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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・メタクリル酸ジメチ
ルアミノエチル共重合体

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

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
リル酸ヒドロ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
クリル酸メ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
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（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－アスパラギン酸カリウム Ｌ－アスパラギン酸カリウム
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
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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－アスパラギン
酸塩

Ｌ－アルギニンＬ－アスパラギン
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（１２，１
４）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（１２，１
４）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）
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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（Ｃ１２～１
５）

安息香酸アルキル（Ｃ１２～１
５）

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
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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ルオレイル
オキサゾリン

エチルヒドロキシメチルオレイル
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
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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
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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（２
Ｅ．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（２
Ｅ．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（２
Ｅ．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
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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）アンモニウム液

塩化ラウリルジメチル（エチルベ
ンジル）アンモニウム液

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
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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覆雲母 オキシ塩化ビスマス被覆雲母
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
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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

10/51



（カプリル酸・カプリン酸・ヤシ
油脂肪酸）グリセリル

（カプリル酸・カプリン酸・ヤシ
油脂肪酸）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
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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（１２，１
３）

クエン酸トリアルキル（１２，１
３）

クエン酸トリアルキル（１４，１
５）

クエン酸トリアルキル（１４，１
５）

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－オクチルドデシ
ル

クエン酸トリ２－オクチルドデシ
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－アラニ
ン縮合物液

Ｌ－グルタミン酸・ＤＬ－アラニ
ン縮合物液

Ｌ－グルタミン酸・ＤＬ－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

12/51



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－ｔ
ｅｒｔ－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－ｔ
ｅｒｔ－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１０００
００

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４０００
００

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６０００
００

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１１００
０００

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２５００
０００

高重合ポリエチレングリコール
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ポリエチレングリコール４０００
０００

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，Ｃ１
４）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，Ｃ１
４）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，Ｃ１
４）アシル－Ｌ－アスパラギン酸
ナトリウム液

Ｎ－混合脂肪酸（Ｃ１２，Ｃ１
４）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）
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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－トコフェロール 酢酸ｄ－α－トコフェロール

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
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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・酸化チタン焼結物 酸化鉄・酸化チタン焼結物 酸化鉄・酸化チタン焼結物
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サン ジオクチルシクロヘキサン

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
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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（１
４，１５）

自己乳化型酒石酸ジアルキル（１
４，１５）

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
エチレングリコール（２Ｅ．
Ｏ．）

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．）

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
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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
レート処理シルクパウダー

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

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
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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
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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ールアミド ステアリン酸ジエタノールアミド

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ン酸ジオク
チルドデシル

ステアロイルグルタミン酸ジオク
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
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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～Ｃ
３６）混合物

側鎖高級アルコール（Ｃ３２～Ｃ
３６）混合物

側鎖高級アルコール（Ｃ３２～Ｃ
３６）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）
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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
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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ホン酸トリ
エタノールアミン

ドデシルベンゼンスルホン酸トリ
エタノールアミン

ドデシルベンゼンスルホン酸トリ
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
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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グリセリル トリイソパルミチン酸グリセリル
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
レンソルビット

トリステアリン酸ポリオキシエチ
レンソルビット

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
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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（５
Ｅ．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（５
Ｅ．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
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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ピル パルミチン酸イソプロピル
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
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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ム液 ヒアルロン酸ナトリウム液 ヒアルロン酸ナトリウム液

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
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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
合体エマルション

ビニルピロリドン・スチレン共重
合体エマルション

ビニルピロリドン・スチレン共重
合体エマルション

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（３
０％）

ヒマシ油脂肪酸ナトリウム液（３
０％）

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）
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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（１２～１
５）

フマル酸ジアルキル（１２～１
５）

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
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ビス（ステアリルーN-ヒドロキシ
エチルイミダゾリン）クロル酢酸
錯体

２－ヘプタデシル－Ｎ－ヒドロキ
シエチル－Ｎ－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

２－ヘプタデシル－Ｎ－ヒドロキ
シエチル－Ｎ－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
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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１１００
０

ポリエチレングリコール１１００
０

ポリエチレングリコール１１００
０

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２０００
０

ポリエチレングリコール２０００
０

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（３
０）

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（１
１，１３，１５）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（１
１，１３，１５）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（１
１，１３，１５）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（１
１，１３，１５）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（１
１，１３，１５）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（１
１，１３，１５）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（１
１～１５）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（１
１～１５）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（１
１～１５）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（１
２，１３）エーテル（１０Ｅ．
Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２，１３）エーテル（１０Ｅ．
Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２，１３）エーテル（１０Ｅ．
Ｏ．）
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ポリオキシエチレンアルキル（１
２，１３）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（１
２，１３）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（１
２，１３）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（１
２，１３）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（１
２，１３）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（１
２，１３）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（１
２，１３）エーテル硫酸トリエタ
ノールアミン・ナトリウム（３
Ｅ．Ｏ．），アルキル（１２，１
３）硫酸ナトリウム混合物液

ポリオキシエチレンアルキル（１
２，１３）エーテル硫酸トリエタ
ノールアミン・ナトリウム（３
Ｅ．Ｏ．），アルキル（１２，１
３）硫酸ナトリウム混合物液

ポリオキシエチレンアルキル（１
２，１３）エーテル硫酸トリエタ
ノールアミン・ナトリウム（３
Ｅ．Ｏ．），アルキル（１２，１
３）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（１
２，１３）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（１
２，１３）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（１
２，１３）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（１
２，１３）エーテルリン酸（１０
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２，１３）エーテルリン酸（１０
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２，１３）エーテルリン酸（１０
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル（７Ｅ．
Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル（７Ｅ．
Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル（１２Ｅ．
Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル（１２Ｅ．
Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル（１２Ｅ．
Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル（３Ｅ．
Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル（３Ｅ．
Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）エーテル（３Ｅ．
Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１４）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（１
２～１４）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（１
２～１４）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（１
２～１４）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（１
２～１４）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（１
２～１４）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（１
２～１５）エーテル酢酸プロピル

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）エーテル酢酸プロピル

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）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（１
２～１５）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（１
２～１５）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（１
２～１５）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（１
２～１５）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（１
２～１５）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（１
２～１５）エーテルリン酸

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）エーテルリン酸

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）エーテルリン酸（２
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）エーテルリン酸

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）エーテルリン酸（１０
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）エーテルリン酸（１０
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）エーテルリン酸（１０
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）エーテルリン酸（８
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）エーテルリン酸（８
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１５）エーテルリン酸（８
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１６）エーテルリン酸

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１６）エーテルリン酸

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１６）エーテルリン酸（６
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１６）エーテルリン酸（６
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンアルキル（１
２～１６）エーテルリン酸（６
Ｅ．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
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ポリオキシエチレン液状ラノリン
（７５Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレン液状ラノリン
（７５Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレン液状ラノリン
（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レスタノー
ルエーテル

ポリオキシエチレンコレスタノー
ルエーテル

ポリオキシエチレンコレスタノー
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（４
Ｅ．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（４
Ｅ．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（４
Ｅ．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
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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（３
０）

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（６
５）

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（７
０）

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（３
５）

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（１
７）

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（２
０）

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（６
５）

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（１
７）

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（３
０）

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（３
５）

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．）
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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（５
０）

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
キシプロピレングリコール（１
７）

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．）（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（５
５）

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（１
７）

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（３
Ｅ．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（３
Ｅ．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（３
Ｅ．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（３
０）

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（３
０）

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（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．）
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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（３
３）

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（３０）ポリ
オキシプロピレングリコール（３
５）

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．）（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（５
５）

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（４
０）

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（４
０）

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（３
０）

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（３
０）

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（２
４Ｅ．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（２
４Ｅ．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（２
４Ｅ．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（３
E．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（４
E．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（３
４Ｅ．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（３
４Ｅ．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（３
４Ｅ．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（１０
Ｅ．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（１０
Ｅ．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（１０
Ｅ．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（１０
Ｅ．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（２０
Ｅ．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（２０
Ｅ．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（２０
Ｅ．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（２０
Ｅ．Ｏ．）（８Ｐ．Ｏ．）
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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（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（１０
Ｅ．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（１２
Ｅ．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（１７
Ｅ．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（２０
Ｅ．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（３０
Ｅ．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（３５
Ｅ．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（３６
Ｅ．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（３７
Ｅ．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（４５
Ｅ．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．）（７
５Ｐ．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．）（７
５Ｐ．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．）（７
５Ｐ．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．）（６５
Ｐ．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．）（６５
Ｐ．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．）（６５
Ｐ．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

37/51



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（８
Ｅ．Ｏ．）

ポリオキシエチレンミツロウ（８
Ｅ．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
ウム液

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

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
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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ステアリル
エーテル

ポリオキシプロピレンステアリル
エーテル

ポリオキシプロピレンステアリル
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）
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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
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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ドデシル ミリスチン酸オクチルドデシル

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－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重合体液
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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
チオニン・加水分解エラスチン縮
合液

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

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
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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
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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グネシウ
ム・トリエタノールアミン

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

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

44/51



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）

45/51



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
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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エチレング
リセリル

ラウリン酸ポリオキシエチレング
リセリル

ラウリン酸ポリオキシエチレング
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－グルタミン
酸ジ（フィトステリル・２－オク
チルドデシル）

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）

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
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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グリセリル リシノレイン酸ヘキサグリセリル
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
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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（１２，１
３）

リンゴ酸ジアルキル（１２，１
３）

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
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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 －
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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

－

（注）　「－」は外原規2006に収載されない成分
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