコール

L―プロリン  L―プロリン L―プロリン 

  ヘーゼルナッツ油 ヘーゼルナッツ油 

  ヘイフラワーエキス ヘイフラワーエキス 

  ヘキサオキシステアリ
ン酸ジペンタエリトリ
ット 

ヘキサオキシステアリ
ン酸ジペンタエリトリ
ット 

 ヘキサクロロフェン  ヘキサクロロフェン 

 ヘキサステアリン酸ポ
リオキシエチレンソル
ビット 

 ヘキサステアリン酸ポ
リオキシエチレンソル
ビット 

  N―(ヘキサデシロキシ
ヒドロキシプロピル)
―N―ヒドロキシエチ
ルデカナミド 

N―(ヘキサデシロキシ
ヒドロキシプロピル)
―N―ヒドロキシエチ
ルデカナミド 

  N―(ヘキサデシロキシ
ヒドロキシプロピル)
―N―ヒドロキシエチ
ルヘキサデカナミド 

N―(ヘキサデシロキシ
ヒドロキシプロピル)
―N―ヒドロキシエチ
ルヘキサデカナミド 

 ヘキシルデカノール  ヘキシルデカノール 

  (2―ヘキシルデカン
酸・セバシン酸)ジグ
リセリルオリゴエステ
ル 

(2―ヘキシルデカン
酸・セバシン酸)ジグ
リセリルオリゴエステ
ル 

  2―ヘキシルデシルリ
ン酸アルギニン 

2―ヘキシルデシルリ
ン酸アルギニン 

 ヘキシレングリコール  ヘキシレングリコール

ペクチン  ペクチン ペクチン 

  ヘクトライト ヘクトライト 

ヘチマエキス  ヘチマエキス(1) ヘチマエキス(1) 

  ヘチマエキス(2) ヘチマエキス(2) 

ヘチマ水  ヘチマ水 ヘチマ水 

ヘチマ末  ヘチマ末 ヘチマ末 

ベニバナ赤  ベニバナ赤 ベニバナ赤 

ベニバナ赤処理セルロ
ースパウダー 

 ベニバナ赤処理セルロ
ースパウダー 

ベニバナ赤処理セルロ
ースパウダー 

  ベニバナエキス(1) ベニバナエキス(1) 

  ベニバナエキス(2) ベニバナエキス(2) 

   ベニバナエキス(3) 

ベニバナ黄  ベニバナ黄 ベニバナ黄 

  ヘプタステアリン酸ポ
リグリセリル 

ヘプタステアリン酸ポ
リグリセリル 

ビス(ステアリルーN―
ヒドロキシエチルイミ

 2―ヘプタデシル―N―
ヒドロキシエチル―N

2―ヘプタデシル―N―
ヒドロキシエチル―N



ダゾリン)クロル酢酸
錯体 

―カルボキシラートメ
チルイミダゾリニウム
クロライド・2―ヘプ
タデシル―N，N―ビス
ヒドロキシエチルイミ
ダゾリニウム塩 

―カルボキシラートメ
チルイミダゾリニウム
クロライド・2―ヘプ
タデシル―N，N―ビス
ヒドロキシエチルイミ
ダゾリニウム塩 

  ヘプタン酸ステアリル ヘプタン酸ステアリル

 ベヘニルアルコール  ベヘニルアルコール 

  ベヘニルジメチルアミ
ンオキシド液 

ベヘニルジメチルアミ
ンオキシド液 

 ベヘニン酸  ベヘニン酸 

  ベヘニン酸エイコサニ
ル 

ベヘニン酸エイコサニ
ル 

  ベヘン酸グリセリル ベヘン酸グリセリル 

  ペラルゴン酸オクチル ペラルゴン酸2―エチ
ルヘキシル 

 ベンガラ  ベンガラ 

  ベンガラ・カルミン被
覆雲母チタン 

ベンガラ・カルミン被
覆雲母チタン 

  ベンガラ・黒酸化鉄・
コンジョウ被覆雲母チ
タン 

ベンガラ・黒酸化鉄・
コンジョウ被覆雲母チ
タン 

  ベンガラ・黒酸化鉄被
覆雲母チタン 

ベンガラ・黒酸化鉄被
覆雲母チタン 

  ベンガラ・コンジョウ
被覆雲母チタン 

ベンガラ・コンジョウ
被覆雲母チタン 

  ベンガラ被覆雲母 ベンガラ被覆雲母 

  ベンガラ被覆雲母チタ
ン 

ベンガラ被覆雲母チタ
ン 

 ベンジルアルコール  ベンジルアルコール 

  ベンジルオキシエタノ
ール 

ベンジルオキシエタノ
ール 

  ベンジルジメチルステ
アリルアンモニウムヘ
クトライト 

ベンジルジメチルステ
アリルアンモニウムヘ
クトライト 

ペンタオクタン酸ジグ
リセロールソルビタン 

 ペンタオクタン酸ジグ
リセロールソルビタン

ペンタ2―エチルヘキ
サン酸ジグリセロール
ソルビタン 

  ペンタイソステアリン
酸ポリグリセリル 

ペンタイソステアリン
酸ポリグリセリル 

  ペンタエリスチルクエ
ン酸高級脂肪酸エステ
ル・ミツロウ・ノニオ
ン乳化剤混合物 

ペンタエリトリトール
クエン酸高級脂肪酸エ
ステル・ミツロウ・ノ
ニオン乳化剤混合物 

  ペンタオレイン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
ット 

ペンタオレイン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
ット 

  ペンタオレイン酸ポリ
グリセリル 

ペンタオレイン酸ポリ
グリセリル 

  ペンタステアリン酸デ
カグリセリル 

ペンタステアリン酸デ
カグリセリル 



  γ―ペンタデカラクト
ン 

γ―ペンタデカラクト
ン 

  n―ペンタン n―ペンタン 

  1，2―ペンタンジオー
ル 

1，2―ペンタンジオー
ル 

 ベントナイト  ベントナイト 

 ホウ砂  ホウ砂 

  飽和脂肪酸グリセリル 飽和脂肪酸グリセリル

  飽和脂肪酸セチル 飽和脂肪酸セチル 

  ホエイ(1) ホエイ(1) 

乳酸菌発酵液  ホエイ(2) ホエイ(2) 

  ホエイ(3) ホエイ(3) 

  ホエイ末 ホエイ末 

  ボダイジュ水 ボダイジュ水 

ボタンエキス  ボタンエキス ボタンエキス 

没食子酸オクチル  没食子酸オクチル 没食子酸オクチル 

 没食子酸プロピル  没食子酸プロピル 

ホップエキス  ホップエキス ホップエキス 

  ホップ末 ホップ末 

ホホバアルコール  ホホバアルコール ホホバアルコール 

ホホバ油  ホホバ油 ホホバ油 

ジメチルシロキサン・
メチル(ポリオキシエ
チレン)シロキサン・
メチル(ポリオキシプ
ロピレン)シロキサン
共重合体 

 ポリ(オキシエチレ
ン・オキシプロピレ
ン)メチルポリシロキ
サン共重合体 

ポリ(オキシエチレ
ン・オキシプロピレ
ン)メチルポリシロキ
サン共重合体 

  ポリ(オキンエチレ
ン・オキシプロピレ
ン)・ブチレン・メチ
ルポリシロキサン共重
合体 

ポリ(オキンエチレ
ン・オキシプロピレ
ン)・ブチレン・メチ
ルポリシロキサン共重
合体 

ポリアクリル酸  ポリアクリル酸 ポリアクリル酸 

ポリアクリル酸アミド  ポリアクリル酸アミド ポリアクリル酸アミド

ポリメタクリル酸メチ
ル 

 ポリアクリル酸アルキ
ル 

ポリアクリル酸アルキ
ル 

  ポリアクリル酸アルキ
ル液 

ポリアクリル酸アルキ
ル液 

ポリアクリル酸エチル
エマルジョン(2) 

 ポリアクリル酸アルキ
ルエマルション 

ポリアクリル酸アルキ
ルエマルション 

  ポリアクリル酸液 ポリアクリル酸液 

  ポリアクリル酸エチル
エマルション 

ポリアクリル酸エチル
エマルション 

  ポリアクリル酸エマル
ション(1) 

ポリアクリル酸エマル
ション(1) 

  ポリアクリル酸エマル
ション(2) 

ポリアクリル酸エマル
ション(2) 

  ポリアクリル酸塩 ポリアクリル酸塩 



 ポリアクリル酸ナトリ
ウム 

 ポリアクリル酸ナトリ
ウム 

  ポリアクリル酸ブチル
エマルション 

ポリアクリル酸ブチル
エマルション 

  ポリアスパラギン酸ナ
トリウム液 

ポリアスパラギン酸ナ
トリウム液 

ポリアミドエピクロル
ヒドリン樹脂 

 ポリアミドエピクロル
ヒドリン樹脂 

ポリアミドエピクロル
ヒドリン樹脂 

ポリアミドエピクロル
ヒドリン樹脂液(1) 

 ポリアミドエピクロル
ヒドリン樹脂液(1) 

ポリアミドエピクロル
ヒドリン樹脂液(1) 

ポリアミドエピクロル
ヒドリン樹脂液(2) 

 ポリアミドエピクロル
ヒドリン樹脂液(2) 

ポリアミドエピクロル
ヒドリン樹脂液(2) 

  ポリイソプレン ポリイソプレン 

ポリエチレンイミン  ポリエチレンイミン ポリエチレンイミン液

 ポリエチレングリコー
ル1000 

 ポリエチレングリコー
ル1000 

ポリエチレングリコー
ル11000 

 ポリエチレングリコー
ル11000 

ポリエチレングリコー
ル11000 

 ポリエチレングリコー
ル1500 

 ポリエチレングリコー
ル1500 

ポリエチレングリコー
ル1540 

 ポリエチレングリコー
ル1540 

ポリエチレングリコー
ル1540 

 ポリエチレングリコー
ル200 

 ポリエチレングリコー
ル200 

  ポリエチレングリコー
ル2000 

ポリエチレングリコー
ル2000 

 ポリエチレングリコー
ル20000 

 ポリエチレングリコー
ル20000 

 ポリエチレングリコー
ル300 

 ポリエチレングリコー
ル300 

 ポリエチレングリコー
ル400 

 ポリエチレングリコー
ル400 

 ポリエチレングリコー
ル4000 

 ポリエチレングリコー
ル4000 

 ポリエチレングリコー
ル600 

 ポリエチレングリコー
ル600 

 ポリエチレングリコー
ル6000 

 ポリエチレングリコー
ル6000 

ポリエチレングリコー
ル・エピクロルヒドリ
ン・牛脂アルキルアミ
ン・ジプロピレントリ
アミン縮合物 

 ポリエチレングリコー
ル・エピクロルヒドリ
ン・牛脂アルキルアミ
ン・ジプロピレントリ
アミン縮合物 

ポリエチレングリコー
ル・エピクロルヒドリ
ン・牛脂アルキルアミ
ン・ジプロピレントリ
アミン縮合物 

ポリエチレングリコー
ル・エピクロルヒドリ
ン・ヤシ油アルキルア
ミン・ジプロピレント
リアミン縮合物 

 ポリエチレングリコー
ル・エピクロルヒドリ
ン・ヤシ油アルキルア
ミン・ジプロピレント
リアミン縮合物 

ポリエチレングリコー
ル・エピクロルヒドリ
ン・ヤシ油アルキルア
ミン・ジプロピレント
リアミン液 

ポリエチレンテレフタ
レート・アルミニウ
ム・エポキシ積層末 

 ポリエチレンテレフタ
レート・アルミニウ
ム・エポキシ積層末 

ポリエチレンテレフタ
レート・アルミニウ
ム・エポキシ積層末 



  ポリエチレンテレフタ
レート・金積層末 

ポリエチレンテレフタ
レート・金積層末 

  ポリエチレンテレフタ
レート・ポリオレフィ
ン積層フィルム末 

ポリエチレンテレフタ
レート・ポリオレフィ
ン積層フィルム末 

ポリエチレンテレフタ
レート・ポリメチルメ
タクリレート積層フィ
ルム末 

 ポリエチレンテレフタ
レート・ポリメチルメ
タクリレート積層フィ
ルム末 

ポリエチレンテレフタ
レート・ポリメチルメ
タクリレート積層フィ
ルム末 

ポリエチレン・ポリエ
ステル積層末 

 ポリエチレン・ポリエ
ステル積層末 

ポリエチレン・ポリエ
ステル積層末 

ポリエチレン・ポリエ
チレンテレフタレート
積層末 

 ポリエチレン・ポリエ
チレンテレフタレート
積層末 

ポリエチレン・ポリエ
チレンテレフタレート
積層末 

 ポリエチレン末  ポリエチレン末 

ポリエチレンワックス  ポリエチレンワックス ポリエチレンワックス

ポリ塩化ジメチルメチ
レンピペリジニウム液 

 ポリ塩化ジメチルメチ
レンピペリジニウム液

ポリ塩化ジメチルメチ
レンピペリジニウム液

 ポリオキシエチレン
(25)ポリオキシプロピ
レングリコール(30) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(25E．O．)
(30P．O．) 

ポリオキシエチレン
(5)ヤシ油脂肪酸モノ
エタノールアミドリン
酸エステル 

 ポリオキシエチレン
(5)ヤシ油脂肪酸モノ
エタノールアミドリン
酸エステル 

ポリオキシエチレン
(5)ヤシ油脂肪酸モノ
エタノールアミドリン
酸エステル 

ポリオキシエチレン
(アルキロール・ラノ
リンアルコール)エー
テル(16E．O．) 

 ポリオキシエチレン
(アルキロール・ラノ
リンアルコール)エー
テル(16E．O．) 

ポリオキシエチレン
(アルキロール・ラノ
リンアルコール)エー
テル(16E．O．) 

  ポリオキシエチレン―
sec―アルキル(14)エ
ーテル 

ポリオキシエチレン―
sec―アルキル(14)エ
ーテル 

ポリオキシエチレンア
セチル化ラノリン
(7E．O．) 

  ポリオキシエチレンア
セチル化ラノリン
(7E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ラキルエーテル(20E．
O．) 

 ポリオキシエチレンア
ラキルエーテル(20E．
O．) 

ポリオキシエチレンア
ラキルエーテル(20E．
O．) 

  ポリオキシエチレンア
ラキルエーテル・ステ
アリルアルコール混合
物 

ポリオキシエチレンア
ラキルエーテル・ステ
アリルアルコール混合
物 

ポリオキシエチレンア
ルキル(11，13，15)エ
ーテル硫酸トリエタノ
ールアミン(1E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(11，13，15)エ
ーテル硫酸トリエタノ
ールアミン(1E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(11，13，15)エ
ーテル硫酸トリエタノ
ールアミン(1E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(11，13，15)エ
ーテル硫酸ナトリウム
(1E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(11，13，15)エ
ーテル硫酸ナトリウム
(1E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(11，13，15)エ
ーテル硫酸ナトリウム
(1E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(11～15)エーテ
ル硫酸ナトリウム

 ポリオキシエチレンア
ルキル(11～15)エーテ
ル硫酸ナトリウム

ポリオキシエチレンア
ルキル(11～15)エーテ
ル硫酸ナトリウム



(3E．O．) (3E．O．) (3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル(10E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル(10E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル(10E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸ジエタノールア
ミン(3E．O．)液 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸ジエタノールア
ミン(3E．O．)液 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸ジエタノールア
ミン(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸トリエタノール
アミン(3E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸トリエタノール
アミン(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸トリエタノール
アミン(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸トリエタノール
アミン・ナトリウム
(3E．O．)，アルキル
(12，13)硫酸ナトリウ
ム混合物液 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸トリエタノール
アミン・ナトリウム
(3E．O．)，アルキル
(12，13)硫酸ナトリウ
ム混合物液 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸トリエタノール
アミン・ナトリウム
(3E．O．)，アルキル
(12，13)硫酸ナトリウ
ム混合物液 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(2E．O．)液 

  ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(2E．O．)液 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(3E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ルリン酸(10E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ルリン酸(10E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12，13)エーテ
ルリン酸(10E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル(7E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル(7E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル 

  ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル(12E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル(12E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル(12E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル(3E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(3E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)スルホ
コハク酸二ナトリウム
液(7E.O.) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)スルホ
コハク酸二ナトリウム
液 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～14)スルホ
コハク酸二ナトリウム
液 

  ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ル酢酸プロピル 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ル酢酸プロピル 

  ポリオキシエチレンア ポリオキシエチレンア



ルキル(12～15)エーテ
ル酢酸ヘキサデシル 

ルキル(12～15)エーテ
ル酢酸ヘキサデシル 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(3E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(3E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキルエーテル硫酸ナ
トリウム(3E.O.)液 

  ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ル硫酸ナトリウム
(3E．O．) 

  ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ルリン酸 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ルリン酸 

  ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ルリン酸(2E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ルリン酸 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ルリン酸(10E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ルリン酸(10E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ルリン酸(10E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ルリン酸(8E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ルリン酸(8E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～15)エーテ
ルリン酸(8E．O．) 

  ポリオキシエチレンア
ルキル(12～16)エーテ
ルリン酸 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～16)エーテ
ルリン酸 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～16)エーテ
ルリン酸(6E．O．) 

 ポリオキシエチレンア
ルキル(12～16)エーテ
ルリン酸(6E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキル(12～16)エーテ
ルリン酸(6E．O．) 

ポリオキシエチレンア
ルキルエーテル硫酸ト
リエタノールアミン
(3E．O．)液 

 ポリオキシエチレンア
ルキルエーテル硫酸ト
リエタノールアミン
(3E．O．)液 

ポリオキシエチレンア
ルキルエーテル硫酸ト
リエタノールアミン
(3E．O．)液 

 ポリオキシエチレンア
ルキルフェニルエーテ
ルリン酸 

 ポリオキシエチレンア
ルキルフェニルエーテ
ルリン酸 

 ポリオキシエチレンア
ルキルフェニルエーテ
ルリン酸トリエタノー
ルアミン 

 ポリオキシエチレンア
ルキルフェニルエーテ
ルリン酸トリエタノー
ルアミン 

 ポリオキシエチレンア
ルキルフェニルエーテ
ルリン酸ナトリウム 

 ポリオキシエチレンア
ルキルフェニルエーテ
ルリン酸ナトリウム 

  ポリオキシエチレンア
ルモンド油 

ポリオキシエチレンア
ルモンド油 

ポリオキシエチレンイ
ソステアリルエーテル
(2E.O.) 

 ポリオキシエチレンイ
ソステアリルエーテル

ポリオキシエチレンイ
ソステアリルエーテル

ポリオキシエチレンイ
ソステアリルエーテル
(10E.O.) 

  ポリオキシエチレンイ
ソステアリルエーテル

ポリオキシエチレンイ
ソステアリルエーテル
(20E.O.) 

  ポリオキシエチレンイ
ソステアリルエーテル

ポリオキシエチレン液  ポリオキシエチレン液 ポリオキシエチレン液



状ラノリン(75E．O．) 状ラノリン(75E．O．) 状ラノリン(75E．O．)

  ポリオキシエチレンオ
クチルエーテルリン酸

ポリオキシエチレンオ
クチルエーテルリン酸

ポリオキシエチレンオ
クチルドデシルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンオ
クチルドデシルエーテ
ル 

ポリオキシエチレンオ
クチルドデシルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンオ
クチルフェニルエーテ
ル 

 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
ル硫酸ナトリウム液 

 ポリオキシエチレンオ
クチルフェニルエーテ
ル硫酸ナトリウム液 

ポリオキシエチレンオ
クチルフェニルエーテ
ル硫酸ナトリウム液 

ポリオキシエチレンオ
レイルアミン(5E．
O．) 

 ポリオキシエチレンオ
レイルアミン 

ポリオキシエチレンオ
レイルアミン 

 ポリオキシエチレンオ
レイルエーテル 

 ポリオキシエチレンオ
レイルエーテル 

 ポリオキシエチレンオ
レイルエーテルリン酸

 ポリオキシエチレンオ
レイルエーテルリン酸

ポリオキシエチレンオ
レイルエーテルリン酸
ジエタノールアミン 

 ポリオキシエチレンオ
レイルエーテルリン酸
ジエタノールアミン 

ポリオキシエチレンオ
レイルエーテルリン酸
ジエタノールアミン 

 ポリオキシエチレンオ
レイルエーテルリン酸
ナトリウム 

 ポリオキシエチレンオ
レイルエーテルリン酸
ナトリウム 

ポリオキシエチレンオ
レイルセチルエーテル 

 ポリオキシエチレンオ
レイルセチルエーテル

ポリオキシエチレンオ
レイルセチルエーテル

ポリオキシエチレンオ
レイン酸グリセリル 

 ポリオキシエチレンオ
レイン酸グリセリル 

ポリオキシエチレンオ
レイン酸グリセリル 

ポリオキシエチレン
(6E．O．)カプリル／
カプリン酸グリセリン 

 ポリオキシエチレン
(カプリル／カプリン
酸)グリセリル 

ポリオキシエチレン
(カプリル／カプリン
酸)グリセリル 

  ポリオキシエチレンカ
プリル酸グリセリン 

ポリオキシエチレンカ
プリル酸グリセリル 

ポリオキシエチレン・
還元ラノリン 

 ポリオキシエチレン・
還元ラノリン 

ポリオキシエチレン還
元ラノリン 

ポリオキシエチレン牛
脂アルキルジエタノー
ルアミン(2E．O．) 

 ポリオキシエチレン牛
脂アルキルジエタノー
ルアミン(2E．O．) 

ポリオキシエチレン牛
脂アルキルジエタノー
ルアミン(2E．O．) 

  ポリオキシエチレン牛
脂脂肪酸グリセリル 

ポリオキシエチレン牛
脂脂肪酸グリセリル 

牛脂脂肪酸ポリオキシ
エチレングリセリル
(82E．O．)液 

 ポリオキシエチレン牛
脂脂肪酸グリセリル液

ポリオキシエチレン牛
脂脂肪酸グリセリル液

ポリオキシエチレング
リセリン(26E．O．) 

 ポリオキシエチレング
リセリン(26E．O．) 

ポリオキシエチレング
リセリン(26E．O．) 

 ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油 

 ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油 

ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油コハク酸
(50E．O．) 

 ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油コハク酸
(50E．O．) 

ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油コハク酸
(50E．O．) 

ポリオキシエチレンコ  ポリオキシエチレンコ ポリオキシエチレンコ



レスタノールエーテル レスタノールエーテル レスタノールエーテル

ポリオキシエチレンコ
レステリルエーテル 

 ポリオキシエチレンコ
レステリルエーテル 

ポリオキシエチレンコ
レステリルエーテル 

ポリオキシエチレンジ
エタノールアミンラウ
リン酸エステル(4E．
O．) 

 ポリオキシエチレンジ
エタノールアミンラウ
リン酸エステル(4E．
O．) 

ポリオキシエチレンジ
エタノールアミンラウ
リン酸エステル(4E．
O．) 

ポリオキシエチレンジ
オレイン酸メチルグル
コシド(120E.O.) 

 ポリオキシエチレンジ
オレイン酸メチルグル
コシド 

ポリオキシエチレンジ
オレイン酸メチルグル
コシド 

ポリオキシエチレンジ
ノニルフェニルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンジ
ノニルフェニルエーテ
ル 

ポリオキシエチレンジ
ノニルフェニルエーテ
ル 

  ポリオキシエチレンス
テアリルアミン 

ポリオキシエチレンス
テアリルアミン 

 ポリオキシエチレンス
テアリルエーテル 

 ポリオキシエチレンス
テアリルエーテル 

 ポリオキシエチレンス
テアリルエーテルリン
酸 

 ポリオキシエチレンス
テアリルエーテルリン
酸 

 ポリオキシエチレンス
テアリン酸アミド 

 ポリオキシエチレンス
テアリン酸アミド 

  ポリオキシエチレンス
ルホコハク酸β―シト
ステリル二ナトリウム
液 

ポリオキシエチレンス
ルホコハク酸β―シト
ステリル二ナトリウム
液 

ポリオキシエチレンス
ルホコハク酸ラウリル
二ナトリウム 

 ポリオキシエチレンス
ルホコハク酸ラウリル
二ナトリウム 

ポリオキシエチレンス
ルホコハク酸ラウリル
二ナトリウム液 

セスキステアリン酸ポ
リオキシエチレンメチ
ルグルコシド 

 ポリオキシエチレンセ
スキステアリン酸メチ
ルグルコシド 

ポリオキシエチレンセ
スキステアリン酸メチ
ルグルコシド 

 ポリオキシエチレンセ
チルエーテル 

 ポリオキシエチレンセ
チルエーテル 

 ポリオキシエチレンセ
チルエーテルリン酸 

 ポリオキシエチレンセ
チルエーテルリン酸 

 ポリオキシエチレンセ
チルエーテルリン酸ナ
トリウム 

 ポリオキシエチレンセ
チルエーテルリン酸ナ
トリウム 

ポリオキシエチレンセ
チルステアリルジエー
テル 

 ポリオキシエチレンセ
チルステアリルジエー
テル 

ポリオキシエチレンセ
チルステアリルジエー
テル 

ポリオキシエチレンセ
トステアリルエーテル 

 ポリオキシエチレンセ
トステアリルエーテル

ポリオキシエチレンセ
トステアリルエーテル

  ポリオキシエチレンセ
トステアリルヒドロキ
シミリスチレンエーテ
ル 

ポリオキシエチレンセ
トステアリルヒドロキ
シミリスチレンエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンソ
ルビットミツロウ 

 ポリオキシエチレンソ
ルビットミツロウ 

ポリオキシエチレンソ
ルビトールラノリン
(40E．O．) 

 ポリオキシエチレンソ
ルビトールラノリン
(40E．O．) 

ポリオキシエチレンソ
ルビトールラノリン
(40E．O．) 



ポリオキシエチレン大
豆油脂肪酸アミン
(5E．O．) 

  ポリオキシエチレン大
豆油脂肪酸アミン
(5E．O．) 

ポリオキシエチレンド
デシルフェニルエーテ
ル(2E．O．) 

  ポリオキシエチレンド
デシルフェニルエーテ
ル 

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ト
リデシルエーテル 

ポリオキシエチレント
リデシルエーテル 

カルボキシル化ポリオ
キシエチレントリデシ
ルエーテル 

 ポリオキシエチレント
リデシルエーテル酢酸

ポリオキシエチレント
リデシルエーテル酢酸

カルボキシル化ポリオ
キシエチレントリデシ
ルエーテルナトリウム
塩(3E．O．) 

 ポリオキシエチレント
リデシルエーテル酢酸
ナトリウム 

ポリオキシエチレント
リデシルエーテル酢酸
ナトリウム 

 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

ポリオキシエチレンノ
ニルフェニルエーテル
硫酸アンモニウム
(4E．O．) 

  ポリオキシエチレンノ
ニルフェニルエーテル
硫酸アンモニウム
(4E．O．)液 

  ポリオキシエチレンノ
ニルフェニルエーテル
硫酸ナトリウム液 

ポリオキシエチレンノ
ニルフェニルエーテル
硫酸ナトリウム液 

 ポリオキシエチレンヒ
マシ油 

 ポリオキシエチレンヒ
マシ油 

  ポリオキシエチレンフ
ィトスタノール 

ポリオキシエチレンフ
ィトスタノール 

ポリオキシエチレンフ
ィトステロール 

 ポリオキシエチレンフ
ィトステロール 

ポリオキシエチレンフ
ィトステロール 

ポリオキシエチレンブ
チルエーテル 

 ポリオキシエチレンブ
チルエーテル 

ポリオキシエチレンブ
チルエーテル 

  ポリオキシエチレンイ
ソセチルエーテル 

ポリオキシエチレン2
―ヘキシルデシルエー
テル 

ポリオキシエチレンイ
ソセチルエーテル
(20E.O.) 

 ポリオキシエチレンイ
ソセチルエーテル
(20E.O.) 

ポリオキシエチレン2
―ヘキシルデシルエー
テル 

ポリオキシエチレンイ
ソセチルエーテル
(30E.O.) 

 ポリオキシエチレンイ
ソセチルエーテル
(30E.O.) 

ポリオキシエチレン2
―ヘキシルデシルエー
テル 

ポリオキシエチレンベ
ヘニルエーテル 

 ポリオキシエチレンベ
ヘニルエーテル 

ポリオキシエチレンベ
ヘニルエーテル 

  ポリオキシエチレン飽
和脂肪酸(10～18)グリ
セリド 

ポリオキシエチレン飽
和脂肪酸(10～18)グリ
セリル 

 ポリオキシエチレン
(10)ポリオキシプロピ
レングリコール(2) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(10E．O．)
(2P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(10)ポリオキシプロピ
レングリコール(30) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(10E．O．)



(30P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(10)ポリオキシプロピ
レングリコール(65) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(10E．O．)
(65P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(10)ポリオキシプロピ
レングリコール(70) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(10E．O．)
(70P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(12)ポリオキシプロピ
レングリコール(35) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(12E．O．)
(35P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(16)ポリオキシプロピ
レングリコール(17) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(16E．O．)
(17P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(1)ポリオキシプロピ
レングリコール(2) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(1E．O．)
(2E．O．) 

 ポリオキシエチレン
(20)ポリオキシプロピ
レングリコール(20) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(20E．O．)
(20P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(20)ポリオキシプロピ
レングリコール(65) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(20E．O．)
(65P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(23)ポリオキシプロピ
レングリコール(17) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(23E．O．)
(17P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(4)ポリオキシプロピ
レングリコール(2) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(4E．O．)
(2P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(5)ポリオキシプロピ
レングリコール(30) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(5E．O．)
(30P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(5)ポリオキシプロピ
レングリコール(35) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(5E．O．)
(35P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(6)ポリオキシプロピ
レングリコール(2) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(6E．O．)
(2P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(7)ポリオキシプロピ
レングリコール(50) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(7E．O．)
(50P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(8)ポリオキシプロピ

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング



レングリコール(17) リコール(8E．O．)
(17P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(8)ポリオキシプロピ
レングリコール(55) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(8E．O．)
(55P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンオ
クチルエーテルリン酸
(4E．O．)(30P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンオ
クチルエーテルリン酸
(4E．O．)(30P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレン2
―エチルヘキシルエー
テルリン酸(4E．O．)
(30 P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(3)ポリオキシプロピ
レングリコール(17) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(3E．O．)
(17P．O．) 

ポリオキシエチレン・
ポリオキシプロピレン
液状ラノリン 

 ポリオキシエチレン・
ポリオキシプロピレン
液状ラノリン 

ポリオキシエチレン・
ポリオキシプロピレン
液状ラノリン 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンオ
リゴサクシネート
(3E．O．)(20P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンオ
リゴサクシネート
(3E．O．)(20P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンオ
リゴサクシネート
(3E．O．)(20P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレン還
元ラノリン 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレン還
元ラノリン 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレン還
元ラノリン 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(150E．O．)
(30P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(150E．O．)
(30P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(150E．O．)
(30P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(150)ポリオキシプロ
ピレングリコール(35)

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(150E．O．)
(35P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(160)ポリオキシプロ
ピレングリコール(30)

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(160E．O．)
(30P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(160E．O．)
(31P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(160E．O．)
(31P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(160E．O．)
(31P．O．) 

ポリオキシエチレン
(16)ポリオキシプロピ
レングリコール(30) 

 ポリオキシエチレン
(16)ポリオキシプロピ
レングリコール(30) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(16E．O．)
(30P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(190E．O．)
(60P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(190E．O．)
(60P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(190E．O．)
(60P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(19E．O．)
(21P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(19E．O．)
(21P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(19E．O．)
(21P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(200)ポリオキシプロ

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング



ピレングリコール(40) リコール(200E．O．)
(40P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(200)ポリオキシプロ
ピレングリコール(70)

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(200E．O．)
(70P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(20E．O．)
(60P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(20E．O．)
(60P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(20E．O．)
(60P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(20E．O．)
(9P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(20E．O．)
(9P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(20E．O．)
(9P．O．) 

  ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(22E．O．)
(16P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(22E．O．)
(16P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(22E．O．)
(21P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(22E．O．)
(21P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(22E．O．)
(21P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(22E．O．)
(25P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(22E．O．)
(25P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(22E．O．)
(25P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(23E．O．)
(21P．O．) 

  ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(23E．O．)
(21P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(240E．O．)
(60P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(240E．O．)
(60P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(240E．O．)
(60P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(26E．O．)
(30P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(26E．O．)
(30P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(26E．O．)
(30P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(26E．O．)
(31P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(26E．O．)
(31P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(26E．O．)
(31P．O．) 

  ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(28E．O．)
(30P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(28E．O．)
(30P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(300)ポリオキシプロ
ピレングリコール(55)

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(300E．O．)
(55P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(30)ポリオキシプロピ
レングリコール(33) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(30E．O．)
(33P．O．) 

 ポリオキシエチレン  ポリオキシエチレンポ



(30)ポリオキシプロピ
レングリコール(35) 

リオキシプロピレング
リコール(30E．O．)
(35P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(30)ポリオキシプロピ
レングリコール(55) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(30E．O．)
(55P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(35)ポリオキシプロピ
レングリコール(40) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(35E．O．)
(40P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(38E．O．)
(30P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(38E．O．)
(30P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(38E．O．)
(30P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(40E．O．)
(54P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(40E．O．)
(54P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(40E．O．)
(54P．O．) 

  ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(48E．O．)
(35P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(48E．O．)
(35P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(50)ポリオキシプロピ
レングリコール(40) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(50E．O．)
(40P．O．) 

ポリオキシエチレン
(6)ポリオキシプロピ
レングリコール(30) 

 ポリオキシエチレン
(6)ポリオキシプロピ
レングリコール(30) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リコール(6E．O．)
(30P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リセリルエーテル
(24E．O．)(24P．
O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リセリルエーテル
(24E．O．)(24P．
O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレング
リセリルエーテル
(24E．O．)(24P．
O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンス
テアリルエーテル
(3E．O．)(34P．O．) 

 ポリオキシエチレン・
ポリオキシプロピレン
ステアリルエーテル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンス
テアリルエーテル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンス
テアリルエーテル
(4E．O．)(30P．O．) 

  ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンス
テアリルエーテル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンス
テアリルエーテル
(34E．O．)(23P．
O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンス
テアリルエーテル
(34E．O．)(23P．
O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンス
テアリルエーテル
(34E．O．)(23P．
O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル 

 ポリオキシエチレン
(10)ポリオキシプロピ
レン(1)セチルエーテ

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(10E．



ル O．)(1P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(10)ポリオキシプロピ
レン(2)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(10E．
O．)(2P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(10)ポリオキシプロピ
レン(4)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(10E．
O．)(4P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(10)ポリオキシプロピ
レン(8)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(10E．
O．)(8P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(1)ポリオキシプロピ
レン(1)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(1E．
O．)(1P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(1)ポリオキシプロピ
レン(2)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(1E．
O．)(2P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(1)ポリオキシプロピ
レン(4)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(1E．
O．)(4P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(1)ポリオキシプロピ
レン(8)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(1E．
O．)(8P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(20)ポリオキシプロピ
レン(1)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(20E．
O．)(1P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(20)ポリオキシプロピ
レン(2)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(20E．
O．)(2P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(20)ポリオキシプロピ
レン(4)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(20E．
O．)(4P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(20)ポリオキシプロピ
レン(8)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(20E．
O．)(8P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(5)ポリオキシプロピ
レン(1)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(5E．
O．)(1P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(5)ポリオキシプロピ
レン(2)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(5E．
O．)(2P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(5)ポリオキシプロピ

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ



レン(4)セチルエーテ
ル 

チルエーテル(5E．
O．)(4P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(5)ポリオキシプロピ
レン(8)セチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテル(5E．
O．)(8P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテルリン酸 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテルリン酸 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンセ
チルエーテルリン酸 

  ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンデ
シルエーテル酢酸プロ
ピル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンデ
シルエーテル酢酸プロ
ピル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンデ
シルテトラデシルエー
テル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンデ
シルテトラデシルエー
テル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンデ
シルテトラデシルエー
テル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレント
リメチロールプロパン
(10EO)(68PO) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレント
リメチロールプロパン

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレント
リメチロールプロパン

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレント
リメチロールプロパン
(4EO)(23PO) 

  ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレント
リメチロールプロパン

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル 

 ポリオキシエチレン
(10)ポリオキシプロピ
レン(7)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(10E．
O．)(7P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(12)ポリオキシプロピ
レン(12)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(12E．
O．)(12P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(17)ポリオキシプロピ
レン(17)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(17E．
O．)(17P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(20)ポリオキシプロピ
レン(15)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(20E．
O．)(15P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(2)ポリオキシプロピ
レン(2)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(2E．
O．)(2P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(30)ポリオキシプロピ
レン(30)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(30E．
O．)(30P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(35)ポリオキシプロピ
レン(28)ブチルエーテ

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(35E．



ル O．)(28P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(36)ポリオキシプロピ
レン(36)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(36E．
O．)(36P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(37)ポリオキシプロピ
レン(38)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(37E．
O．)(38P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(45)ポリオキシプロピ
レン(33)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(45E．
O．)(33P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(4)ポリオキシプロピ
レン(4)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(4E．
O．)(4P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(5)ポリオキシプロピ
レン(5)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(5E．
O．)(5P．O．) 

 ポリオキシエチレン
(9)ポリオキシプロピ
レン(10)ブチルエーテ
ル 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンブ
チルエーテル(9E．
O．)(10P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンヘ
キシレングリコールエ
ーテル(300E．O．)
(75P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンヘ
キシレングリコールエ
ーテル(300E．O．)
(75P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンヘ
キシレングリコールエ
ーテル(300E．O．)
(75P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンペ
ンタエリスリトールエ
ーテル(5E．O．)
(65P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンペ
ンタエリスリトールエ
ーテル(5E．O．)
(65P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンペ
ンタエリトリトールエ
ーテル(5E．O．)
(65P．O．) 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンラ
ウリルエーテル(3E．
O．)(6P．O．) 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンラ
ウリルエーテル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンラ
ウリルエーテル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンラ
ウリルエーテル(5E．
O．)(5P．O．) 

  ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンラ
ウリルエーテル 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンラ
ノリン 

 ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンラ
ノリン 

ポリオキシエチレンポ
リオキシプロピレンラ
ノリン 

  ポリオキシエチレンミ
ツロウ(8E．O．) 

ポリオキシエチレンミ
ツロウ(8E．O．) 

  ポリオキシエチレンミ
リスチルエーテル 

ポリオキシエチレンミ
リスチルエーテル 

ポリオキシエチレンミ
リスチルエーテル硫酸
ナトリウム(3E．O．) 

 ポリオキシエチレンミ
リスチルエーテル硫酸
ナトリウム(3E．O．) 

ポリオキシエチレンミ
リスチルエーテル硫酸
ナトリウム(3E．O．)
液 



  ポリオキシエチレンミ
リスチルエーテル硫酸
ナトリウム液 

ポリオキシエチレンミ
リスチルエーテル硫酸
ナトリウム液 

ポリオキシエチレンメ
チルグルコシド 

 ポリオキシエチレンメ
チルグルコシド 

ポリオキシエチレンメ
チルグルコシド 

ジメチルシロキサン・
メチル(ポリオキシエ
チレン)シロキサン共
重合体 

 ポリオキシエチレン・
メチルポリシロキサン
共重合体 

ポリオキシエチレン・
メチルポリシロキサン
共重合体 

  ポリオキシエチレンモ
ノ硬化(パーム油・パ
ーム核油)脂肪酸グリ
セリル 

ポリオキシエチレンモ
ノ硬化(パーム油・パ
ーム核油)脂肪酸グリ
セリル 

  ポリオキシエチレンモ
ノヤシ油脂肪酸グリセ
リル 

ポリオキシエチレンモ
ノヤシ油脂肪酸グリセ
リル 

ポリオキシエチレンヤ
シ油アルキルアミン(2 
E．O．) 

 ポリオキシエチレンヤ
シ油アルキルアミン 

ポリオキシエチレンヤ
シ油アルキルアミン 

ポリオキシエチレンヤ
シ油アルキルジメチル
アミンオキシド 

 ポリオキシエチレンヤ
シ油アルキルジメチル
アミンオキシド 

ポリオキシエチレンヤ
シ油アルキルジメチル
アミンオキシド液 

ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸アミド
(5E．O．) 

 ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸アミド
(5E．O．) 

ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸アミド
(5E．O．) 

  ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸イソプロパ
ノールアミドスルホコ
ハク酸二ナトリウム液

ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸イソプロパ
ノールアミドスルホコ
ハク酸二ナトリウム液

ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸グリセリン 

 ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸グリセリン

ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸グリセリル

ヤシ油脂肪酸ポリオキ
シエチレングリセリル 

  ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸グリセリル

ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸ジエタノー
ルアミド 

 ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸ジエタノー
ルアミド 

ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸ジエタノー
ルアミド 

ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸ソルビタン
(20E．O．) 

 ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸ソルビタン
(20E．O．) 

ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸ソルビタン
(20E．O．) 

 ポリオキシエチレン
(2)ヤシ油脂肪酸モノ
エタノールアミド 

 ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸モノエタノ
ールアミド 

 ポリオキシエチレン
(5)ヤシ油脂肪酸モノ
エタノールアミド 

 ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸モノエタノ
ールアミド 

 ポリオキシエチレン
(10)ヤシ油脂肪酸モノ
エタノールアミド 

 ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸モノエタノ
ールアミド 

 ポリオキシエチレン
(20)ヤシ油脂肪酸モノ
エタノールアミド 

 ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸モノエタノ
ールアミド 

  ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸モノエタノ
ールアミド硫酸ナトリ

ポリオキシエチレンヤ
シ油脂肪酸モノエタノ
ールアミド硫酸ナトリ



ウム液 ウム液 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル 

  ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸 

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸 

  ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸カ
リウム液 

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸カ
リウム液 

カルボキシル化ポリオ
キシエチレンラウリル
エーテルナトリウム塩
(3E．O．) 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸ナ
トリウム 

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸ナ
トリウム 

カルボキシル化ポリオ
キシエチレンラウリル
エーテルナトリウム塩
(4.5E．O．) 

  ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸ナ
トリウム 

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸ナ
トリウム(16E．O．)液 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸ナ
トリウム(16E．O．)液

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸ナ
トリウム(16E．O．)液

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸ナ
トリウム液(10E．O．) 

  ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル酢酸ナ
トリウム液(10E．O．)

ポリオキシエチレンア
ルキルエーテル硫酸ア
ンモニウム(3E．O．)
液 

 ポリオキシエチレンア
ルキルエーテル硫酸ア
ンモニウム(3E．O．)
液 

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸ア
ンモニウム液 

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸ア
ンモニウム(2E．O．) 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸ア
ンモニウム液 

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸ア
ンモニウム液 

  ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸ジ
エタノールアミン・ヤ
シ油脂肪酸ジエタノー
ルアミド混合物 

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸ジ
エタノールアミン・ヤ
シ油脂肪酸ジエタノー
ルアミド混合物 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸ト
リエタノールアミン 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸ト
リエタノールアミン 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸ナ
トリウム 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテル硫酸ナ
トリウム 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテルリン酸

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテルリン酸

  ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテルリン酸
トリエタノールアミン

ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテルリン酸
トリエタノールアミン

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテルリン酸
ナトリウム 

 ポリオキシエチレンラ
ウリルエーテルリン酸
ナトリウム 

ポリオキシエチレンラ
ウリン酸アミド(2E．
O．) 

  ポリオキシエチレンラ
ウリン酸アミド(2E．
O．) 

  ポリオキシエチレンラ
ウリン酸モノエタノー
ルアミド 

ポリオキシエチレンラ
ウリン酸モノエタノー
ルアミド 



  ポリオキシエチレンラ
ウリン酸モノエタノー
ルアミド硫酸ナトリウ
ム液 

ポリオキシエチレンラ
ウリン酸モノエタノー
ルアミド硫酸ナトリウ
ム液 

 ポリオキシエチレンラ
ノリン 

 ポリオキシエチレンラ
ノリン 

 ポリオキシエチレン
(5)ラノリンアルコー
ル 

 ポリオキシエチレンラ
ノリンアルコール 

 ポリオキシエチレン
(10)ラノリンアルコー
ル 

 ポリオキシエチレンラ
ノリンアルコール 

 ポリオキシエチレン
(15)ラノリンアルコー
ル 

 ポリオキシエチレンラ
ノリンアルコール 

 ポリオキシエチレン
(20)ラノリンアルコー
ル 

 ポリオキシエチレンラ
ノリンアルコール 

 ポリオキシエチレン
(25)ラノリンアルコー
ル 

 ポリオキシエチレンラ
ノリンアルコール 

 ポリオキシエチレン
(40)ラノリンアルコー
ル 

 ポリオキシエチレンラ
ノリンアルコール 

ポリオキシエチレンラ
ノリンアルコール 

 ポリオキシエチレンラ
ノリンアルコール 

ポリオキシエチレンラ
ノリンアルコール(2) 

  ポリオキシエチレンリ
シノレイン酸アミド 

ポリオキシエチレンリ
シノレイン酸アミド 

  ポリオキシエナレンメ
チルシロキサン・ポリ
オキシプロピレンオレ
イルメチルシロキサ
ン・ジメチルシロキサ
ン共重合体 

ポリオキシエナレンメ
チルシロキサン・ポリ
オキシプロピレンオレ
イルメチルシロキサ
ン・ジメチルシロキサ
ン共重合体 

  ポリオキシブチレンポ
リグリセリンモノステ
アリルエーテル 

ポリオキシブチレンポ
リグリセリンモノステ
アリルエーテル 

  ポリオキシプロピレン
カルボキシアルキル
(14～18)ジグルコシド

ポリオキシプロピレン
カルボキシアルキル
(14～18)ジグルコシド

ポリオキシプロピレン
グリセリルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
グリセリルエーテル 

ポリオキシプロピレン
グリセリルエーテル 

ポリオキシプロピレン
グリセリルエーテルリ
ン酸 

 ポリオキシプロピレン
グリセリルエーテルリ
ン酸 

ポリオキシプロピレン
グリセリルエーテルリ
ン酸 

  ポリオキシプロピレン
硬質ラノリン 

ポリオキシプロピレン
硬質ラノリン 

ポリオキシプロピレン
(9)ジグリセリルエー
テル 

 ポリオキシプロピレン
(9)ジグリセリルエー
テル 

ポリオキシプロピレン
ジグリセリルエーテル

  ポリオキシプロピレン
ジグリセリルエーテル

ポリオキシプロピレン
ジグリセリルエーテル

ポリオキシプロピレン  ポリオキシプロピレン ポリオキシプロピレン



ステアリルエーテル ステアリルエーテル ステアリルエーテル 

ポリオキシプロピレン
セチルエーテル(10P．
O．) 

 ポリオキシプロピレン
セチルエーテル(10P．
O．) 

ポリオキシプロピレン
セチルエーテル(10P．
O．) 

ポリオキシプロピレン
ソルビット 

 ポリオキシプロピレン
ソルビット 

ポリオキシプロピレン
ソルビット 

ポリオキシプロピレン
ソルビトール・ヒマシ
油(8P．O．) 

 ポリオキシプロピレン
ソルビトール・ヒマシ
油(8P．O．) 

ポリオキシプロピレン
ソルビトール・ヒマシ
油(8P．O．) 

  ポリオキシプロピレン
デカグリセリルエーテ
ル 

ポリオキシプロピレン
デカグリセリルエーテ
ル 

 ポリオキシプロピレン
(2)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(1) 

 ポリオキシプロピレン
(4)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(1) 

 ポリオキシプロピレン
(12)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(1) 

 ポリオキシプロピレン
(15)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(1) 

 ポリオキシプロピレン
(17)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(1) 

 ポリオキシプロピレン
(20)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(1) 

 ポリオキシプロピレン
(24)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(1) 

 ポリオキシプロピレン
(26)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(1) 

 ポリオキシプロピレン
(30)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(1) 

 ポリオキシプロピレン
(33)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(1) 

 ポリオキシプロピレン
(40)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(2) 

 ポリオキシプロピレン
(52)ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(2) 

ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル 

ポリオキシプロピレン
ブチルエーテル(3) 

ポリオキシプロピレン
ブチルエーテルリン酸 

 ポリオキシプロピレン
ブチルエーテルリン酸

ポリオキシプロピレン
ブチルエーテルリン酸

  ポリオキシプロピレン
ミリスチルエーテル
(3P．O．) 

ポリオキシプロピレン
ミリスチルエーテル
(3P．O．) 

ポリオキシプロピレン
メチルグルコシド 

 ポリオキシプロピレン
メチルグルコシド 

ポリオキシプロピレン
メチルグルコシド 

ジメチルシロキサン・
メチル(ポリオキシプ
ロピレン)シロキサン
共重合体 

 ポリオキシプロピレ
ン・メチルポリシロキ
サン共重合体 

ポリオキシプロピレ
ン・メチルポリシロキ
サン共重合体 

  ポリオキシプロピレン
ラノリン(5P．O．) 

ポリオキシプロピレン
ラノリン(5P．O．) 



ポリオキシプロピレン
ラノリンアルコールエ
ーテル 

 ポリオキシプロピレン
ラノリンアルコールエ
ーテル 

ポリオキシプロピレン
ラノリンアルコールエ
ーテル 

  ポリグリセリン ポリグリセリン 

  ポリグルタミン酸エチ
ル 

ポリグルタミン酸エチ
ル 

  ポリ酢酸ビニル ポリ酢酸ビニル 

ポリ酢酸ビニル液  ポリ酢酸ビニル液 ポリ酢酸ビニル液 

ポリ酢酸ビニルエマル
ション 

 ポリ酢酸ビニルエマル
ション 

ポリ酢酸ビニルエマル
ション 

  ポリスチレン ポリスチレン 

ポリスチレン樹脂エマ
ルジョン 

  ポリスチレン樹脂エマ
ルション 

  ポリテトラフルオロエ
チレン 

ポリテトラフルオロエ
チレン 

  ポリヒドロキシステア
リン酸 

ポリヒドロキシステア
リン酸 

 ポリビニルアルコール  ポリビニルアルコール

  ポリビニルイソブチル
エーテル 

ポリビニルイソブチル
エーテル 

 ポリビニルピロリドン  ポリビニルピロリドン

ポリビニルブチラール  ポリビニルブチラール ポリビニルブチラール

ポリプロピレン  ポリプロピレン ポリプロピレン 

ポリプロピレングリコ
ール 

 ポリプロピレングリコ
ール 

ポリプロピレングリコ
ール 

  ポリプロピレン末 ポリプロピレン末 

  ポリメタクリル酸アミ
ド 

ポリメタクリル酸アミ
ド 

  ポリメタクリル酸メチ
ル・ポリエステル積層
末(1) 

ポリメタクリル酸メチ
ル・ポリエステル積層
末(1) 

ポリメタクリル酸メチ
ル・ポリエステル積層
末(2) 

 ポリメタクリル酸メチ
ル・ポリエステル積層
末(2) 

ポリメタクリル酸メチ
ル・ポリエステル積層
末(2) 

  ポリメタクリロイルエ
チルジメチルベタイン
液 

ポリメタクリロイルエ
チルジメチルベタイン
液 

 ポリリン酸ナトリウム  ポリリン酸ナトリウム

dl―ボルネオール  dl―ボルネオール dl―ボルネオール 

  ボレイ末 ボレイ末 

 マイカ  マイカ 

 マイクロクリスタリン
ワックス 

 マイクロクリスタリン
ワックス 

マカデミアナッツ油  マカデミアナッツ油 マカデミアナッツ油 

  マカデミアナッツ油脂
肪酸コレステリル 

マカデミアナッツ油脂
肪酸コレステリル 

  マカデミアナッツ油脂
肪酸ジヒドロコレステ
リル 

マカデミアナッツ油脂
肪酸ジヒドロコレステ
リル 



  マカデミアナッツ油脂
肪酸フィトステリル 

マカデミアナッツ油脂
肪酸フィトステリル 

  マグネシア・シリカ マグネシア・シリカ 

マツカサエキス  マツエキス マツエキス 

  マツリカエキス マツリカエキス 

  マフノリ マフノリ 

  マムシ油 マムシ油 

  マリアアザミエキス マリアアザミエキス 

マルチトール  マルチトール マルチトール 

マルチトール液  マルチトール液 マルチトール液 

  マルチトールヒドロキ
シアルキル(12，14)エ
ーテル液 

マルチトールヒドロキ
シアルキル(12，14)エ
ーテル液 

マルトース  マルトース マルトース 

  マルトース・ショ糖縮
合物 

マルトース・ショ糖縮
合物 

  マレイン酸ジ―2―エ
チルヘキシル 

マレイン酸ジ2―エチ
ルヘキシル 

  マレイン酸変性エステ
ルガム 

マレイン酸変性エステ
ルガム 

マロニエエキス  マロニエエキス マロニエエキス 

マロニエエキス末   マロニエエキス 

  マロニエエキス・シト
ステロール・大豆リン
脂質混合物 

マロニエエキス・シト
ステロール・大豆リン
脂質混合物 

マンガンバイオレット  マンガンバイオレット マンガンバイオレット

 D―マンニット  D―マンニット 

水飴  水飴 水飴 

 ミツロウ  ミツロウ 

ミリスチルアルコール  ミリスチルアルコール ミリスチルアルコール

  ミリスチルジメチルア
ミンオキシド液 

ミリスチルジメチルア
ミンオキシド液 

  ミリスチルベタイン液 ミリスチルベタイン液

ミリスチル硫酸ナトリ
ウム 

 ミリスチル硫酸ナトリ
ウム 

ミリスチル硫酸ナトリ
ウム 

 ミリスチン酸  ミリスチン酸 

 ミリスチン酸亜鉛  ミリスチン酸亜鉛 

  ミリスチン酸アルミニ
ウム 

ミリスチン酸アルミニ
ウム 

  ミリスチン酸イソステ
アリル 

ミリスチン酸イソステ
アリル 

ミリスチン酸イソトリ
デシル 

 ミリスチン酸イソトリ
デシル 

ミリスチン酸イソトリ
デシル 

ミリスチン酸イソプロ
パノールアミン液 

 ミリスチン酸イソプロ
パノールアミン液 

ミリスチン酸イソプロ
パノールアミン液 

 ミリスチン酸イソプロ
ピル 

 ミリスチン酸イソプロ
ピル 

 ミリスチン酸オクチル  ミリスチン酸オクチル



ドデシル ドデシル 

ミリスチン酸カリウム  ミリスチン酸カリウム ミリスチン酸カリウム

  ミリスチン酸カルシウ
ム 

ミリスチン酸カルシウ
ム 

ミリスチン酸グリセリ
ル 

 ミリスチン酸グリセリ
ル 

ミリスチン酸グリセリ
ル 

ミリスチン酸ジエタノ
ールアミド 

 ミリスチン酸ジエタノ
ールアミド 

ミリスチン酸ジエタノ
ールアミド 

 ミリスチン酸セチル  ミリスチン酸セチル 

  ミリスチン酸デキスト
リン 

ミリスチン酸デキスト
リン 

  ミリスチン酸デシル ミリスチン酸デシル 

  ミリスチン酸ブチル ミリスチン酸ブチル 

  ミリスチン酸イソセチ
ル 

ミリスチン酸2―ヘキ
シルデシル 

  ミリスチン酸ポリエチ
レングリコール 

ミリスチン酸ポリエチ
レングリコール 

ミリスチン酸ポリオキ
シエチレンミリスチル
エーテル(3E．O．) 

 ミリスチン酸ポリオキ
シエチレンミリスチル
エーテル(3E．O．) 

ミリスチン酸ポリオキ
シエチレンミリスチル
エーテル(3E．O．) 

 ミリスチン酸マグネシ
ウム 

 ミリスチン酸マグネシ
ウム 

 ミリスチン酸ミリスチ
ル 

 ミリスチン酸ミリスチ
ル 

  ミリスチン酸ラフィノ
ーズ 

ミリスチン酸ラフィノ
ース 

ミリストイル加水分解
コラーゲン液 

 ミリストイル加水分解
コラーゲン液 

ミリストイル加水分解
コラーゲン液 

  ミリストイル加水分解
コラーゲンカリウム液

ミリストイル加水分解
コラーゲンカリウム液

  N―ミリストイル―L―
グルタミン酸 

N―ミリストイル―L―
グルタミン酸 

  N―ミリストイル―L―
グルタミン酸カリウム

N―ミリストイル―L―
グルタミン酸カリウム

 N―ミリストイル―L―
グルタミン酸ナトリウ
ム 

 N―ミリストイル―L―
グルタミン酸ナトリウ
ム 

  ミリストイルサクシニ
ルアテロコラーゲン液

ミリストイルサクシニ
ルアテロコラーゲン液

  N―ミリストイル―N―
メチル―β―アラニン

N―ミリストイル―N―
メチル―β―アラニン

  N―ミリストイル―N―
メチル―β―アラニン
ナトリウム 

N―ミリストイル―N―
メチル―β―アラニン
ナトリウム 

ミリストイルメチル―
β―アラニンナトリウ
ム液 

 ミリストイルメチル―
β―アラニンナトリウ
ム液 

ミリストイルメチル―
β―アラニンナトリウ
ム液 

ミリストイルメチルア
ミノ酢酸ナトリウム 

 ミリストイルメチルア
ミノ酢酸ナトリウム 

ミリストイルメチルア
ミノ酢酸ナトリウム 

ミリストイルメチルタ
ウリンナトリウム 

 ミリストイルメチルタ
ウリンナトリウム 

ミリストイルメチルタ
ウリンナトリウム 



ミンク油 ミンク油  ミンク油 

ミンク油脂肪酸エチル  ミンク油脂肪酸エチル ミンク油脂肪酸エチル

ミンクワックス  ミンクワックス ミンクワックス 

ムクロジエキス  ムクロジエキス ムクロジエキス 

  ムコ多糖体 ムコ多糖体 

ムコ多糖体液  ムコ多糖体液 ムコ多糖体液 

 無水亜硫酸ナトリウム  無水亜硫酸ナトリウム

 無水エタノール  無水エタノール 

 無水クエン酸  無水クエン酸 

 無水ケイ酸  無水ケイ酸 

無水ケイ酸アルミニウ
ム 

 無水ケイ酸アルミニウ
ム 

無水ケイ酸アルミニウ
ム 

  無水ケイ酸被覆(酸化
セリウム・酸化チタ
ン)ゾル 

無水ケイ酸被覆(酸化
セリウム・酸化チタ
ン)ゾル 

  無水ケイ酸被覆雲母 無水ケイ酸被覆雲母 

  無水ケイ酸被覆酸化
(鉄・チタン)ゾル 

無水ケイ酸被覆酸化
(鉄・チタン)ゾル 

  無水ケイ酸・ベンガラ
被覆雲母 

無水ケイ酸・ベンガラ
被覆雲母 

  無水ケイ酸・ベンガラ
被覆チタンセリサイト

無水ケイ酸・ベンガラ
被覆チタンセリサイト

 無水ピロリン酸ナトリ
ウム 

 無水ピロリン酸ナトリ
ウム 

  無水マルトース 無水マルトース 

無水マレイン酸・ジイ
ソブチレン共重合体ナ
トリウム液 

 無水マレイン酸・ジイ
ソブチレン共重合体ナ
トリウム液 

無水マレイン酸・ジイ
ソブチレン共重合体ナ
トリウム液 

無水メタケイ酸ナトリ
ウム 

  無水メタケイ酸ナトリ
ウム 

無水硫酸ナトリウム  無水硫酸ナトリウム 無水硫酸ナトリウム 

  無水硫酸マグネシウム 無水硫酸マグネシウム

   無水リン酸水素カルシ
ウム 

リン酸一水素ナトリウ
ム(無水) 

 無水リン酸一水素ナト
リウム 

無水リン酸一水素ナト
リウム 

 無水リン酸三ナトリウ
ム 

 無水リン酸三ナトリウ
ム 

  ムラサキセンブリエキ
ス 

ムラサキセンブリエキ
ス 

  ムラヤコエンジーエキ
ス 

ムラヤコエンジーエキ
ス 

  メタクリル酸ラウリ
ル・ジメタクリル酸エ
チレングリコール共重
合体 

メタクリル酸ラウリ
ル・ジメタクリル酸エ
チレングリコール共重
合体 

N―メタクリロイルエ
チルN，N―ジメチルア
ンモニウム・α―N―

  N―メタクリロイルエ
チルN，N―ジメチルア
ンモニウム・α―N―



メチルカルボキシベタ
イン重合体液 

メチルカルボキシベタ
イン重合体液 

N―メタクリロイルエ
チルN，N―ジメチルア
ンモニウム・α―N―
メチルカルボキシベタ
イン・N―メタクリロ
イルエチル―N，N，N
―トリメチルアンモニ
ウムクロライド，2―
ヒドロキシエチルメタ
クリレート共重合体 

  N―メタクリロイルエ
チルN，N―ジメチルア
ンモニウム・α―N―
メチルカルボキシベタ
イン・N―メタクリロ
イルエチル―N，N，N
―トリメチルアンモニ
ウムクロライド，2―
ヒドロキシエチルメタ
クリレート共重合体液

  メタクリロイルエチル
ジメチルベタイン・塩
化メタクリロイルエチ
ルトリメチルアンモニ
ウム・メタクリル酸2
―ヒドロキシエチル共
重合体液 

メタクリロイルエチル
ジメチルベタイン・塩
化メタクリロイルエチ
ルトリメチルアンモニ
ウム・メタクリル酸2
―ヒドロキシエチル共
重合体液 

  メタクリロイルエチル
ジメチルベタイン・塩
化メタクリロイルエチ
ルトリメチルアンモニ
ウム・メタクリル酸メ
トキシポリエチレング
リコール共重合体液 

メタクリロイルエチル
ジメチルベタイン・塩
化メタクリロイルエチ
ルトリメチルアンモニ
ウム・メタクリル酸メ
トキシポリエチレング
リコール共重合体液 

N―メタクリロイルエ
チルN，N―ジメチルア
ンモニウム・α―N―
メチルカルボキシベタ
イン・メタクリル酸ス
テアリル共重合体液 

 N―メタクリロイルオ
キシエチルN，N―ジメ
チルアンモニウム―α
―N―メチルカルボキ
シベタイン・メタクリ
ル酸アルキルエステル
共重合体液 

N―メタクリロイルオ
キシエチルN，N―ジメ
チルアンモニウム―α
―N―メチルカルボキ
シベタイン・メタクリ
ル酸アルキルエステル
共重合体液 

N―メタクリロイルエ
チルN，N―ジメチルア
ンモニウム・α―N―
メチルカルボキシベタ
イン・メタクリル酸ブ
チル共重合体 

  N―メタクリロイルオ
キシエチルN，N―ジメ
チルアンモニウム―α
―N―メチルカルボキ
シベタイン・メタクリ
ル酸アルキルエステル
共重合体液 

メタケイ酸アルミン酸
マグネシウム 

 メタケイ酸アルミン酸
マグネシウム 

メタケイ酸アルミン酸
マグネシウム 

 メタリン酸ナトリウム  メタリン酸ナトリウム

  メタリン酸ナトリウム
処理酸化チタン 

メタリン酸ナトリウム
処理酸化チタン 

 L―メチオニン  L―メチオニン 

3―メチル―1，3―ブ
タンジオール 

 3―メチル―1，3―ブ
タンジオール 

3―メチル―1，3―ブ
タンジオール 

メチルクロロイソチア
ゾリノン・メチルイソ
チアゾリノン液 

 メチルクロロイソチア
ゾリノン・メチルイソ
チアゾリノン液 

メチルクロロイソチア
ゾリノン・メチルイソ
チアゾリノン液 

メチルポリシクロシロ
キサン 

 メチルシクロポリシロ
キサン 

メチルシクロポリシロ
キサン 

  メチルシラノール・N
―アセチルメチオニ

メチルシラノール・N
―アセチルメチオニ



ン・加水分解エラスチ
ン縮合液 

ン・加水分解エラスチ
ン縮合液 

  メチルシラノール・加
水分解エラスチン縮合
液 

メチルシラノール・加
水分解エラスチン縮合
液 

  メチルシラノール・乳
酸・加水分解エラスチ
ン縮合液 

メチルシラノール・乳
酸・加水分解エラスチ
ン縮合液 

  メチルシラノール・乳
酸縮合液 

メチルシラノール・乳
酸縮合液 

  メチルシラノール・ポ
リオキシエチレンヤシ
油脂肪酸グリセリン縮
合物 

メチルシラノール・ポ
リオキシエチレンヤシ
油脂肪酸グリセリン縮
合物 

メチルシロキサン網状
重合体 

 メチルシロキサン網状
重合体 

メチルシロキサン網状
重合体 

 メチルセルロース  メチルセルロース 

メチルハイドロジェン
ポリシロキサン 

 メチルハイドロジェン
ポリシロキサン 

メチルハイドロジェン
ポリシロキサン 

N―メチルピロリドン  N―メチルピロリドン N―メチルピロリドン 

 メチルフェニルグリシ
ッド酸エチル 

 メチルフェニルグリシ
ッド酸エチル 

 メチルフェニルポリシ
ロキサン 

 メチルフェニルポリシ
ロキサン 

 メチルポリシロキサン  メチルポリシロキサン

メチルポリシロキサン
エマルション 

 メチルポリシロキサン
エマルション 

メチルポリシロキサン
エマルション 

  メチルポリシロキサ
ン・セチルメチルポリ
シロキサン・ポリ(オ
キシエチレン・オキシ
プロピレン)メチルポ
リシロキサン共重合体

メチルポリシロキサ
ン・セチルメチルポリ
シロキサン・ポリ(オ
キシエチレン・オキシ
プロピレン)メチルポ
リシロキサン共重合体

  1，1’―メチレン―ビ
ス(4―イソシアナトシ
クロヘキサン)・ポリ
プロピレングリコール
共重合体 

1，1’―メチレン―ビ
ス(4―イソシアナトシ
クロヘキサン)・ポリ
プロピレングリコール
共重合体 

メドウフォーム油  メドウフォーム油 メドウフォーム油 

 メトキシエチレン無水
マレイン酸共重合体 

 メトキシエチレン無水
マレイン酸共重合体 

  メトキシβ―シクロデ
キストリン液 

メトキシβ―シクロデ
キストリン液 

メリッサエキス  メリッサエキス メリッサエキス 

  メリロートエキス メリロートエキス 

 綿実油  綿実油 

綿実油脂肪酸グリセリ
ル 

 綿実油脂肪酸グリセリ
ル 

綿実油脂肪酸グリセリ
ル 

  l―メンチルグリセリ
ルエーテル 

l―メンチルグリセリ
ルエーテル 

 dl―メントール  dl―メントール 



 l―メントール  l―メントール 

 モクロウ  モクロウ 

  モノ(カプリル／カプ
リン酸)メチルグルコ
シド液 

モノ(カプリル／カプ
リン酸)メチルグルコ
シド液 

  モノイソステアリン酸
アルキレン(18，20)直
鎖グリコール 

モノイソステアリン酸
アルキレン(18，20)直
鎖グリコール 

  モノイソステアリン酸
n―アルキレン(20～
30)グリコール 

モノイソステアリン酸
n―アルキレン(20～
30)グリコール 

イソステアリン酸グリ
セリル 

 モノイソステアリン酸
グリセリル 

モノイソステアリン酸
グリセリル 

 モノイソステアリン酸
ソルビタン 

イソステアリン酸ソル
ビタン 

モノイソステアリン酸
ソルビタン 

  モノイソステアリン酸
ポリエチレングリコー
ル 

モノイソステアリン酸
ポリエチレングリコー
ル 

  モノイソステアリン酸
ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油 

モノイソステアリン酸
ポリオキシエチレン硬
化ヒマシ油 

イソステアリン酸ジグ
リセリル 

 モノイソステアリン酸
ポリグリセリル 

モノイソステアリン酸
ポリグリセリル 

イソステアリン酸デカ
グリセリル 

  モノイソステアリン酸
ポリグリセリル 

  モノイソステアリン酸
モノミリスチン酸グリ
セリル 

モノイソステアリン酸
モノミリスチン酸グリ
セリル 

  モノウンデシレン酸グ
リセリル 

モノウンデシレン酸グ
リセリル 

モノエタノールアミン
液 

  モノエタノールアミン
液 

  モノオキシエチレンラ
ウリン酸モノエタノー
ルアミド 

モノオキシエチレンラ
ウリン酸モノエタノー
ルアミド 

  モノオレイルグリセリ
ルエーテル 

モノオレイルグリセリ
ルエーテル 

 モノオレイン酸ソルビ
タン 

 モノオレイン酸ソルビ
タン 

 モノオレイン酸ポリエ
チレングリコール 

 モノオレイン酸ポリエ
チレングリコール 

 モノオレイン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(20E．O．) 

 モノオレイン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(20E．O．) 

モノオレイン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(20E．O．)・酢酸セ
チル・酢酸ラノリンア
ルコール混合物 

 モノオレイン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(20E．O．)・酢酸セ
チル・酢酸ラノリンア
ルコール混合物 

モノオレイン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(20E．O．)・酢酸セ
チル・酢酸ラノリンア
ルコール混合物 

 モノオレイン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(6E．O．) 

 モノオレイン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(6E．O．) 



オレイン酸ジグリセリ
ル 

 モノオレイン酸ポリグ
リセリル 

モノオレイン酸ポリグ
リセリル 

オレイン酸ヘキサグリ
セリル 

  モノオレイン酸ポリグ
リセリル 

  モノオレイン酸ポリプ
ロピレングリコール
(26P．O．) 

モノオレイン酸ポリプ
ロピレングリコール
(26P．O．) 

モノオレイン酸ポリプ
ロピレングリコール
(36) 

 モノオレイン酸ポリプ
ロピレングリコール
(36) 

モノオレイン酸ポリプ
ロピレングリコール
(36P．O．) 

  モノカプリル酸ジプロ
ピレングリコール 

モノカプリル酸ジプロ
ピレングリコール 

  モノ牛脂脂肪酸グリセ
リル 

モノ牛脂脂肪酸グリセ
リル 

  モノ酢酸モノステアリ
ン酸グリセリル 

モノ酢酸モノステアリ
ン酸グリセリル 

  酢酸モノステアリン酸
グリセリル 

モノ酢酸モノステアリ
ン酸グリセリル 

サフラワー脂肪酸グリ
セリル 

 モノサフラワー油脂肪
酸グリセリル 

モノサフラワー油脂肪
酸グリセリル 

  モノステアリン酸アル
ミニウム 

モノステアリン酸アル
ミニウム 

 モノステアリン酸エチ
レングリコール 

 モノステアリン酸エチ
レングリコール 

 モノステアリン酸ソル
ビタン 

 モノステアリン酸ソル
ビタン 

 モノステアリン酸プロ
ピレングリコール 

 モノステアリン酸プロ
ピレングリコール 

 モノステアリン酸ポリ
エチレングリコール 

 モノステアリン酸ポリ
エチレングリコール 

 モノステアリン酸ポリ
オキシエチレングリセ
リン 

 モノステアリン酸ポリ
オキシエチレングリセ
リル 

 モノステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(6E.．O．) 

 モノステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン 

 モノステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(20E．O．) 

 モノステアリン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン 

ステアリン酸ジグリセ
リル 

 モノステアリン酸ポリ
グリセリル 

モノステアリン酸ポリ
グリセリル 

ステアリン酸デカグリ
セリル 

  モノステアリン酸ポリ
グリセリル 

モノニトログアヤコー
ル 

 モノニトログアヤコー
ル 

モノニトログアヤコー
ル 

モノニトログアヤコー
ルナトリウム 

 モノニトログアヤコー
ルナトリウム 

モノニトログアヤコー
ルナトリウム 

  モノパルミチン酸エチ
レングリコール 

モノパルミチン酸エチ
レングリコール 

 モノパルミチン酸ソル
ビタン 

 モノパルミチン酸ソル
ビタン 



 モノパルミチン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(20E．O．) 

 モノパルミチン酸ポリ
オキシエチレンソルビ
タン(20E．O．) 

  モノヒドロキシステア
リン酸グリセリル 

モノヒドロキシステア
リン酸グリセリル 

モノヒドロキシステア
リン酸硬化ヒマシ油 

 モノヒドロキシステア
リン酸硬化ヒマシ油 

モノヒドロキシステア
リン酸硬化ヒマシ油 

ミリスチン酸デカグリ
セリル 

 モノミリスチン酸ポリ
グリセリル 

モノミリスチン酸デカ
グリセリル 

ラウリン酸グリセリル  モノラウリン酸グリセ
リル 

モノラウリン酸グリセ
リル 

 モノラウリン酸ソルビ
タン 

 モノラウリン酸ソルビ
タン 

 モノラウリン酸ポリエ
チレングリコール 

 モノラウリン酸ポリエ
チレングリコール 

  モノラウリン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン 

モノラウリン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン 

 モノラウリン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(20E．O．) 

 モノラウリン酸ポリオ
キシエチレンソルビタ
ン(20E．O．) 

 モノラウリン酸ポリオ
キシエチレンソルビッ
ト 

 モノラウリン酸ポリオ
キシエチレンソルビッ
ト 

ラウリン酸デカグリセ
リル 

 モノラウリン酸ポリグ
リセリル 

モノラウリン酸ポリグ
リセリル 

ラウリン酸テトラグリ
セリル 

  モノラウリン酸ポリグ
リセリル 

  モノラノリン脂肪酸グ
リセリル 

モノラノリン脂肪酸グ
リセリル 

  モノリノール酸グリセ
リル 

モノリノール酸グリセ
リル 

桃核粒  モモ核粒 モモ核粒 

モモエキス  モモ果汁 モモ果汁 

桃葉エキス(1)  モモ葉エキス モモ葉エキス 

桃葉エキス(2)   モモ葉エキス 

桃葉エキス(3)   モモ葉エキス 

  モヤシエキス モヤシエキス 

  モルティエレラ油 モルティエレラ油 

モルホリン  モルホリン モルホリン 

  モンモリロナイト モンモリロナイト 

ヤグルマギクエキス  ヤグルマギクエキス ヤグルマギクエキス 

  ヤグルマギク水 ヤグルマギク水 

 ヤシ油  ヤシ油 

ヤシ油アルキルジメチ
ルアミンオキシド液 

 ヤシ油アルキルジメチ
ルアミンオキシド液 

ヤシ油アルキルジメチ
ルアミンオキシド液 

ヤシ油アルキルベタイ
ン 

 ヤシ油アルキルベタイ
ン液 

ヤシ油アルキルベタイ
ン液 

ヤシ油アルキル硫酸マ  ヤシ油アルキル硫酸マ ヤシ油アルキル硫酸マ



グネシウム・トリエタ
ノールアミン 

グネシウム・トリエタ
ノールアミン 

グネシウム・トリエタ
ノールアミン液 

  ヤシ油アルコール ヤシ油アルコール 

  ヤシ油カリ石けん液 ヤシ油カリ石けん液 

ヤシ油脂肪酸  ヤシ油脂肪酸 ヤシ油脂肪酸 

N―ヤシ油脂肪酸・硬
化牛脂脂肪酸アシル―
L―グルタミン酸ナト
リウム 

 N―ヤシ油脂肪酸／硬
化牛脂脂肪酸アシル―
L―グルタミン酸ナト
リウム 

N―ヤシ油脂肪酸／硬
化牛脂脂肪酸アシル―
L―グルタミン酸ナト
リウム 

  N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―DL―アラニントリ
エタノールアミン液 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―DL―アラニントリ
エタノールアミン液 

ヤシ油アルキルN―カ
ルボキシエチルN―ヒ
ドロキシエチルイミダ
ゾリニウムベタインナ
トリウム 

 N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―N’―カルボキシ
エチル―N’―ヒドロ
キシエチルエチレンジ
アミンナトリウム 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―N’―カルボキシ
エチル―N’―ヒドロ
キシエチルエチレンジ
アミンナトリウム 

ヤシ油アルキルN―カ
ルボキシエトキシエチ
ル―N―カルボキシエ
チルイミダゾリニウム
ジナトリウムヒドロキ
シド 

 N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―N’―カルボキシ
エトキシエチル―N’
―カルボキシエチルエ
チレンジアミン二ナト
リウム 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―N’―カルボキシ
エトキシエチル―N’
―カルボキシエチルエ
チレンジアミン二ナト
リウム液 

ヤシ油アルキルN―カ
ルボキシメトキシエチ
ル―N―カルボキシメ
チルイミダゾリニウム
ジナトリウムラウリル
硫酸 

 N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―N’―カルボキシ
メトキシエチル―N’
―カルボキシメチルエ
チレンジアミン二ナト
リウムラウリル硫酸 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―N’―カルボキシ
メトキシエチル―N’
―カルボキシメチルエ
チレンジアミン二ナト
リウムラウリル硫酸 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ルL―アルギニンエチ
ル・DL―ピロリドンカ
ルボン酸塩 

 N―ヤシ油脂肪酸アシ
ルL―アルギニンエチ
ル・DL―ピロリドンカ
ルボン酸塩 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―アルギニンエ
チル・DL―ピロリドン
カルボン酸塩 

  N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル加水分解酵母カリウ
ム 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル加水分解酵母カリウ
ム 

  N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル加水分解トウモロコ
シたん白カリウム 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル加水分解トウモロコ
シたん白カリウム 

  N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル加水分解バレイショ
たん白カリウム 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル加水分解バレイショ
たん白カリウム 

  N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―N―カルボキシメ
トキシエチル―N―カ
ルボキシメチルエチレ
ンジアミンジナトリウ
ムポリオキシエチレン
トリデシル硫酸液 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―N―カルボキシメ
トキシエチル―N―カ
ルボキシメチルエチレ
ンジアミンジナトリウ
ムポリオキシエチレン
トリデシル硫酸液 

ヤシ油アルキルN―カ
ルボキシメトキシエチ
ル―N―カルボキシメ
チルイミダゾリニウム
ジナトリウムヒドロキ
シド 

 N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―N―カルボキシメ
トキシエチル―N―カ
ルボキシメチルエチレ
ンジアミン二ナトリウ
ム 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―N―カルボキシメ
トキシエチル―N―カ
ルボキシメチルエチレ
ンジアミン二ナトリウ
ム 



  N―ヤシ油脂肪酸アシ
ルグリシンカリウム 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ルグリシンカリウム 

  N―ヤシ油脂肪酸アシ
ルグリシンカリウム液

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ルグリシンカリウム液

  N―ヤシ油脂肪酸アシ
ルグリシントリエタノ
ールアミン液 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ルグリシントリエタノ
ールアミン液 

  N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―グルタミン酸 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―グルタミン酸 

  N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―グルタミン酸
カリウム 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―グルタミン酸
カリウム 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―グルタミン酸
トリエタノールアミン 

 N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―グルタミン酸
トリエタノールアミン
液 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―グルタミン酸
トリエタノールアミン
液 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―グルタミン酸
ナトリウム 

 N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―グルタミン酸
ナトリウム 

N―ヤシ油脂肪酸アシ
ル―L―グルタミン酸
ナトリウム 

ヤシ油脂肪酸アミド  ヤシ油脂肪酸アミド ヤシ油脂肪酸アミド 

  ヤシ油脂肪酸アミドプ
ロピルベタイン 

ヤシ油脂肪酸アミドプ
ロピルベタイン 

ヤシ油脂肪酸アミドプ
ロピルベタイン 

 ヤシ油脂肪酸アミドプ
ロピルベタイン液 

ヤシ油脂肪酸アミドプ
ロピルベタイン液 

ヤシ油脂肪酸エチルエ
ステルスルホン酸ナト
リウム 

 ヤシ油脂肪酸エチルエ
ステルスルホン酸ナト
リウム 

ヤシ油脂肪酸エチルエ
ステルスルホン酸ナト
リウム 

  ヤシ油脂肪酸加水分解
カゼインカリウム液 

ヤシ油脂肪酸加水分解
カゼインカリウム液 

  ヤシ油脂肪酸加水分解
酵母たん白カリウム 

ヤシ油脂肪酸加水分解
酵母たん白カリウム 

  ヤシ油脂肪酸加水分解
コムギたん白カリウム
液 

ヤシ油脂肪酸加水分解
コムギたん白カリウム
液 

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲン 

 ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲン 

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲン液 

  ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲン(2) 

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲン(2) 

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲンカリウム 

 ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲンカリウム 

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲンカリウム 

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲンカリウム液 

 ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲンカリウム液

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲンカリウム液

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲントリエタノ
ールアミン 

 ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲントリエタノ
ールアミン 

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲントリエタノ
ールアミン液 

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲンナトリウム 

 ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲンナトリウム

ヤシ油脂肪酸加水分解
コラーゲンナトリウム

  ヤシ油脂肪酸加水分解
大豆たん白カリウム液

ヤシ油脂肪酸加水分解
大豆たん白カリウム液

  ヤシ油脂肪酸加水分解
トウモロコシたん白カ
リウム 

ヤシ油脂肪酸加水分解
トウモロコシたん白カ
リウム 



ヤシ油脂肪酸カリウム  ヤシ油脂肪酸カリウム ヤシ油脂肪酸カリウム

ヤシ油脂肪酸カリウム
液 

 ヤシ油脂肪酸カリウム
液 

ヤシ油脂肪酸カリウム
液 

ヤシ油脂肪酸グリセリ
ル 

 ヤシ油脂肪酸グリセリ
ル 

ヤシ油脂肪酸グリセリ
ル 

ヤシ油脂肪酸サルコシ
ン 

 ヤシ油脂肪酸サルコシ
ン 

ヤシ油脂肪酸サルコシ
ン 

ヤシ油脂肪酸サルコシ
ントリエタノールアミ
ン 

 ヤシ油脂肪酸サルコシ
ントリエタノールアミ
ン 

ヤシ油脂肪酸サルコシ
ントリエタノールアミ
ン 

ヤシ油脂肪酸サルコシ
ンナトリウム 

 ヤシ油脂肪酸サルコシ
ンナトリウム 

ヤシ油脂肪酸サルコシ
ンナトリウム液 

  ヤシ油脂肪酸・酸化加
水分解ケラチンカリウ
ム液 

ヤシ油脂肪酸・酸化加
水分解ケラチンカリウ
ム液 

 ヤシ油脂肪酸ジエタノ
ールアミド 

 ヤシ油脂肪酸ジエタノ
ールアミド 

ヤシ油脂肪酸ジエタノ
ールアミド(1：2型) 

 ヤシ油脂肪酸ジエタノ
ールアミド(2) 

ヤシ油脂肪酸ジエタノ
ールアミド(2) 

ヤシ油脂肪酸ショ糖エ
ステル 

 ヤシ油脂肪酸ショ糖エ
ステル 

ヤシ油脂肪酸ショ糖エ
ステル 

ヤシ油脂肪酸ソルビタ
ン 

 ヤシ油脂肪酸ソルビタ
ン 

ヤシ油脂肪酸ソルビタ
ン 

  ヤシ油脂肪酸タウリン
ナトリウム 

ヤシ油脂肪酸タウリン
ナトリウム 

ヤシ油脂肪酸トリエタ
ノールアミン液 

 ヤシ油脂肪酸トリエタ
ノールアミン液 

ヤシ油脂肪酸トリエタ
ノールアミン液 

ヤシ油脂肪酸ナトリウ
ム 

 ヤシ油脂肪酸ナトリウ
ム 

ヤシ油脂肪酸ナトリウ
ム 

  N―ヤシ油脂肪酸N―メ
チル―β―アラニン 

N―ヤシ油脂肪酸―N―
メチル―β―アラニン

ヤシ油脂肪酸メチルア
ラニンナトリウム液 

 ヤシ油脂肪酸メチルア
ラニンナトリウム液 

ヤシ油脂肪酸メチルア
ラニンナトリウム液 

ヤシ油脂肪酸メチルタ
ウリンカリウム 

 ヤシ油脂肪酸メチルタ
ウリンカリウム 

ヤシ油脂肪酸メチルタ
ウリンカリウム液 

ヤシ油脂肪酸メチルタ
ウリンナトリウム 

 ヤシ油脂肪酸メチルタ
ウリンナトリウム 

ヤシ油脂肪酸メチルタ
ウリンナトリウム液 

  ヤシ油脂肪酸メチルタ
ウリンマグネシウム液

ヤシ油脂肪酸メチルタ
ウリンマグネシウム液

 ヤシ油脂肪酸モノエタ
ノールアミド 

 ヤシ油脂肪酸モノエタ
ノールアミド 

  ヤシ油脂肪酸リジン液 ヤシ油脂肪酸リジン液

  ヤシ油脂肪酸加水分解
ケラチンカリウム液 

ヤシ油脂肪酸加水分解
ケラチンカリウム液 

  ヤシ油脂肪酸加水分解
ジャガイモたん白カリ
ウム 

ヤシ油脂肪酸加水分解
ジャガイモたん白カリ
ウム 

ユーカリエキス  ユーカリエキス ユーカリエキス 

  ユーカリ水 ユーカリ水 

ユーカリ油  ユーカリ油 ユーカリ油 



  ユーグレナ油 ユーグレナ油 

  ユーグレナ多糖体末 ユーグレナ多糖体末 

  ユキノシタエキス ユキノシタエキス 

  ユズエキス ユズエキス 

油溶性アルニカエキス  油溶性アルニカエキス 油溶性アルニカエキス

油溶性オトギリソウエ
キス(1) 

 油溶性オトギリソウエ
キス(1) 

油溶性オトギリソウエ
キス(1) 

  油溶性オトギリソウエ
キス 

油溶性オトギリソウエ
キス(1) 

  油溶性オトギリソウエ
キス(2) 

油溶性オトギリソウエ
キス(2) 

油溶性オドリコソウエ
キス 

 油溶性オドリコソウエ
キス 

油溶性オドリコソウエ
キス 

油溶性カモミラエキス  油溶性カモミラエキス 油溶性カモミラエキス

  油溶性カロットエキス 油溶性カロットエキス

油溶性ゴボウエキス  油溶性ゴボウエキス 油溶性ゴボウエキス 

  油溶性コラーゲンエキ
ス 

油溶性コラーゲンエキ
ス 

  油溶性混合植物抽出液 油溶性混合植物抽出液

油溶性シコンエキス  油溶性シコンエキス
(1) 

油溶性シコンエキス
(1) 

  油溶性シコンエキス
(2) 

油溶性シコンエキス
(2) 

油溶性シナノキエキス  油溶性シナノキエキス 油溶性シナノキエキス

ショウキョウエキス  油溶性ショウキョウエ
キス 

油溶性ショウキョウエ
キス 

  油溶性シラカバエキス 油溶性シラカバエキス

油溶性スギナエキス  油溶性スギナエキス 油溶性スギナエキス 

  油溶性セイヨウノコギ
リソウエキス 

油溶性セイヨウノコギ
リソウエキス 

油溶性セージエキス  油溶性セージエキス 油溶性セージエキス 

  油溶性テウチグルミエ
キス 

油溶性テウチグルミエ
キス 

  油溶性トウキエキス 油溶性トウキエキス 

  油溶性トウキエキス
(2) 

油溶性トウキエキス
(2) 

油溶性トウキンセンカ
エキス 

 油溶性トウキンセンカ
エキス 

油溶性トウキンセンカ
エキス 

油溶性ニンジンエキス  油溶性ニンジンエキス
(2) 

油溶性ニンジンエキス
(2) 

  油溶性バラエキス 油溶性バラエキス 

  油溶性ビワ葉エキス 油溶性ビワ葉エキス 

  油溶性プラセンタエキ
ス 

油溶性プラセンタエキ
ス 

  油溶性ボダイジュエキ
ス 

油溶性ボダイジュエキ
ス 

  油溶性ホップエキス 油溶性ホップエキス 

油溶性マロニエエキス  油溶性マロニエエキス 油溶性マロニエエキス



  油溶性モモ葉エキス 油溶性モモ葉エキス 

油溶性ヨクイニンエキ
ス 

 油溶性ヨクイニンエキ
ス 

油溶性ヨクイニンエキ
ス 

  油溶性卵黄エキス(1) 油溶性卵黄エキス(1) 

  油溶性卵黄エキス(2) 油溶性卵黄エキス(2) 

油溶性ローズマリーエ
キス 

 油溶性ローズマリーエ
キス(1) 

油溶性ローズマリーエ
キス(1) 

油溶性ローズマリーエ
キス(2) 

 油溶性ローズマリーエ
キス(2) 

油溶性ローズマリーエ
キス(2) 

  油溶性ローズマリーエ
キス(3) 

油溶性ローズマリーエ
キス(3) 

  油溶性ローヤルゼリー
エキス 

油溶性ローヤルゼリー
エキス 

ユリエキス  ユリエキス ユリエキス 

ヨウ化ニンニクエキス  ヨウ化ニンニクエキス ヨウ化ニンニクエキス

ヨウ化パラジメチルア
ミノスチリルヘプチル
メチルチアゾリウム 

 ヨウ化パラジメチルア
ミノスチリルヘプチル
メチルチアゾリウム 

ヨウ化パラジメチルア
ミノスチリルヘプチル
メチルチアゾリウム 

水溶性ヨクイニンエキ
ス 

 ヨクイニンエキス ヨクイニンエキス 

ヨモギエキス  ヨモギエキス ヨモギエキス 

ヨモギエキス(2)   ヨモギエキス 

  ヨモギエキス(2) ヨモギエキス(2) 

  ヨモギ水 ヨモギ水 

  ライム果汁 ライム果汁 

  ライムギ末 ライムギ末 

  ラウリルアミノジ酢酸
ナトリウム液 

ラウリルアミノジ酢酸
ナトリウム液 

ラウリルアミノジプロ
ピオン酸ナトリウム液
(30％) 

 ラウリルアミノジプロ
ピオン酸ナトリウム液
(30％) 

ラウリルアミノジプロ
ピオン酸ナトリウム液

ラウリルアミノプロピ
オン酸液 

 ラウリルアミノプロピ
オン酸液 

ラウリルアミノプロピ
オン酸液 

 β―ラウリルアミノプ
ロピオン酸ナトリウム

 β―ラウリルアミノプ
ロピオン酸ナトリウム

 ラウリルアルコール  ラウリルアルコール 

  ラウリルイソキノリニ
ウムサッカリン 

ラウリルイソキノリニ
ウムサッカリン 

  N―ラウリル―N―カル
ボキシメトキシエチル
―N―カルボキシメチ
ルエチレンジアミンジ
ナトリウムポリオキシ
エチレントリデシル硫
酸液 

N―ラウリル―N―カル
ボキシメトキシエチル
―N―カルボキシメチ
ルエチレンジアミンジ
ナトリウムポリオキシ
エチレントリデシル硫
酸液 

ラウリルジアミノエチ
ルグリシンナトリウム 

ラウリルジアミノエチ
ルグリシンナトリウム
液 

 ラウリルジアミノエチ
ルグリシンナトリウム
液 

  N―ラウリルジエタノ
ールアミン 

N―ラウリルジエタノ
ールアミン 



 ラウリルジメチルアミ
ノ酢酸ベタイン 

 ラウリルジメチルアミ
ノ酢酸ベタイン 

ラウリルジメチルアミ
ンオキシド液 

 ラウリルジメチルアミ
ンオキシド液 

ラウリルジメチルアミ
ンオキシド液 

ラウリルスルホ酢酸ナ
トリウム 

 ラウリルスルホ酢酸ナ
トリウム 

ラウリルスルホ酢酸ナ
トリウム 

  N―ラウリルヒドロキ
シ酢酸アミド硫酸ナト
リウム 

N―ラウリルヒドロキ
シ酢酸アミド硫酸ナト
リウム 

  ラウリルヒドロキシス
ルホベタイン液 

ラウリルヒドロキシス
ルホベタイン液 

ラウリル硫酸アンモニ
ウム 

 ラウリル硫酸アンモニ
ウム 

ラウリル硫酸アンモニ
ウム 

ラウリル硫酸カリウム  ラウリル硫酸カリウム ラウリル硫酸カリウム

ラウリル硫酸ジエタノ
ールアミン 

 ラウリル硫酸ジエタノ
ールアミン 

ラウリル硫酸ジエタノ
ールアミン 

 ラウリル硫酸トリエタ
ノールアミン 

 ラウリル硫酸トリエタ
ノールアミン 

 ラウリル硫酸ナトリウ
ム 

 ラウリル硫酸ナトリウ
ム 

  ラウリル硫酸マグネシ
ウム 

ラウリル硫酸マグネシ
ウム 

  ラウリル硫酸マグネシ
ウム液 

ラウリル硫酸マグネシ
ウム液 

ラウリル硫酸モノエタ
ノールアミン 

 ラウリル硫酸モノエタ
ノールアミン 

ラウリル硫酸モノエタ
ノールアミン 

ラウリルリン酸  ラウリルリン酸 ラウリルリン酸 

ラウリルリン酸ナトリ
ウム 

 ラウリルリン酸ナトリ
ウム(1) 

ラウリルリン酸ナトリ
ウム(1) 

ラウリルリン酸ナトリ
ウム(2) 

 ラウリルリン酸ナトリ
ウム(2) 

ラウリルリン酸ナトリ
ウム(2) 

 ラウリン酸  ラウリン酸 

 ラウリン酸亜鉛  ラウリン酸亜鉛 

ラウリン酸アミドプロ
ピルベタイン液 

 ラウリン酸アミドプロ
ピルベタイン液 

ラウリン酸アミドプロ
ピルベタイン液 

  ラウリン酸イソステア
リル 

ラウリン酸イソステア
リル 

ラウリン酸加水分解コ
ラーゲンナトリウム 

 ラウリン酸加水分解コ
ラーゲンナトリウム 

ラウリン酸加水分解コ
ラーゲンナトリウム液

ラウリン酸カリウム  ラウリン酸カリウム ラウリン酸カリウム 

 ラウリン酸ジエタノー
ルアミド 

 ラウリン酸ジエタノー
ルアミド 

  ラウリン酸ジエチレン
グリコール 

ラウリン酸ジエチレン
グリコール 

ラウリン酸トリエタノ
ールアミン液 

 ラウリン酸トリエタノ
ールアミン液 

ラウリン酸トリエタノ
ールアミン液 

ラウリン酸プロピレン
グリコール 

 ラウリン酸プロピレン
グリコール 

ラウリン酸プロピレン
グリコール 

 ラウリン酸ヘキシル  ラウリン酸ヘキシル 

ラウリン酸ポリオキシ  ラウリン酸ポリオキシ ラウリン酸ポリオキシ



エチレングリセリル エチレングリセリル エチレングリセリル 

ラウリン酸ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油 

 ラウリン酸ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油

ラウリン酸ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油

  ラウリン酸マルチトー
ルエステル 

ラウリン酸マルチトー
ル 

ラウリン酸ミリスチン
酸ジエタノールアミド 

 ラウリン酸ミリスチン
酸ジエタノールアミド

ラウリン酸ミリスチン
酸ジエタノールアミド

ラウリン酸ミリスチン
酸トリエタノールアミ
ン 

 ラウリン酸ミリスチン
酸トリエタノールアミ
ン 

ラウリン酸ミリスチン
酸トリエタノールアミ
ン 

ラウリン酸イソプロパ
ノールアミド 

 ラウリン酸モノイソプ
ロパノールアミド 

ラウリン酸モノイソプ
ロパノールアミド 

ラウリン酸エタノール
アミド 

 ラウリン酸モノエタノ
ールアミド 

ラウリン酸モノエタノ
ールアミド 

  N―ラウロイル―N’―
カルボキシメチル―
N’―ヒドロキシエチ
ルエチレンジアミンナ
トリウム 

N―ラウロイル―N’―
カルボキシメチル―
N’―ヒドロキシエチ
ルエチレンジアミンナ
トリウム液 

ラウリルN―カルボキ
シメトキシエチル―N
―カルボキシメチルイ
ミダゾリニウムジナト
リウムドデカノイルサ
ルコシン 

 N―ラウロイル―N’―
カルボキシメトキシエ
チル―N’―カルボキ
シメチルエチレンジア
ミン二ナトリウムドデ
カノイルサルコシン 

N―ラウロイル―N’―
カルボキシメトキシエ
チル―N’―カルボキ
シメチルエチレンジア
ミン二ナトリウムドデ
カノイルサルコシン 

  N―ラウロイル―L―ア
スパラギン酸ナトリウ
ム液 

N―ラウロイル―L―ア
スパラギン酸ナトリウ
ム液 

  ラウロイルアミドエチ
ルヒドロキシエチルカ
ルボキシメチルベタイ
ンヒドロキシプロピル
リン酸ナトリウム液 

ラウロイルアミドエチ
ルヒドロキシエチルカ
ルボキシメチルベタイ
ンヒドロキシプロピル
リン酸ナトリウム液 

  ラウロイル加水分解コ
ラーゲンカリウム 

ラウロイル加水分解コ
ラーゲンカリウム 

  ラウロイル加水分解シ
ルクナトリウム液 

ラウロイル加水分解シ
ルクナトリウム液 

  N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸 

N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸 

  N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸・1／2マグ
ネシウム 

N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸・マグネシ
ウム 

  N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸カリウム 

N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸カリウム 

  N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸ジ(コレス
テリル・オクチルドデ
シル) 

N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸ジ(コレス
テリル・オクチルドデ
シル) 

  N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸ジ(コレス
テリル・ベヘニル・オ
クチルドデシル) 

N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸ジ(コレス
テリル・ベヘニル・オ
クチルドデシル) 

  N―ラウロイル―L―グ N―ラウロイル―L―グ



ルタミン酸ジ(フィト
ステリル・2―オクチ
ルドデシル) 

ルタミン酸ジ(フィト
ステリル・2―オクチ
ルドデシル) 

ラウロイルグルタミン
酸ジオクチルドデシル 

 ラウロイルグルタミン
酸ジオクチルドデシル

ラウロイルグルタミン
酸ジオクチルドデシル

  N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸ジ―2―ヘ
キシルデシル 

N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸ジ2―ヘキ
シルデシル 

ラウロイル―L―グル
タミン酸トリエタノー
ルアミン 

 ラウロイル―L―グル
タミン酸トリエタノー
ルアミン 

ラウロイル―L―グル
タミン酸トリエタノー
ルアミン液 

 N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸ナトリウム

 N―ラウロイル―L―グ
ルタミン酸ナトリウム

ラウロイルグルタミン
酸ポリオキシエチレン
オクチルドデシルエー
テルジエステル 

 ラウロイルグルタミン
酸ポリオキシエチレン
オクチルドデシルエー
テルジエステル 

ラウロイルグルタミン
酸ポリオキシエチレン
オクチルドデシルエー
テルジエステル 

ラウロイルグルタミン
酸ジポリオキシエチレ
ンステアリルエーテル
ジエステル 

 ラウロイルグルタミン
酸ポリオキシエチレン
ステアリルエーテルジ
エステル 

ラウロイルグルタミン
酸ポリオキシエチレン
ステアリルエーテルジ
エステル 

ラウロイルサルコシン  ラウロイルサルコシン ラウロイルサルコシン

ラウロイルサルコシン
トリエタノールアミン
液 

 ラウロイルサルコシン
トリエタノールアミン
液 

ラウロイルサルコシン
トリエタノールアミン
液 

 ラウロイルサルコシン
ナトリウム 

 ラウロイルサルコシン
ナトリウム 

  N―ラウロイル―L―ス
レオニンカリウム 

N―ラウロイル―L―ス
レオニンカリウム 

  ラウロイル乳酸ナトリ
ウム 

ラウロイル乳酸ナトリ
ウム 

  N―ラウロイル―N―メ
チル―β―アラニン 

N―ラウロイル―N―メ
チル―β―アラニン 

N―ラウロイル―N―メ
チル―β―アラニント
リエタノールアミン液 

 N―ラウロイルN―メチ
ル―β―アラニントリ
エタノールアミン液 

N―ラウロイル―N―メ
チル―β―アラニント
リエタノールアミン液

ラウロイルメチル―β
―アラニンナトリウム
液 

 ラウロイルメチル―β
―アラニンナトリウム
液 

ラウロイルメチル―β
―アラニンナトリウム
液 

 ラウロイルメチルタウ
リンナトリウム 

 ラウロイルメチルタウ
リンナトリウム 

 ラウロイルメチルタウ
リンナトリウム液 

 ラウロイルメチルタウ
リンナトリウム液 

Nε―ラウロイル―L―
リジン 

 Nε―ラウロイル―L―
リジン 

Nε―ラウロイル―L―
リジン 

  酪酸コレステリル 酪酸コレステリル 

  酪酸ジヒドロコレステ
リル 

酪酸ジヒドロコレステ
リル 

  ラクトフェリン液 ラクトフェリン液 

ラッカイン酸  ラッカイン酸 ラッカイン酸 

  ラッカイン酸被覆雲母 ラッカイン酸被覆雲母



  ラッカセイ油 ラッカセイ油 

ラノステロール  ラノステロール ラノステロール 

 ラノリン  ラノリン 

 ラノリンアルコール  ラノリンアルコール 

 ラノリン脂肪酸  ラノリン脂肪酸 

 ラノリン脂肪酸イソプ
ロピル 

 ラノリン脂肪酸イソプ
ロピル 

ラノリン脂肪酸オクチ
ルドデシル 

 ラノリン脂肪酸オクチ
ルドデシル 

ラノリン脂肪酸オクチ
ルドデシル 

  ラノリン脂肪酸コレス
テリル 

ラノリン脂肪酸コレス
テリル 

ラノリン脂肪酸ジエタ
ノールアミド 

 ラノリン脂肪酸ジエタ
ノールアミド 

ラノリン脂肪酸ジエタ
ノールアミド 

 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール1000

 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール1000

 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール200 

 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール200 

 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール300 

 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール300 

 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール400 

 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール400 

 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール600 

 ラノリン脂肪酸ポリエ
チレングリコール600 

  ラベンダーエキス(1) ラベンダーエキス(1) 

  ラベンダーエキス(2) ラベンダーエキス(2) 

  ラベンダー水 ラベンダー水 

  ラベンダー末 ラベンダー末 

  ラベンダー油 ラベンダー油 

卵黄脂肪油  卵黄脂肪油 卵黄脂肪油 

卵黄油 卵黄油  卵黄油 

  卵黄リゾホスファチジ
ルコリン 

卵黄リゾホスファチジ
ルコリン 

卵黄レシチン  卵黄レシチン 卵黄レシチン 

  卵殻末 卵殻末 

  藍藻エキス 藍藻エキス 

卵白(非熱凝固)  卵白(非熱凝固) 卵白(非熱凝固) 

リシノレイン酸オクチ
ルドデシル 

 リシノール酸オクチル
ドデシル 

リシノール酸オクチル
ドデシル 

  リシノレイン酸アミド
プロピルベタイン液 

リシノレイン酸アミド
プロピルベタイン液 

リシノレイン酸グリセ
リル 

 リシノレイン酸グリセ
リル 

リシノレイン酸グリセ
リル 

  リシノレイン酸セチル リシノレイン酸セチル

  リシノレイン酸テトラ
ヒドロフルフリル 

リシノレイン酸テトラ
ヒドロフルフリル 

リシノレイン酸プロピ
レングリコール 

 リシノレイン酸プロピ
レングリコール 

リシノレイン酸プロピ
レングリコール 

  リシノレイン酸ヘキサ リシノレイン酸ヘキサ



グリセリル グリセリル 

リシノレイン酸ポリオ
キシプロピレンソルビ
ット 

 リシノレイン酸ポリオ
キシプロピレンソルビ
ット 

リシノレイン酸ポリオ
キシプロピレンソルビ
ット 

L―リジン液  L―リジン液 L―リジン液 

 リナロール  リナロール 

  (リノール／オレイン
酸)dl―α―トコフェ
ロール 

(リノール／オレイン
酸)dl―α―トコフェ
ロール 

リノール酸  リノール酸 リノール酸 

リノール酸dl―α―ト
コフェロール 

 リノール酸dl―α―ト
コフェロール 

リノール酸dl―α―ト
コフェロール 

リノール酸イソプロピ
ル 

 リノール酸イソプロピ
ル 

リノール酸イソプロピ
ル 

リノール酸エチル  リノール酸エチル リノール酸エチル 

リノール酸ジエタノー
ルアミド 

 リノール酸ジエタノー
ルアミド 

リノール酸ジエタノー
ルアミド 

  リノール酸ラノリンア
ルコールエステル 

リノール酸ラノリンア
ルコール 

  リパーゼ(1) リパーゼ(1) 

  リパーゼ(2) リパーゼ(2) 

リボ核酸  リボ核酸(1) リボ核酸(1) 

  リボ核酸(2) リボ核酸(2) 

リボ核酸ナトリウム塩  リボ核酸ナトリウム リボ核酸ナトリウム 

 硫酸亜鉛  硫酸亜鉛 

  硫酸アルミニウム 硫酸アルミニウム 

 硫酸アルミニウムカリ
ウム 

 硫酸アルミニウムカリ
ウム 

硫酸オキシキノリン   硫酸オキシキノリン 

硫酸オキシキノリン
(2) 

  硫酸オキシキノリン
(2) 

硫酸化ヒマシ油  硫酸化ヒマシ油 硫酸化ヒマシ油 

  硫酸カルシウム 硫酸カルシウム 

  硫酸セルロースジ牛脂
アルキルジメチルアン
モニウム 

硫酸セルロースジ牛脂
アルキルジメチルアン
モニウム 

  硫酸セルロースジメチ
ルジアルキル(12～20)
アンモニウム 

硫酸セルロースジメチ
ルジアルキル(12～20)
アンモニウム 

 硫酸ナトリウム  硫酸ナトリウム 

  乾燥硫酸ナトリウム 硫酸ナトリウム(乾燥)

 硫酸バリウム  硫酸バリウム 

  硫酸バリウム被覆雲母
チタン 

硫酸バリウム被覆雲母
チタン 

 硫酸マグネシウム  硫酸マグネシウム 

粒状トウモロコシデン
プン 

  粒状トウモロコシデン
プン 

 流動イソパラフィン  流動イソパラフィン 



 流動パラフィン  流動パラフィン 

  流動ポリイソプレン 流動ポリイソプレン 

  リンゴエキス リンゴエキス 

リンゴエキス  リンゴ果汁 リンゴ果汁 

DL―リンゴ酸  DL―リンゴ酸 DL―リンゴ酸 

  リンゴ酸ジアルキル
(12，13) 

リンゴ酸ジアルキル
(12，13) 

リンゴ酸ジイソステア
リル 

 リンゴ酸ジイソステア
リル 

リンゴ酸ジイソステア
リル 

  L―リンゴ酸・L―チロ
シン縮合物二ナトリウ
ム塩 

L―リンゴ酸・L―チロ
シン縮合物二ナトリウ
ム塩 

  リンゴ水 リンゴ水 

  リンゴタンニン リンゴタンニン 

 リン酸  リン酸 

リン酸L―アスコルビ
ルマグネシウム 

 リン酸L―アスコルビ
ルマグネシウム 

リン酸L―アスコルビ
ルマグネシウム 

  リン酸アデノシン リン酸アデノシン 

リン酸アデノシン  リン酸アデノシン・無
水物 

リン酸アデノシン 

  リン酸ジグリセリル二
ナトリウム 

リン酸ジグリセリル二
ナトリウム 

  リン酸ジセチル リン酸ジセチル 

  リン酸ジセチルアルミ
ニウム 

リン酸ジセチルアルミ
ニウム 

 リン酸水素カルシウム  リン酸水素カルシウム

リン酸トリオレイル  リン酸トリオレイル リン酸トリオレイル 

  リン酸トリステアリル リン酸トリステアリル

  リン酸トリセチル リン酸トリセチル 

  リン酸トリパルミチル リン酸トリセチル(2) 

リン酸ピリドキサール  リン酸ピリドキサール リン酸ピリドキサール

  リン酸マグネシウム リン酸マグネシウム 

  リン酸モノステアリル リン酸モノステアリル

  リン酸モノセチル リン酸モノセチル 

  リン酸モノミリスチル リン酸モノミリスチル

リン酸一水素アンモニ
ウム 

 リン酸一水素アンモニ
ウム 

リン酸一水素アンモニ
ウム 

 リン酸一水素ナトリウ
ム 

 リン酸一水素ナトリウ
ム 

 リン酸三ナトリウム  リン酸三ナトリウム 

  リン酸二水素アンモニ
ウム 

リン酸二水素アンモニ
ウム 

 リン酸二水素カリウム  リン酸二水素カリウム

 リン酸二水素ナトリウ
ム 

 リン酸二水素ナトリウ
ム 

  リン酸二水素ナトリウ
ム(一水塩) 

リン酸二水素ナトリウ
ム(一水塩) 



ルチン  ルチン ルチン 

  レイシエキス レイシエキス 

レイシエキス   レイシ培養液エキス 

 レゾルシン  レゾルシン 

レタスエキス  レタス液汁 レタス液汁 

レタスエキス(2)  レタスエキス(1) レタスエキス(1) 

  レタスエキス(2) レタスエキス(2) 

レブリン酸  レブリン酸 レブリン酸 

レモンエキス  レモンエキス レモンエキス 

レモン果汁末  レモン果汁 レモン果汁 

  レンゲソウエキス レンゲソウエキス 

ローカストビーンガム  ローカストビーンガム ローカストビーンガム

ローズ水  ローズ水 ローズ水 

ローズヒップ油  ローズヒップ油 ローズヒップ油 

ローズマリーエキス  ローズマリーエキス ローズマリーエキス 

  ローズマリー水 ローズマリー水 

ローズマリー末  ローズマリー末 ローズマリー末 

ローズマリー油  ローズマリー油 ローズマリー油 

ローマカミツレエキス  ローマカミツレエキス ローマカミツレエキス

ローマカミツレ油  ローマカミツレ油 ローマカミツレ油 

ローヤルゼリー  ローヤルゼリー ローヤルゼリー 

ローヤルゼリーエキス  ローヤルゼリーエキス ローヤルゼリーエキス

  ログウッドエキス ログウッドエキス 

 ロジン  ロジン 

  ロジン酸ナトリウム処
理炭酸カルシウム 

ロジン酸ナトリウム処
理炭酸カルシウム 

ロジン酸ペンタエリス
リット 

 ロジン酸ペンタエリス
リット 

ロジン酸ペンタエリト
リット 

 ワセリン  ワセリン 

ワレモコウエキス  ワレモコウエキス ワレモコウエキス 

混合果実抽出液(1)  混合果実抽出液 オレンジ果汁、リンゴ
果汁、レモン果汁、モ
モ果汁に分割 

混合植物抽出液(1)   セイヨウキズタエキ
ス、シモツケソウエキ
ス、クレマティスエキ
ス、海藻エキス(1)、
スギナエキスに分割 

混合植物抽出液(2)   ローマカミツレエキ
ス、オドリコソウエキ
ス、ゴボウエキス、セ
イヨウキズタエキス、
アルニカエキス、オラ
ンダカラシエキス、ニ
ンニクエキス、ローズ
マリーエキス、マツエ
キスに分割 

混合植物抽出液(3)   トウキンセンカエキ



ス、ローマカミツレエ
キス、シナノキエキ
ス、ヤグルマギクエキ
ス、カモミラエキス
(1)、オトギリソウエ
キスに分割 

混合植物抽出液(4)   ゼニアオイエキス、セ
イヨウキズタエキス、
キューカンバーエキス
(1)、セイヨウニワト
コエキス、アルニカエ
キス、パリエタリアエ
キスに分割 

混合植物抽出液(5)   オランダカラシエキ
ス、ゴボウエキス、セ
ージエキス、レモンエ
キス、セイヨウキズタ
エキス、サボンソウエ
キスに分割 

混合植物抽出液(6)   ハマメリスエキス、マ
ロニエエキス、ブドウ
葉エキス、オトギリソ
ウエキス、セイヨウキ
ズタエキス、アルニカ
エキスに分割 

混合植物抽出液(8)   ポップエキス、ローズ
マリーエキス、スギナ
エキス、マツエキス、
レモンエキスに分割 

混合植物抽出液(11)   セイヨウノコギリソウ
エキス、セージエキ
ス、カモミラエキス
(1)、アルテアエキ
ス、タイムエキス
(2)、メリッサエキ
ス、オノニスエキス、
スギナエキス、セロリ
エキス、フキタンポポ
エキスに分割 

混合植物抽出液(14)   カモミラエキス(1)、
シナノキエキス、メリ
ッサエキス、ローズマ
リーエキス、ニンジン
エキス、セイヨウキズ
タエキス、オレンジフ
ラワー水に分割 

混合植物抽出液(18)   センブリエキス、ニン
ジンエキス、ヒキオコ
シエキス(1)、クララ
エキス(1)に分割 

混合植物抽出液(21)   アルニカエキス、セイ
ヨウキズタエキス、ス
ギナエキス、オトギリ
ソウエキス、セージエ
キス、セイヨウノコギ
リソウエキス、アルテ
アエキス、カモミラエ



キス(1)、トウキンセ
ンカエキスに分割 

混合植物抽出液(22)   アルニカエキス、シナ
ノキエキス、スギナエ
キス、オトギリソウエ
キス、セージエキス、
セイヨウノコギリソウ
エキス、ゼニアオイエ
キス、カモミラエキス
(1)、トウキンセンカ
エキスに分割 

混合植物抽出液(24)   エイジツエキス、クワ
エキス、シャクヤクエ
キス、トウキエキス
(1)、クララエキス(1)
に分割 

混合植物抽出液(33)   クララエキス(1)、シ
ョウキョウエキス、セ
ンキュウエキス、トウ
キエキス(1)、モモ葉
エキス、ニンジンエキ
スに分割 

  アクリル酸アルキル共
重合体液(3) 

― 

  アクリル酸ブチル・メ
タクリル酸ヒドロキシ
エチル共重合体液 

― 

2―アミノ―2―メチル
―1―プロパノール処
理セラック液 

 2―アミノ―2―メチル
―1―プロパノール処
理セラック液 

― 

2―アルキル―N―カル
ボキシエチル―N―ヒ
ドロキシエチルイミダ
ゾリニウムベタイン 

  ― 

アルキレン(20～30)グ
リコール 

 アルキレン(20～30)グ
リコール 

― 

  安息香酸ショ糖エステ
ル 

― 

 イオウ  ― 

  イソフタル酸系アルキ
ッド樹脂 

― 

  ウシ胸腺エキス(1) ― 

  ウシ胸腺エキス(2) ― 

ウシ骨髄脂  ウシ骨髄脂 ― 

  ウシ脳脂質 ― 

  ウシ脳脂質懸濁液 ― 

  ウシ脳抽出エキス ― 

  ウシ脳抽出エキス(2) ― 

  ウシ脾臓抽出液(1) ― 

  ウシ脾臓抽出液(2) ― 

ウンデシル―N―ヒド
ロキシエチル―N―カ

  ― 



ルボキシメチルイミダ
ゾリニウムベタイン 

  エポキシ変性フタル酸
系アルキッド樹脂 

― 

  塩化ポリオキシエチレ
ン(1)ポリオキシプロ
ピレン(25)ジエチルメ
チルアンモニウム 

― 

 黄土  ― 

  オキシステアリン酸グ
リセリル(1) 

― 

オルトトリルビグアナ
イド 

 オルトトリルビグアナ
イド 

― 

オレイン酸2―ヒドロ
キシ―3―［ビス(2―
ヒドロキシエチル)ア
ミノ］プロピル・オレ
イン酸ジエタノールア
ミド混合物 

 オレイン酸2―ヒドロ
キシ―3―［ビス(2―
ヒドロキシエチル)ア
ミノ］プロピル・オレ
イン酸ジエタノールア
ミド混合物 

― 

  架橋型メチルフェニル
ポリシロキサン 

― 

  カロット油 ― 

 キシレン  ― 

  魚鱗箔(3) ― 

  クエン酸アセチルトリ
エチル 

― 

  コハク酸系アルキッド
樹脂 

― 

  混合植物抽出末 ― 

 酢酸イソアミル  ― 

  酢酸イソブチル ― 

 酢酸エチル  ― 

  酢酸硬質ラノリン(1) ― 

酢酸ビニル・クロトン
酸共重合体液 

 酢酸ビニル・クロトン
酸共重合体液 

― 

  ジアラキン酸グリセリ
ル 

― 

  シクロヘキサン系アル
キッド樹脂 

― 

  シクロヘキセン系アル
キッド樹脂 

― 

水溶性コラーゲン液
(2) 

 水溶性コラーゲン液
(2) 

― 

  ステアリン酸・ミツロ
ウ石けん・ワセリン混
合物 

― 

  政府所定外変性アルコ
ール 

― 

デシルアルデヒド   ― 

  トルエンスルホンアミ ― 



ド樹脂 

ビスフェノールA型エ
ポキシ樹脂ステアリン
酸エステル(2) 

 ビスフェノールA型エ
ポキシ樹脂ステアリン
酸エステル(2) 

― 

4―ヒドロキシ―2―オ
キソベンゾキサチオー
ル 

 4―ヒドロキシ―2―オ
キソベンゾキサチオー
ル 

― 

  フタル酸系アルキッド
樹脂 

― 

フタル酸ジオクチル  フタル酸ジオクチル ― 

  プラセンタエキス(3) ― 

  プラセンタエキス(4) ― 

  プラセンタエキス(5) ― 

  n―ヘプタン ― 

ポリビニルアセタール
ジエチルアミノアセテ
ート 

 ポリビニルアセタール
ジエチルアミノアセテ
ート 

― 

  ポリメタクリル酸メチ
ル・ジメチルポリシロ
キサングラフト重合体

― 

 メチルイソブチルケト
ン 

 ― 

 メチルエチルケトン  ― 

野バラオイル  油溶性ノバラエキス ― 

  ロジン変性マレイン酸
系アルキッド樹脂 

― 


