
別表

（注１）　成分コードは、FD申請コードを優先している。

（注２）　注射剤については、分量に影響する簡略名は不可とする。

（注３）　日本薬局方品目については、別名も可とする。

                                 平 成 １４ 年 ３ 月 １３ 日

　　　　　　　　　　　　　　協力：日本医薬品添加剤協会

(医薬品添加物事典収載成分)

医薬品添加物成分の記載名称リスト

（注４）　アルコールを含有するいわゆるドリンク剤に関するエタノールの記載名は、
　　　　　昭和５９年６月２８日付日薬連発第３３４号に従う。

　　　　　　　　　　　　　　日 本 製 薬 団 体 連 合 会



成分名 別名又は簡略名

1 120014 ＲＳＳ　Ｎｏ．１　生ゴム ＲＳＳ　Ｎｏ．１　生ゴム 生ゴム

2 110560 アクリル酸・アクリル酸オクチルエステル共重合体 アクリル酸・アクリル酸オクチルエステル共重合体 アクリル酸・アクリル酸オクチルエステルコポリマー

3 100279 アクリル酸エステル・酢酸ビニルコポリマー アクリル酸エステル・酢酸ビニルコポリマー アクリル酸エステル・酢酸ビニル共重合体

アクリル酸２－エチルヘキシル・ビニルピロリドン共重合体 アクリル酸２－エチルヘキシル・ビニルピロリドンコポリマー

酢酸エチル

アクリル酸２－エチルヘキシル・メタクリル酸２－エチルヘキシル・
メタクリル酸ドデシル共重合体

アクリル酸２－エチルヘキシル・メタクリル酸２－エチルヘキシル・
メタクリル酸ドデシルコポリマー

酢酸エチル

アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体

ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

7 109097 アクリル酸シルクフィブロイン共重合樹脂 アクリル酸シルクフィブロイン共重合樹脂 アクリル酸シルクフィブロインコポリマー

8 109099 アクリル酸デンプン１０００ アクリル酸デンプン１０００ アクリル酸デンプン

9 110680 アクリル酸デンプン３００ アクリル酸デンプン３００ アクリル酸デンプン

アクリル酸メチル・アクリル酸－２－エチルヘキシル共重合樹脂 アクリル酸メチル・アクリル酸－２－エチルヘキシルコポリマー

ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

アクリル樹脂アルカノールアミン

＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

12 100297 アジピン酸 アジピン酸

13 110681 アジピン酸ジイソブチル アジピン酸ジイソブチル

14 101861 アジピン酸ジイソプロピル アジピン酸ジイソプロピル

15 101915 アジピン酸ジオクチル アジピン酸ジオクチル

16 520034 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

17 105282 アジピン酸ポリエステル アジピン酸ポリエステル

18 120033 亜硝酸ジシクロヘキシルアミン 亜硝酸ジシクロヘキシルアミン

19 106703 亜硝酸ナトリウム 亜硝酸ナトリウム 亜硝酸Na

20 504017 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Na

21 001008 アスコルビン酸  ＊ アスコルビン酸 ビタミンC

22 103749 Ｌ－アスコルビン酸ステアリン酸エステル Ｌ－アスコルビン酸ステアリン酸エステル

23 108638 Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム Ｌ－アスコルビン酸Na

24 003608 Ｌ－アスパラギン酸 Ｌ－アスパラギン酸

25 111532 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Na

26 003026 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 Ｌ－アスパラギン酸Mg

記載名称

11

＊

500001 アクリル樹脂アルカノールアミン液 ＊

＊122111
アクリル酸２－エチルヘキシル・メタクリル酸２－エチルヘキシル・
メタクリル酸ドデシル共重合体溶液

＊アクリル酸エチル・メタクリル酸メチルコポリマー分散液120032

添加物事典名
複数成
分記載

(*)

4 109602 アクリル酸２－エチルヘキシル・ビニルピロリドン共重合体溶液 ＊

6

10 111960

№
成分
コード

5

アクリル酸メチル・アクリル酸－２－エチルヘキシル共重合樹脂エ
マルジョン

日局
収載
(*)

1 



成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

27 109295 アスパルテーム アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)

28 100261 アセチルグリセリン脂肪酸エステル アセチルグリセリン脂肪酸エステル

29 999999 アセチルトリプトファン アセチルトリプトファン

30 107780 アセチルトリプトファンナトリウム アセチルトリプトファンナトリウム アセチルトリプトファンNa

31 520052 アセトアニリド アセトアニリド

32 001018 アセトン アセトン

33 110690 アセンヤクタンニン末 アセンヤクタンニン末 アセンヤクタンニン

34 002013 アセンヤク末    ＊ アセンヤク末 アセンヤク

35 100694 アゾジカルボンアミド アゾジカルボンアミド

36 111978 アプロチニン液 アプロチニン液 アプロチニン

37 120066 アマチャ ＊ アマチャ

38 520061 アマチャエキス アマチャエキス

39 002018 アマチャ末 　 ＊ アマチャ末 アマチャ

40 109215 アミノアルキルメタクリレートコポリマーＥ アミノアルキルメタクリレートコポリマーＥ アミノアルキルメタクリレート共重合体Ｅ

41 109100 アミノアルキルメタクリレートコポリマーＲＳ アミノアルキルメタクリレートコポリマーＲＳ アミノアルキルメタクリレート共重合体ＲＳ

42 001027 アミノ安息香酸エチル ＊ アミノ安息香酸エチル

43 002019 アミノエチルスルホン酸 アミノエチルスルホン酸

44 120302 アミロペクチン アミロペクチン

45 120034 アメ粉 アメ粉 アメ

46 101962 ＤＬ－アラニン ＤＬ－アラニン

47 003609 Ｌ－アラニン Ｌ－アラニン

48 001035 アラビアゴム 　 ＊ アラビアゴム

49 001036 アラビアゴム末  　＊ アラビアゴム末 アラビアゴム

50 003015 アラントイン アラントイン

51 111961 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Na

52 001037 亜硫酸水素ナトリウム ＊ 亜硫酸水素ナトリウム 亜硫酸水素Na

53 003016 亜硫酸ナトリウム 亜硫酸ナトリウム 亜硫酸Na

54 108506 アリルグリシジルエーテル アリルグリシジルエーテル

55 003610 Ｌ－アルギニン Ｌ－アルギニン

アルキルアリルスルホン酸カルシウム アルキルアリルスルホン酸Ca

＊ ポリオキシエチレンラウリルエーテル

57 109609 アルキルアリルポリエーテルアルコール アルキルアリルポリエーテルアルコール

58 120035 アルキルジメチルアミンオキシド液 アルキルジメチルアミンオキシド液 アルキルジメチルアミンオキシド

120303
アルキルアリルスルホン酸カルシウム・ポリオキシエチレンラウリ
ルエーテル混合物

56 ＊

2 



成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

ナフタレン

α－メチルナフタレン

β－メチルナフタレン

ジメチルナフタレン

ジフェニル

60 120304 アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム液 アルキルナフタレンスルホン酸ナトリウム液 アルキルナフタレンスルホン酸Na

アルキルベンゼンスルホン酸塩

アルキルナフタレンスルホン酸塩

アルキルベンゼンスルホン酸塩

アルキルナフタレンスルホン酸塩

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル

63 120234 アルキルベンゼンスルホン酸塩型乳化剤 アルキルベンゼンスルホン酸塩

64 120307 アルキルベンゼンスルホン酸塩パウダー アルキルベンゼンスルホン酸塩

アルキルベンゼンスルホン酸塩

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

アルキルベンゼンスルホン酸塩

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

脂肪酸ポリオキシエチレンソルビタン

アルキルベンゼンスルホン酸塩

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル

アルキルベンゼンスルホン酸塩

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル

アルキルベンゼンスルホン酸塩

ポリオキシエチレン多環フェニルエーテル

アルキルベンゼンスルホン酸塩

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル

ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル

アルキルベンゼンスルホン酸塩

ポリオキシエチレンヒマシ油

72 100364 アルギン酸 アルギン酸

73 001039 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Na

74 003018 アルギン酸プロピレングリコールエステル アルギン酸プロピレングリコールエステル

59 ＊

＊

＊

アルキルベンゼンスルホン酸塩・ポリオキシエチレンヒマシ油混合
乳化剤

＊

120233 アルキルナフタレン系混合溶剤

62

アルキルベンゼンスルホン酸塩・アルキルナフタレンスルホン酸
塩混合乳化剤

12030561

アルキルベンゼンスルホン酸塩・アルキルナフタレンスルホン酸
塩・ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル混合乳化剤

120306

65 120236
アルキルベンゼンスルホン酸塩・ポリオキシエチレンアルキル
エーテル混合乳化剤

＊

66 120237
アルキルベンゼンスルホン酸塩・ポリオキシエチレンアルキル
エーテル・脂肪酸ポリオキシエチレンソルビタン混合乳化剤

＊

67 120238
アルキルベンゼンスルホン酸塩・ポリオキシエチレンアルキル
エーテル・ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル混合乳
化剤

＊

68 120240
アルキルベンゼンスルホン酸塩・ポリオキシエチレンアルキルフェ
ニルエーテル混合乳化剤

＊

69 120245
アルキルベンゼンスルホン酸塩・ポリオキシエチレン多環フェニル
エーテル混合乳化剤

＊

70 120308

71 120246

＊
アルキルベンゼンスルホン酸塩・ポリオキシエチレンアルキルフェ
ニルエーテル・ポリオキシエチレンアルキルアリルエーテル混合
乳化剤

3 



成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

75 100418 アルファー化デンプン アルファー化デンプン

76 109280 アルファチオグリセリン アルファチオグリセリン チオグリセリン

77 100359 アルブミン アルブミン

78 100405 アルモンド油 アルモンド油 アーモンド油

79 002023 安息香酸 　 ＊ 安息香酸

安息香酸デナトニウム

 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

81 002024 安息香酸ナトリウム    ＊ 安息香酸ナトリウム 安息香酸Na

82 002025 安息香酸ベンジル 　 ＊ 安息香酸ベンジル

83 120015 アンソッコウ    ＊ アンソッコウ

アンソッコウチンキ

 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

85 999999 アンバーライト IRP-64 アンバーライト IRP-64 メタクリル酸・ジビニルベンゼン共重合体

86 001050 アンモニア水  　＊ アンモニア水 アンモニア

87 500029 イオウ    ＊ イオウ

88 111544 イソ吉草酸イソアミル イソ吉草酸イソアミル

89 108599 イソシアヌール酸 イソシアヌール酸

90 108522 イソステアリルアルコール イソステアリルアルコール

91 111546 イソステアリルパルミテート イソステアリルパルミテート

92 103139 イソステアリン酸 イソステアリン酸

93 111545 イソステアリン酸ヘキサデシル イソステアリン酸ヘキサデシル

94 100395 イソチオシアン酸アリル イソチオシアン酸アリル

95 120251 イソパラフィン イソパラフィン

96 110719 イソブタノール イソブタノール

97 001060 イソプロパノール    ＊ イソプロパノール

４，４’－イソプロピリデンジフェノール・１－クロロ－２，３－エポキ
シプロパン重合物

４，４’－イソプロピリデンジフェノール・１－クロロ－２，３－エポキ
シプロパン重合体

フタル酸ジブチル

99 003024 イソボルニルチオシアノアセテート イソボルニルチオシアノアセテート

100 001062 イノシトール イノシトール

101 520128 ５’－イノシン酸二ナトリウム ５’－イノシン酸二ナトリウム ５’－イノシン酸2Na

＊

120309

アンソッコウチンキ

＊80

84 120310

安息香酸デナトニウム変性アルコール（９５vol％）

98 120311
４，４’－イソプロピリデンジフェノール・１－クロロ－２，３－エポキ
シプロパン重合物フタル酸ジブチル液

＊

4 



成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

102 102180 イプシロン－アミノカプロン酸 イプシロン－アミノカプロン酸 アミノカプロン酸

103 120252 イボタロウ イボタロウ

104 103095 イリス根末 イリス根末 イリス根

105 001063 インジゴカルミン  　＊ インジゴカルミン

106 520135 ウイキョウ    ＊ ウイキョウ

ウイキョウチンキ

　 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

108 107500 ウイキョウ末 　 ＊ ウイキョウ末 ウイキョウ

109 002035 ウイキョウ油 　 ＊ ウイキョウ油

ウコン

　 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

111 001070 ウルソデスオキシコール酸 　 ＊ ウルソデオキシコール酸

112 003600 液化石油ガス 液化石油ガス 石油ガス、LPG

113 120312 液化二酸化炭素 液化二酸化炭素 二酸化炭素

114 120253 液状エポキシ樹脂 液状エポキシ樹脂 エポキシ樹脂

115 111855 液状クマロン樹脂 液状クマロン樹脂 クマロン樹脂

116 001535 液状フェノール    ＊ 液状フェノール フェノール

117 122112 液状ポリイソプレンゴム 液状ポリイソプレンゴム ポリイソプレンゴム

118 109939 液状ラノリン 液状ラノリン ラノリン

119 109941 液体かせいカリ 液体かせいカリ
水酸化K
かせいカリ

120 110635 液糖 液糖

121 109398 エステル化トウモロコシ油 エステル化トウモロコシ油

122 102199 エステルガム エステルガム

123 108634 ＳＢＲ合成ラテックス ＳＢＲ合成ラテックス スチレン・ブタジエンラテックス

124 001075 エタノール     ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

125 110566 エタノール５０ エタノール５０
エタノール
エチルアルコール
アルコール

＊ウコン抽出液110 110136

107 107499 ウイキョウチンキ ＊

5 



成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

126 110749 ５５vol％エタノール ５５vol％エタノール
エタノール
エチルアルコール
アルコール

127 109570 ７０vol％エタノール ７０vol％エタノール
エタノール
エチルアルコール
アルコール

128 102258 エチルセルロース エチルセルロース

エチルセルロース

    ＊ セタノール

    ＊ ラウリル硫酸ナトリウム ラウリル硫酸Na

130 109317 エチル尿素 エチル尿素

131 102255 エチルバニリン エチルバニリン

132 122113 ２－エチルヘキサン酸セチル ２－エチルヘキサン酸セチル

133 109236 ２－エチル－１，３－ヘキサンジオール ２－エチル－１，３－ヘキサンジオール

134 102279
エチルヘキシル－イソプロピル－メチルビシクロ－オクト－ジカル
ボキシミド

エチルヘキシル－イソプロピル－メチルビシクロ－オクト－ジカル
ボキシミド

135 102242 エチルマルトール エチルマルトール

136 109101 エチレンカーボネート エチレンカーボネート

137 102265 エチレングリコール エチレングリコール

138 100101 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

139 102266 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 エチレングリコールブチルエーテル

140 109668 エチレングリコールモノメチルエーテル エチレングリコールモノメチルエーテル エチレングリコールメチルエーテル

141 120254 エチレン・酢酸ビニル共重合体 エチレン・酢酸ビニル共重合体 エチレン・酢酸ビニルコポリマー

142 120314 エチレン・酢酸ビニル共重合体９％ＶＡ エチレン・酢酸ビニル共重合体９％ＶＡ
エチレン・酢酸ビニル共重合体
エチレン・酢酸ビニルコポリマー

143 002042 エチレンジアミン 　 ＊ エチレンジアミン

144 109216 エデト酸カルシウム二ナトリウム エデト酸カルシウム二ナトリウム エデト酸Ca/2Na

145 002043 エデト酸ナトリウム 　 ＊ エデト酸ナトリウム エデト酸Na

146 107215 エデト酸四ナトリウム エデト酸四ナトリウム エデト酸4Na

147 109055 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4Na

148 001085 エーテル エーテル

149 120315 エポキシ化ダイズ油 エポキシ化ダイズ油 エポキシ化大豆油

150 120255 エポキシヘキサヒドロフタル酸ジエステル エポキシヘキサヒドロフタル酸ジエステル

129 120313 ＊エチルセルロース水分散液
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

151 120256 エポキシヘキサヒドロフタル酸ジステアリル エポキシヘキサヒドロフタル酸ジステアリル

152 120316 エリスリトール エリスリトール

153 102189 エリソルビン酸 エリソルビン酸

154 106658 エリソルビン酸ナトリウム エリソルビン酸ナトリウム エリソルビン酸Na

155 002045 塩化亜鉛 　 ＊ 塩化亜鉛

156 109002 塩化亜鉛溶液 塩化亜鉛溶液 塩化亜鉛

157 100441 塩化アルミニウム 塩化アルミニウム 塩化Al

158 001097 塩化アンモニウム 塩化アンモニウム

159 001098 塩化カリウム 　 ＊ 塩化カリウム 塩化K

160 001099 塩化カルシウム  　＊ 塩化カルシウム 塩化Ca

161 005602 塩化セチルピリジニウム 塩化セチルピリジニウム

162 120059 塩化第一スズ 塩化第一スズ

163 002047 塩化第二鉄 塩化第二鉄

164 001105 塩化ナトリウム 　 ＊ 塩化ナトリウム 塩化Na

165 001108 塩化ベンザルコニウム    ＊ 塩化ベンザルコニウム

166 500072 塩化ベンザルコニウム液 　 ＊ 塩化ベンザルコニウム液 塩化ベンザルコニウム

167 001110 塩化ベンゼトニウム 　 ＊ 塩化ベンゼトニウム

168 500074 塩化ベンゼトニウム液    ＊ 塩化ベンゼトニウム液 塩化ベンゼトニウム

169 103935 塩化マグネシウム 塩化マグネシウム 塩化Mg

170 001112 塩化メチルロザニリン  　＊ 塩化メチルロザニリン

171 001113 塩酸 　 ＊ 塩酸

172 111562 塩酸アルギニン    ＊ 塩酸Ｌ-アルギニン 塩酸アルギニン

173 500078 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 塩酸アルキルジアミノエチルグリシン

174 102519 塩酸グルコサミン 塩酸グルコサミン

175 003638 塩酸クロルヘキシジン    ＊ 塩酸クロルヘキシジン

176 101634 塩酸システイン 塩酸システイン

177 107443 塩酸トリエタノールアミン 塩酸トリエタノールアミン

178 003678 Ｌ－塩酸ヒスチジン Ｌ－塩酸ヒスチジン

179 003674 塩酸メプリルカイン 塩酸メプリルカイン

180 001177 塩酸リジン 　 ＊ 塩酸 L-リジン 塩酸リジン

181 103841 塩酸リドカイン 塩酸リドカイン

182 105492 塩素酸カリウム 塩素酸カリウム 塩素酸K

183 110791 煙霧灯油 煙霧灯油 灯油
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

184 102290 オイゲノール オイゲノール

185 107704 黄酸化鉄 黄酸化鉄 酸化鉄

186 109059 黄色三二酸化鉄 黄色三二酸化鉄 三二酸化鉄

187 001733 黄色ワセリン  　＊ 黄色ワセリン ワセリン

188 001182 オウバク末 　 ＊ オウバク末 オウバク

189 104806 オウヒエキス オウヒエキス

190 120076 オウレン    ＊ オウレン

191 001184 オウレン末    ＊ オウレン末 オウレン

192 110082 ４，４’－オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジッド） ４，４’－オキシビス（ベンゼンスルホニルヒドラジッド）

193 108980 オキシベンゾン オキシベンゾン

194 120317 オクタクロロジプロピルエーテル オクタクロロジプロピルエーテル

195 104791 オクチルデシルトリグリセリド オクチルデシルトリグリセリド

196 003805 オクチルドデカノール オクチルドデカノール

197 106708 オクチルフェノキシエトキシエチルエーテルスルホン酸ナトリウム オクチルフェノキシエトキシエチルエーテルスルホン酸ナトリウム オクチルフェノキシエトキシエチルエーテルスルホン酸Na

198 999999 オノニス根乾燥エキス オノニス根乾燥エキス オノニス根エキス

　 ＊ 無水エタノール
エタノール
エチルアルコール
アルコール

　 ＊ ヒドロキシプロピルセルロース

　 ＊ 酸化チタン

カルミン

　 ＊ リボフラビン ビタミンＢ２

　 ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910 ヒドロキシプロピルメチルセルロース

　 ＊ 酸化チタン

　 ＊ マクロゴール400
マクロゴール
ポリエチレングリコール

三二酸化鉄

オバスプレーK-1-24904 ＊

オパドライ　OY-6950 ＊

199 999999

200 999999
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

　 ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910 ヒドロキシプロピルメチルセルロース

　 ＊ マクロゴール6000
マクロゴール
ポリエチレングリコール

　 ＊ 酸化チタン

黄色三二酸化鉄 三二酸化鉄

　 ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910 ヒドロキシプロピルメチルセルロース

　 ＊ マクロゴール6000
マクロゴール
ポリエチレングリコール

　 ＊ 酸化チタン

黄色三二酸化鉄 三二酸化鉄

　 ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910 ヒドロキシプロピルメチルセルロース

　 ＊ 酸化チタン

エチルセルロース

黄色三二酸化鉄 三二酸化鉄

　 ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910 ヒドロキシプロピルメチルセルロース

　 ＊ 酸化チタン

　 ＊ 軽質無水ケイ酸 無水ケイ酸

　 ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910 ヒドロキシプロピルメチルセルロース

　 ＊ 酸化チタン

黄色三二酸化鉄 三二酸化鉄

　 ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース2910 ヒドロキシプロピルメチルセルロース

　 ＊ 酸化チタン

　 ＊ タルク

　 ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース

　 ＊ 酸化チタン

三二酸化鉄

黄色三二酸化鉄 三二酸化鉄

黒色酸化鉄 酸化鉄

208 001191 オリブ油    ＊ オリブ油

209 104831 オレイルアルコール オレイルアルコール

210 002062 オレイン酸 オレイン酸

211 102246 オレイン酸エチル オレイン酸エチル

212 104830 オレイン酸オレイル オレイン酸オレイル

オパドライ　OY-S-22829 ＊

202 999999 オパドライ　OY-S-22835

204 999999 オパドライ　OY-S-7135

201 999999

＊

203 999999 オパドライ　OY-S-22961 ＊

＊

205 999999 オパドライ　OY-S-8471 ＊

206 999999 オパドライ　OY-S-9607 ＊

207 999999 オパドライベージュ ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

213 101696 オレイン酸デシル オレイン酸デシル

214 106709 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Na

215 502029 α－オレフィンオリゴマー α－オレフィンオリゴマー オレフィンオリゴマー

216 104855 オレンジ オレンジ

オレンジエキス

 ＊ 濃グリセリン(濃グリセリンを加えている場合) グリセリン

 ＊ オレンジ油

　 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

219 002063 オレンジ油  　＊ オレンジ油

220 999999 カアトレジン カアトレジン

221 001193 カオリン    ＊ カオリン

222 001194 カカオ脂    ＊ カカオ脂

223 111963 カカオ末 カカオ末 カカオ

224 120078 カゴソウ    ＊ カゴソウ

225 520287 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

加水分解デンプン

   ＊ 軽質無水ケイ酸 無水ケイ酸

227 001665 加水ラノリン    ＊ 加水ラノリン ラノリン

228 110160 カスターワックス カスターワックス

229 001195 ガーゼ    ＊ ガーゼ

230 101267 カゼイン カゼイン

231 120319 カゼイン製ペプトン カゼイン製ペプトン

232 106628 カゼインナトリウム カゼインナトリウム カゼインNa

三二酸化鉄

黄色三二酸化鉄 三二酸化鉄

黒色酸化鉄 酸化鉄

234 002078 果糖    ＊ 果糖

235 果糖ブドウ糖液糖 果糖ブドウ糖液糖

218 110156 オレンジエッセンス ＊

217 104858 オレンジエキス

加水分解デンプン加軽質無水ケイ酸

 ＊

226 109198 ＊

233 999999 褐色酸化鉄 ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

Ａ

Ｂ＊

香料

　 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

237 001198 カプセル    ＊ 記載不要、但し記載指定成分を含有する場合は記載すること。

238 101213 カプタン カプタン

239 106623 カプリル酸ナトリウム カプリル酸ナトリウム カプリル酸Na

240 511014 カプリン酸 カプリン酸

241 101233 カーボンブラック カーボンブラック

242 103310 カミツレ油 カミツレ油

243 109190 カラギーナン カラギーナン

244 101214 カラメル カラメル

245 120060 カラヤガム末 カラヤガム末 カラヤガム

　 ＊ Ｄ－ソルビトール

　 ＊ Ｄ－マンニトール

水素添加オリゴ糖 水添オリゴ糖

247 002086 カリ石ケン    ＊ カリ石ケン

248 105513 過硫酸カリウム 過硫酸カリウム 過硫酸K

249 103410 軽石粒 軽石粒 軽石

250 002087 カルナウバロウ    ＊ カルナウバロウ

251 101219 カルバコール カルバコール

252 004003 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム 　 ＊ カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム カルバゾクロムスルホン酸Na

253 101243 カルボキシビニルポリマー カルボキシビニルポリマー

254 101246 カルボキシメチルエチルセルロース カルボキシメチルエチルセルロース

255 110169 カルボキシメチルスターチナトリウム カルボキシメチルスターチナトリウム カルボキシメチルスターチNa

256 101254 カルミン カルミン

257 111587 カルメロース 　 ＊ カルメロース
カルボキシメチルセルロース
CMC

258 111964 カルメロースカリウム カルメロースカリウム
カルメロースK
カルボキシメチルセルロースK
CMC-K

香料、エタノール

246 999999 カリオン 83

Ｃ＊

236 109689
カプシカムフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

カプシカムフレーバー(香料、エタノール)

＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

259 110837 カルメロースカルシウム 　 ＊ カルメロースカルシウム
カルメロースCa
カルボキシメチルセルロースCa
CMC-Ca

260 110838 カルメロースナトリウム 　 ＊ カルメロースナトリウム
カルメロースNa
カルボキシメチルセルロースNa
CMC-Na

β－カロチン カロチン

　 ＊ 流動パラフィン

　 ＊ アラビアゴム

　 ＊ プロピレングリコール

リン酸

　 ＊ アスコルビン酸 ビタミンC

262 100836 β－カロチン β－カロチン カロチン

263 101196 カロペプタイド カロペプタイド

264 120016 還元水アメ 還元水アメ

265 103319 還元麦芽糖水アメ 還元麦芽糖水アメ

266 109974 還元ラノリン 還元ラノリン

267 110452 感光素２０１号 感光素２０１号

268 106575 含水二酸化ケイ素 含水二酸化ケイ素 二酸化ケイ素

269 507031 含水無晶形酸化ケイ素 含水無晶形酸化ケイ素 酸化ケイ素

270 120081 カンゾウ    ＊ カンゾウ

271 001038 乾燥亜硫酸ナトリウム    ＊ 乾燥亜硫酸ナトリウム 亜硫酸Na

272 500112 カンゾウエキス    ＊ カンゾウエキス

273 504106 乾燥クロレラ 乾燥クロレラ クロレラ

274 001246 乾燥酵母    ＊ 乾燥酵母 酵母

275 001344 乾燥水酸化アルミニウムゲル    ＊ 乾燥水酸化アルミニウムゲル 水酸化Al

276 002090 カンゾウ粗エキス    ＊ カンゾウ粗エキス

277 002253 乾燥炭酸ナトリウム    ＊ 乾燥炭酸ナトリウム 炭酸Na

278 109972 乾燥乳状白ラック 乾燥乳状白ラック 白ラック

279 520324 カンゾウ末    ＊ カンゾウ末 カンゾウ

280 120320 乾燥メタクリル酸コポリマーＬＤ 乾燥メタクリル酸コポリマーＬＤ
メタクリル酸コポリマーLD
メタクリル酸共重合体LD

281 109973 乾燥卵白 乾燥卵白 卵白

109695261 ＊カロチン液
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

282 103947 乾燥硫酸マグネシウム 乾燥硫酸マグネシウム 硫酸Mg

283 520325 カンテン    ＊ カンテン

284 002095 カンテン末    ＊ カンテン末 カンテン

285 120257 寒梅粉 寒梅粉

286 001208 ｄ－カンフル    ＊ ｄ－カンフル

287 001209 ｄｌ－カンフル    ＊ ｄｌ－カンフル

288 001114 希塩酸    ＊ 希塩酸 塩酸

289 109058 キサンタンガム キサンタンガム

290 004200 キシリトール    ＊ キシリトール

キシレン

エチルベンゼン

292 120300 ３度キシレン ３度キシレン キシレン

293 110857 ５度キシレン ５度キシレン キシレン

294 101651 Ｄ－キシロース Ｄ－キシロース

295 002107 牛脂    ＊ 牛脂

296 102651 牛脂硬化油 牛脂硬化油

Ａ

   ＊ 白色ワセリン ワセリン

   ＊ セタノール

　 ＊ サラシミツロウ

　 ＊ セスキオレイン酸ソルビタン

   ＊ ラウロマクロゴール

   ＊ パラオキシ安息香酸エチル(又はメチル)
エチル(メチル)パラベン
パラベン

   ＊ パラオキシ安息香酸ブチル(又はプロピル)
ブチル(プロピル)パラベン
パラベン

298 110457 吸着精製ラノリン 吸着精製ラノリン ラノリン

299 122102 魚鱗箔 魚鱗箔

300 103518 金箔 金箔

301 102495 銀箔 銀箔

302 520357 グァーガム グァーガム

303 520354 ５’－グアニル酸二ナトリウム ５’－グアニル酸二ナトリウム ５’－グアニル酸2Na

キシレン

297

＊

吸水軟膏(白色ワセリン、セタノール、サラシミツロウ、セスキオレイン酸ソルビタン、ラウロマクロゴール、エチル(又はメチル)パラベ
ン、ブチル(又はプロピル)パラベン)

吸水軟膏(Ａ、Ｂのいずれかで記載する)001212

291 004201

Ｂ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

304 001215 クエン酸     ＊ クエン酸

305 004403 クエン酸カルシウム クエン酸カルシウム クエン酸Ca

306 108905 クエン酸トリエチル クエン酸トリエチル

307 001219 クエン酸ナトリウム    ＊ クエン酸ナトリウム クエン酸Na

308 110175 クエン酸二水素ナトリウム クエン酸二水素ナトリウム クエン酸二水素Na

309 111965 クエン酸二ナトリウム クエン酸二ナトリウム クエン酸2Na

310 520366 クマザサエキス クマザサエキス

311 102546 グリシン    ＊ グリシン

312 001223 グリセリン    ＊ グリセリン

313 004409 グリセリン脂肪酸エステル グリセリン脂肪酸エステル

314 001225 グリセロリン酸カルシウム グリセロリン酸カルシウム グリセロリン酸Ca

315 102556 グリチルリチン酸 グリチルリチン酸

316 107478 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3Na

317 109208 グリチルリチン酸二アンモニウム グリチルリチン酸二アンモニウム

318 004424 グリチルリチン酸二カリウム グリチルリチン酸二カリウム グリチルリチン酸2K

319 101946 グリチルリチン酸二ナトリウム グリチルリチン酸二ナトリウム グリチルリチン酸2Na

320 109718 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 グリチルリチン酸アンモニウム

321 004410 グリチルレチン酸 グリチルレチン酸

322 102518 グルコノ－δ－ラクトン グルコノ－δ－ラクトン グルコノラクトン

323 102517 グルコン酸 グルコン酸

324 001226 グルコン酸カルシウム 　 ＊ グルコン酸カルシウム グルコン酸Ca

325 101374 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 グルコン酸クロルヘキシジン

326 106667 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Na

327 103939 グルコン酸マグネシウム グルコン酸マグネシウム グルコン酸Mg

328 003612 Ｌ－グルタミン Ｌ－グルタミン

329 003613 Ｌ－グルタミン酸 Ｌ－グルタミン酸

330 103748 Ｌ－グルタミン酸Ｌ－アルギニン Ｌ－グルタミン酸Ｌ－アルギニン

331 111966 Ｌ－グルタミン酸塩酸塩 Ｌ－グルタミン酸塩酸塩

332 111967 Ｌ－グルタミン酸カリウム Ｌ－グルタミン酸カリウム Ｌ－グルタミン酸K

333 104330 Ｌ－グルタミン酸ナトリウム Ｌ－グルタミン酸ナトリウム Ｌ－グルタミン酸Na

334 109102 Ｌ－グルタミン酸Ｌ－リジン Ｌ－グルタミン酸Ｌ－リジン

335 103690 クレー クレー

336 101592 クレアチニン クレアチニン
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

337 001229 クレゾール  　＊ クレゾール

338 103907 ｍ－クレゾール ｍ－クレゾール クレゾール

339 101597 クレゾール酸 クレゾール酸

340 120321 クレー（木ロウ処理） クレー（木ロウ処理）

341 109711 クレー粒 クレー粒 クレー

342 103712 黒砂糖 黒砂糖

343 109024 黒酸化鉄 黒酸化鉄 酸化鉄

344 109345 クロスカルメロースナトリウム クロスカルメロースナトリウム
クロスカルメロースNa
クロスカルボキシメチルセルロースNa
クロスCMC-Na

345 110898 クロスポビドン クロスポビドン

346 101600 クロタミトン クロタミトン

347 500140 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 クロルヒドロキシAl

348 520385 クロレラエキス クロレラエキス

349 120322 クロレラ末 クロレラ末 クロレラ

350 101381 クロロクレゾール クロロクレゾール

351 001236 クロロブタノール  　＊ クロロブタノール

352 120088 ケイガイ 　 ＊ ケイガイ

353 103930 ケイ酸アルミン酸マグネシウム ケイ酸アルミン酸マグネシウム ケイ酸アルミン酸Mg

354 004600 ケイ酸カルシウム ケイ酸カルシウム ケイ酸Ca

355 001240 ケイ酸マグネシウム 　 ＊ ケイ酸マグネシウム ケイ酸Mg

356 122103 ケイ酸マグネシウムアルミニウム ケイ酸マグネシウムアルミニウム ケイ酸Mg/Al

357 110461 軽質酸化アルミニウム 軽質酸化アルミニウム 酸化Al

358 002122 軽質無水ケイ酸  　＊ 軽質無水ケイ酸 無水ケイ酸

 　＊ ヒドロキシプロピルセルロース

 　＊ 軽質無水ケイ酸 無水ケイ酸

360 001497 軽質流動パラフィン 　 ＊ 軽質流動パラフィン 流動パラフィン

361 101772 ケイソウ土 ケイソウ土

359 軽質無水ケイ酸含有ヒドロキシプロピルセルロース110462 ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

ケイヒチンキ

　 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

363 001242 ケイヒ末  　＊ ケイヒ末 ケイヒ

364 002123 ケイヒ油  　＊ ケイヒ油

365 106901 鯨ロウ 鯨ロウ

366 120258 ケッケツ ケッケツ

367 002235 結晶セルロース 　 ＊ 結晶セルロース セルロース

　 ＊ 結晶セルロース セルロース

　 ＊ カルメロースナトリウム
カルメロースNa
カルボキシメチルセルロースNa
CMC－Na

369 999999 結晶セルロース（微粒子) 結晶セルロース（微粒子) セルロース

370 110913 結晶セルロース（粒） 結晶セルロース（粒） セルロース

371 109104 結晶リン酸二水素ナトリウム 結晶リン酸二水素ナトリウム リン酸二水素Na

372 102490 ゲラニオール ゲラニオール

ゲラニオール

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

ゲラニオール

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

375 109105 ゲル化炭化水素 ゲル化炭化水素

376 108178 ゲンチジン酸エタノールアミド ゲンチジン酸エタノールアミド

377 102475 ゲンマイコウジ ゲンマイコウジ

378 120259 高果糖液糖 高果糖液糖 果糖液糖

379 002130 硬化油  　＊ 硬化油

380 103593 高級アルコール硫酸化物 高級アルコール硫酸化物

381 120260 高級脂肪酸塩型乳化剤 高級脂肪酸塩型乳化剤

高級脂肪酸塩

硫酸化ヒマシ油

383 001238 合成ケイ酸アルミニウム  　＊ 合成ケイ酸アルミニウム ケイ酸Al

373 120003 ゲラニオール変性アルコール（９５vol％）

＊

＊ゲラニオール変性アルコール（９９vol％）

結晶セルロース・カルメロースナトリウム

高級脂肪酸塩・硫酸化ヒマシ油混合乳化剤

368

382 120261

374 120004

120002

＊

＊

362 103454 ケイヒチンキ ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

　 ＊ 合成ケイ酸アルミニウム ケイ酸Al

ヒドロキシプロピルスターチ

 　＊ 結晶セルロース セルロース

385 120037 合成ケイ酸マグネシウムナトリウム 合成ケイ酸マグネシウムナトリウム ケイ酸Mg/Na

386 109106 合成スクワラン 合成スクワラン スクワラン

387 107072 合成ヒドロタルサイト 合成ヒドロタルサイト ヒドロタルサイト

388 120262 合成ワックス 合成ワックス ワックス

389 109990 高度精製卵黄レシチン 高度精製卵黄レシチン 卵黄レシチン

390 120038 高ブドウ糖水アメ 高ブドウ糖水アメ ブドウ糖水アメ

391 999999 高分子ポリビニルピロリドン 高分子ポリビニルピロリドン
ポリビニルピロリドン
ポビドン

392 109336 香料 香料

393 110468 硬ロウ 硬ロウ

394 110465 固形かせいカリ 固形かせいカリ かせいカリ、水酸化K

395 120017
Ｎ－ココイル－Ｌ－アルギニンエチルエステルＤＬ－ピロリドンカル
ボン酸塩

Ｎ－ココイル－Ｌ－アルギニンエチルエステルＤＬ－ピロリドンカル
ボン酸塩

396 109107 Ｎ－ココイル－Ｎ－メチルアミノエチルスルホン酸ナトリウム Ｎ－ココイル－Ｎ－メチルアミノエチルスルホン酸ナトリウム Ｎ－ココイル－Ｎ－メチルアミノエチルスルホン酸Na

397 122104 コハク化ゼラチン コハク化ゼラチン

398 106962 コハク酸 コハク酸

399 104334 コハク酸一ナトリウム コハク酸一ナトリウム コハク酸Na

400 122114 コハク酸二ナトリウム六水和物 コハク酸二ナトリウム六水和物 コハク酸2Na

401 120264 コーパル樹脂 コーパル樹脂

402 111968 コポリビドン コポリビドン

403 001249 ゴマ油 　 ＊ ゴマ油

404 107646 小麦粉 小麦粉 コムギ

405 002140 コムギデンプン 　 ＊ コムギデンプン

406 120061 コムギ胚芽粉 コムギ胚芽粉 コムギ胚芽

407 522034 コムギ胚芽油 コムギ胚芽油

408 120353 米粉 米粉 コメ

409 002141 コメデンプン 　 ＊ コメデンプン

410 109154 コリンリン酸塩 コリンリン酸塩

411 001255 コレステロール 　 ＊ コレステロール

412 110204 コロイド性含水ケイ酸アルミニウム コロイド性含水ケイ酸アルミニウム ケイ酸Al

384 120036
合成ケイ酸アルミニウム・ヒドロキシプロピルスターチ・結晶セル
ロース

＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
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(*)
№

成分
コード
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413 002142 コロジオン コロジオン

414 004805 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Na

415 103596 コンブ末 コンブ末 コンブ

416 001258 酢酸 　 ＊ 酢酸

417 107756 酢酸亜鉛 酢酸亜鉛

418 109446 酢酸アンモニウム 酢酸アンモニウム

419 102235 酢酸エチル 酢酸エチル

420 105488 酢酸カリウム 酢酸カリウム 酢酸K

421 101135 酢酸カルシウム 酢酸カルシウム 酢酸Ca

422 101290 酢酸セルロース 酢酸セルロース

423 001263 酢酸トコフェロール  　＊ 酢酸トコフェロール

424 002153 酢酸ナトリウム 　 ＊ 酢酸ナトリウム 酢酸Na

425 107567 酢酸ビニル・クロトン酸コポリマー 酢酸ビニル・クロトン酸コポリマー 酢酸ビニル・クロトン酸共重合体

426 005001 酢酸ビニル樹脂 酢酸ビニル樹脂

427 002154 酢酸フタル酸セルロース 　 ＊ 酢酸フタル酸セルロース

428 101094 酢酸ｎ－ブチル 酢酸ｎ－ブチル 酢酸ブチル

429 120005 酢酸ベンジル 酢酸ベンジル

430 106066 サッカリン サッカリン

431 001272 サッカリンナトリウム 　 ＊ サッカリンナトリウム サッカリンNa

432 500186 サフラワー油 サフラワー油

433 509056 サフラワー油脂肪酸 サフラワー油脂肪酸

434 002155 サフラン 　 ＊ サフラン

サフランチンキ

　 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

436 001617 サラシミツロウ 　 ＊ サラシミツロウ

437 001274 サリチル酸 　 ＊ サリチル酸

438 102270 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

439 001275 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Na

440 001280 サリチル酸フェニル サリチル酸フェニル

441 002165 サリチル酸メチル  　＊ サリチル酸メチル

442 001281 酸化亜鉛 　 ＊ 酸化亜鉛

443 100457 酸化アルミニウム 酸化アルミニウム 酸化Al

435 999999 サフランチンキ ＊
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444 002169 酸化カルシウム 　 ＊ 酸化カルシウム 酸化Ca

445 002170 酸化チタン 　 ＊ 酸化チタン

446 106915 酸化デンプン 酸化デンプン

447 001282 酸化マグネシウム  　＊ 酸化マグネシウム 酸化Mg

サンショウチンキ

　 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

449 002176 サンショウ末 　 ＊ サンショウ末 サンショウ

450 120323 酸性リン酸イソプロピルエステル 酸性リン酸イソプロピルエステル

451 103104 三二酸化鉄 三二酸化鉄

452 101860 ジイソプロパノールアミン ジイソプロパノールアミン

453 101808 ジエタノールアミン ジエタノールアミン

454 101825 ジエチレングリコール ジエチレングリコール

455 101827 ジエチレングリコールモノブチルエーテル ジエチレングリコールモノブチルエーテル ジエチレングリコールブチルエーテル

456 101828 ジエチレングリコールモノメチルエーテル ジエチレングリコールモノメチルエーテル ジエチレングリコールメチルエーテル

457 101830 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

458 120006 ジオクチルソジウムスルホサクシネート ジオクチルソジウムスルホサクシネート

459 109992 脂環族飽和炭化水素樹脂 脂環族飽和炭化水素樹脂

460 110559 α－シクロデキストリン α－シクロデキストリン シクロデキストリン

461 108572 β－シクロデキストリン β－シクロデキストリン シクロデキストリン

462 101626 シクロヘキサノン シクロヘキサノン

463 005207 ジクロルイソシアヌール酸カリウム ジクロルイソシアヌール酸カリウム ジクロルイソシアヌール酸K

464 101797 ジクロロメタン ジクロロメタン

465 109237 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

466 102543 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ン 自己乳化型ステアリン酸グリセリン

467 110222 ジスアゾイエロー ジスアゾイエロー

468 108444 シスイソプレンゴム シスイソプレンゴム

469 103758 Ｌ－シスチン Ｌ－シスチン

470 105295 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 ジステアリン酸マクロゴール

471 003614 Ｌ－システイン Ｌ－システイン

472 120352 シスポリイソプレンゴム シスポリイソプレンゴム

473 999999 シソ油 シソ油

474 101482 シトロネラー油 シトロネラー油

448 999999 サンショウチンキ ＊
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475 005213 ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート

476 005217 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 BHT

477 101787 ジブナートナトリウム ジブナートナトリウム ジブナートNa

478 101938 ジプロピレングリコール ジプロピレングリコール

479 120325 脂肪酸エステルポリオキシエチレン誘導体 脂肪酸エステルポリオキシエチレン誘導体

480 120265 脂肪族炭化水素樹脂 脂肪族炭化水素樹脂

481 120039 Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド

482 101900
ジメチルアミノエチルメタアクリレート・メチルメタアクリレートコポリ
マー

ジメチルアミノエチルメタクリレート・メチルメタクリレートコポリマー ジメチルアミノエチルメタクリレート・メチルメタクリレート共重合体

483 005219 ジメチルエーテル ジメチルエーテル ＤＭＥ

484 120040
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

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

ジメチルシロキサン・メチル（ポリオキシエチレン）シロキサンコポ
リマー

485 005220 ジメチルポリシロキサン ジメチルポリシロキサン

486 109501 ジメチルポリシロキサン（内服用） ジメチルポリシロキサン（内服用） ジメチルポリシロキサン

ジメチルポリシロキサン

二酸化ケイ素

488 120356 蛇油 蛇油

489 001317 臭化カリウム 　 ＊ 臭化カリウム 臭化K

490 001318 臭化カルシウム 臭化カルシウム 臭化Ca

491 001321 臭化ナトリウム 　 ＊ 臭化ナトリウム 臭化Na

492 108592 重質無水ケイ酸 重質無水ケイ酸 無水ケイ酸

Ａ

Ｂ＊

香料

　 ＊ プロピレングリコール

　 ＊ グリセリン

 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

494 002202 シュクシャ末    ＊ シュクシャ末 シュクシャ

495 001325 酒石酸  　＊ 酒石酸

496 108382 Ｄ－酒石酸 Ｄ－酒石酸

497 002204 酒石酸水素カリウム 酒石酸水素カリウム 酒石酸水素K

498 106655 ＤＬ－酒石酸ナトリウム ＤＬ－酒石酸ナトリウム ＤＬ－酒石酸Na

493

Ｃ＊

シュガーフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

香料、プロピレングリコール、グリセリン、エタノール

109747

＊487

シュガーフレーバー(香料、プロピレングリコール、グリセリン、エタノール)

ジメチルポリシロキサン・二酸化ケイ素混合物
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499 111001 Ｌ－酒石酸ナトリウム Ｌ－酒石酸ナトリウム Ｌ－酒石酸Na

500 122105 酒石酸ナトリウムカリウム 酒石酸ナトリウムカリウム 酒石酸Na/K

ショウキョウチンキ

　 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

502 002206 ショウキョウ末 　 ＊ ショウキョウ末 ショウキョウ

503 106541 ショウキョウ油 ショウキョウ油

504 001332 硝酸カリウム 硝酸カリウム 硝酸K

505 102614 硝酸グアニジン 硝酸グアニジン

506 001341 常水  　＊ 常水 水

507 002231 焼セッコウ 　 ＊ 焼セッコウ 焼石膏

508 001077 消毒用エタノール  　＊ 消毒用エタノール
エタノール
エチルアルコール
アルコール

509 120041 樟脳白油 樟脳白油

510 520981 食用青色１号 食用青色１号 青色１号、ブリリアントブルーFCF

511 520981 食用黄色４号 黄色４号（タートラジン）

512 520981 食用黄色４号アルミニウムレーキ 黄色４号(タートラジン)アルミニウムレーキ 黄色４号(タートラジン)

513 520981 食用黄色５号 食用黄色５号 黄色５号、サンセットイエローＦＣＦ

514 520981 食用赤色２号 食用赤色２号 赤色２号、アマランス

515 520981 食用赤色３号 食用赤色３号 赤色３号、エリスロシン

516 520981 食用赤色102号 食用赤色102号 赤色102号、ニューコクシン

517 106532 食用ニンジン末 食用ニンジン末 食用ニンジン

518 005227 ショ糖脂肪酸エステル ショ糖脂肪酸エステル

シリコーン樹脂

ソルビタン脂肪酸エステル

グリセリン脂肪酸エステル

線維素グリコール酸ナトリウム 線維素グリコール酸Na

シリコーン樹脂エマルジョン

ショウキョウチンキ ＊

519

501 106536

＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

シリコーン樹脂

ソルビタン脂肪酸エステル

グリセリン脂肪酸エステル

521 106578 シリコン油 シリコン油

522 120266 ジンコウ末 ジンコウ末 ジンコウ

ゲル化炭化水素

グリセリン脂肪酸エステル

Ａ

　 ＊ 白色ワセリン ワセリン

　 ＊ ステアリルアルコール

　 ＊ プロピレングリコール

ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油６０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

　 ＊ モノステアリン酸グリセリン ステアリン酸グリセリン

　 ＊ パラオキシ安息香酸メチル
メチルパラベン
パラベン

　 ＊ パラオキシ安息香酸プロピル
プロピルパラベン
パラベン

Ａ

　 ＊ 白色ワセリン ワセリン

　 ＊ サラシミツロウ

　 ＊ ステアリルアルコール

　 ＊ セタノール

　 ＊ コレステロール

526 120326 シンナムアルデヒド シンナムアルデヒド

527 108943 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ン オレイン酸グリセリン

528 102544 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ン ステアリン酸グリセリン

529 110651 水酸化アルミナマグネシウム 水酸化アルミナマグネシウム 水酸化Al/Mg

530 100446 水酸化アルミニウム 水酸化アルミニウム 水酸化Al

531 120268 水酸化アルミニウムゲル 水酸化アルミニウムゲル 水酸化Al

水酸化アルミニウム 水酸化Al

 ＊ 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素Na

シリコン消泡剤

＊親水ゲル化炭化水素

親水ワセリン(白色ワセリン、サラシミツロウ、ステアリルアルコール、セタノール、コレステロール)

＊

Ｂ＊

Ｂ＊

120267

520 106494

523

525

532 100449 水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈物

524 001343 親水軟膏(Ａ、Ｂのいずれかで記載する)

001735 親水ワセリン(Ａ、Ｂのいずれかで記載する)

＊

親水軟膏(白色ワセリン、ステアリルアルコール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油６０、モノステアリン酸グリセ
リン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル)
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

水酸化アルミニウム 水酸化Al

 ＊ 炭酸マグネシウム 炭酸Mg

炭酸カルシウム 炭酸Ca

534 001346 水酸化カリウム 　 ＊ 水酸化カリウム 水酸化K

535 002217 水酸化カルシウム 　 ＊ 水酸化カルシウム 水酸化Ca

536 001347 水酸化ナトリウム 　 ＊ 水酸化ナトリウム 水酸化Na

537 103940 水酸化マグネシウム 水酸化マグネシウム 水酸化Mg

538 999999 水素添加植物油 水素添加植物油 水添植物油

539 506017 水素添加大豆リン脂質 水素添加大豆リン脂質 水素添加ダイズリン脂質、水添大豆リン脂質

540 110019 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 水添ラノリンアルコール

541 120042 水素添加ロジングリセリンエステル 水素添加ロジングリセリンエステル 水添ロジングリセリンエステル

542 106906 スクワラン スクワラン

543 508064 スクワレン スクワレン

544 120269 スチレンイソプレンゴム スチレンイソプレンゴム

545 120043 スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体 スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体 スチレン・イソプレン・スチレンブロックコポリマー

546 120354 スチレンブタジエンゴム スチレンブタジエンゴム

547 002219 ステアリルアルコール 　 ＊ ステアリルアルコール

　 ＊ ステアリルアルコール

ポリオキシエチレンステアリルエーテル

549 002220 ステアリン酸 　 ＊ ステアリン酸

550 107765 ステアリン酸亜鉛 ステアリン酸亜鉛

551 100462 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Al

552 105523 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K

553 002221 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Ca

554 106754 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Na

555 002222 ステアリン酸ポリオキシル４０  　＊ ステアリン酸ポリオキシル４０
ステアリン酸ポリオキシル
ステアリン酸ポリエチレングリコール
ステアリン酸マクロゴール

556 109244 ステアリン酸ポリオキシル４５ ステアリン酸ポリオキシル４５
ステアリン酸ポリオキシル
ステアリン酸ポリエチレングリコール
ステアリン酸マクロゴール

＊

533 111027 水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム・炭酸カルシウム共沈物

548 999999
ステアリルアルコール・ポリオキシエチレンステアリルエーテル混
合物

＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

557 109232 ステアリン酸ポリオキシル５５ ステアリン酸ポリオキシル５５
ステアリン酸ポリオキシル
ステアリン酸ポリエチレングリコール
ステアリン酸マクロゴール

558 002223 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Mg

559 110234 スペアミント油 スペアミント油

560 120271 精製カンゾウエキス末 精製カンゾウエキス末 カンゾウエキス

561 120327 精製コメ油 精製コメ油 コメ油

562 001370 精製水 　 ＊ 精製水 水

563 001383 精製ゼラチン 　 ＊ 精製ゼラチン ゼラチン

564 002233 精製セラック 　 ＊ 精製セラック セラック

565 120272 精製ダイズ油 精製ダイズ油
精製大豆油
ダイズ油
大豆油

566 105689 精製大豆レシチン 精製大豆レシチン
精製ダイズレシチン
大豆レシチン
ダイズレシチン

567 120328 精製尿素 精製尿素 尿素

568 001480 精製白糖 　 ＊ 精製白糖 白糖

569 120018 精製白糖球状顆粒 精製白糖球状顆粒 白糖

570 105684 精製ハチミツ 精製ハチミツ ハチミツ

　 ＊ 精製パラフィン パラフィン

　 ＊ カルナウバロウ

572 110025 精製モンタンワックス 精製モンタンワックス モンタンワックス

573 001666 精製ラノリン 　 ＊ 精製ラノリン ラノリン

574 105692 精製卵黄レシチン 精製卵黄レシチン 卵黄レシチン

575 001376 生理食塩液    ＊ 生理食塩液

576 107748 ゼイン ゼイン

577 105118 石油樹脂 石油樹脂

578 002227 石油ベンジン    ＊ 石油ベンジン

579 002228 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

580 002229 セタノール    ＊ セタノール

571 120329 精製パラフィン・カルナウバロウ混合ワックス ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

　 ＊ セタノール

ポリオキシエチレンセチルエーテル

　 ＊ セタノール

ポリオキシエチレンセチルエーテル

　 ＊ ラウリル硫酸ナトリウム ラウリル硫酸Na

　 ＊ セタノール

ポリソルベート６０

　 ＊ セタノール

モノステアリン酸ポリエチレングリコール
ステアリン酸ポリエチレングリコール
ステアリン酸マクロゴール

　 ＊ セタノール

モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン

586 109239 セチルアルコール脂肪酸エステル セチルアルコール脂肪酸エステル

587 106629 セチル硫酸ナトリウム セチル硫酸ナトリウム セチル硫酸Na

588 101163 石灰水 石灰水 石灰

589 106323 石灰石粒 石灰石粒 石灰石

590 500255 石けん用素地 石けん用素地

591 120119 セッコウ 　 ＊ セッコウ

592 101316 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Na

セトステアリルアルコール

＊ ラウリル硫酸ナトリウム ラウリル硫酸Na

595 110239 セトマクロゴール１０００ セトマクロゴール１０００ セトマクロゴール

596 110240 セバシン酸ジイソプロピル セバシン酸ジイソプロピル

597 110241 セバシン酸ジエチル セバシン酸ジエチル

598 001382 ゼラチン 　 ＊ ゼラチン

599 107754 ゼラチン加水分解物 ゼラチン加水分解物

600 106230 セラック セラック

601 101307 セレシン セレシン

602 120121 センブリ 　 ＊ センブリ

603 111081 疎水性軽質無水ケイ酸 疎水性軽質無水ケイ酸 疎水性無水ケイ酸

604 106895 ソヨウ末 ソヨウ末 ソヨウ

＊

581 120273 セタノール・ポリオキシエチレンセチルエーテル混合ワックス ＊

582 120274
セタノール・ポリオキシエチレンセチルエーテル・ラウリル硫酸ナト
リウム混合ワックス

＊

583 122115 セタノール・ポリソルベート６０混合ワックス ＊

584 120330 セタノール・モノステアリン酸ポリエチレングリコール混合ワックス ＊

585 120331
セタノール・モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン混合
ワックス

＊

593 120044 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混合物 ＊

594 120045 セトステアリルアルコール・ラウリル硫酸ナトリウム混合物
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

605 005800 ソルビタン脂肪酸エステル ソルビタン脂肪酸エステル

606 002244 Ｄ－ソルビトール  　＊ Ｄ－ソルビトール

607 002245 Ｄ－ソルビトール液 　 ＊ Ｄ－ソルビトール液 Ｄ－ソルビトール

608 005803 ソルビン酸 ソルビン酸

609 105522 ソルビン酸カリウム ソルビン酸カリウム ソルビン酸K

610 109395 ソルベントナフサ ソルベントナフサ

611 006002 第三リン酸カルシウム 第三リン酸カルシウム

612 120275 ダイズ硬化油 ダイズ硬化油 大豆硬化油

613 120007 ダイズ油 　 ＊ ダイズ油 大豆油

614 101675 大豆油不けん化物 大豆油不けん化物 ダイズ油不けん化物

615 106893 大豆レシチン 大豆レシチン ダイズレシチン

616 107104 タイソウ末 タイソウ末 タイソウ

617 006003 脱脂粉乳 脱脂粉乳

618 001391 脱脂綿    ＊ 脱脂綿

619 999999 タラクサ根・草乾燥エキス タラクサ根・草乾燥エキス タラクサ根・草エキス

620 001393 タルク    ＊ タルク

621 100513 炭酸アンモニウム 炭酸アンモニウム

622 002251 炭酸カリウム    ＊ 炭酸カリウム 炭酸K

623 101144 炭酸カルシウム 炭酸カルシウム 炭酸Ca

624 105490 炭酸水素カリウム 炭酸水素カリウム 炭酸水素K

625 001395 炭酸水素ナトリウム    ＊ 炭酸水素ナトリウム 炭酸水素Na

626 002252 炭酸ナトリウム    ＊ 炭酸ナトリウム 炭酸Na

627 105631 炭酸プロピレン 炭酸プロピレン

628 001397 炭酸マグネシウム    ＊ 炭酸マグネシウム 炭酸Mg

629 001399 単シロップ    ＊ 単シロップ 白糖

コロジオン

   ＊ ヒマシ油

Ａ    ＊

   ＊ ミツロウ

植物油（植物名を具体的に明記すること）

632 001401 タンニン酸    ＊ タンニン酸

633 006004 ダンマルゴム ダンマルゴム

630 002143 弾性コロジオン ＊

631 001400 単軟膏(Ａ、Ｂのいずれかで記載する)
Ｂ＊

単軟膏(ミツロウ、植物油)
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

Ａ

Ｂ＊

香料

   ＊ プロピレングリコール

   ＊ グリセリン

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

635 107258 チオグリコール酸 チオグリコール酸

636 106769 チオグリコール酸ナトリウム チオグリコール酸ナトリウム チオグリコール酸Na

637 105525 チオシアン酸カリウム チオシアン酸カリウム チオシアン酸K

638 001407 チオ硫酸ナトリウム  ＊ チオ硫酸ナトリウム チオ硫酸Na

639 106770 チオリンゴ酸ナトリウム チオリンゴ酸ナトリウム チオリンゴ酸Na

640 001409 窒素    ＊ 窒素

641 001410 チメロサール チメロサール

642 001411 チモール 　 ＊ チモール

643 101459 中金箔 中金箔

644 109201 中鎖脂肪酸トリグリセリド 中鎖脂肪酸トリグリセリド

645 001342 注射用水 　 ＊ 注射用水

646 104501 中性無水硫酸ナトリウム 中性無水硫酸ナトリウム 硫酸Na

チョウジチンキ

　 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

648 001412 チョウジ油  　＊ チョウジ油

649 111969 直鎖アルキルベンゼン 直鎖アルキルベンゼン

Ａ

Ｂ＊

香料

    ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

    ＊ 酸化亜鉛

植物油（植物名を具体的に明記すること）

652 001394 沈降炭酸カルシウム     ＊ 沈降炭酸カルシウム 炭酸Ca

＊

＊

Ｃ＊

002264 チンク油

650 109789
チリフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

Ｃ＊

香料、エタノール

651

チリフレーバー(香料、エタノール)

香料、プロピレングリコール、グリセリン、エタノール

チェリーフレーバー(香料、プロピレングリコール、グリセリン、エタノール)

647 111119 チョウジチンキ

634 109787
チェリーフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

チンピチンキ

    ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

654 002265 ツバキ油    ＊ ツバキ油

655 109391 低級ニトロセルロース 低級ニトロセルロース ニトロセルロース

低重合ポリエチレン

低重合ポリプロピレン

657 120332 低置換度カルボキシメチルスターチナトリウム 低置換度カルボキシメチルスターチナトリウム カルボキシメチルスターチNa

658 002440 低置換度ヒドロキシプロピルセルロース    ＊ 低置換度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

659 101750 デキストラン デキストラン

660 001418 デキストラン４０    ＊ デキストラン４０ デキストラン

661 001420 デキストラン７０    ＊ デキストラン７０ デキストラン

662 001422 デキストリン    ＊ デキストリン

663 106646 デスオキシコール酸ナトリウム デスオキシコール酸ナトリウム デスオキシコール酸Na

664 107186 鉄粉 鉄粉

665 500278 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

666 101702 デヒドロ酢酸 デヒドロ酢酸

667 006604 デヒドロ酢酸ナトリウム デヒドロ酢酸ナトリウム デヒドロ酢酸Na

668 120046 テルペン樹脂 テルペン樹脂

669 002267 テレビン油 　 ＊ テレビン油

670 001239 天然ケイ酸アルミニウム    ＊ 天然ケイ酸アルミニウム ケイ酸Al

671 104455 天然ゴムラテックス 天然ゴムラテックス ゴムラテックス

672 104457 天然ビタミンＥ 天然ビタミンＥ ビタミンＥ

673 110069 デンプン（溶性） デンプン（溶性） デンプン

674 523154 デンプンリン酸エステルナトリウム デンプンリン酸エステルナトリウム デンプンリン酸エステルNa

675 120133 トウガラシ    ＊ トウガラシ

   ＊ トウガラシチンキ

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

677 002269 トウガラシ末    ＊ トウガラシ末 トウガラシ

678 006800 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Na

679 101569 銅クロロフィル 銅クロロフィル

680 110039 糖酸カルシウム 糖酸カルシウム 糖酸Ca

チンピチンキ ＊653 101345

656 120276 低重合ポリエチレン・低重合ポリプロピレン混合物

676 002270 トウガラシチンキ

＊

＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

   ＊ トウヒチンキ

　 ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

682 001434 トウヒ末 トウヒ末 トウヒ

683 104861 トウヒ油 トウヒ油

684 101575 トウモロコシシロップ トウモロコシシロップ

685 001438 トウモロコシデンプン    ＊ トウモロコシデンプン

686 120047 トウモロコシデンプン造粒物 トウモロコシデンプン造粒物 トウモロコシデンプン

687 111151 トウモロコシデンプン由来糖アルコール液 トウモロコシデンプン由来糖アルコール液 トウモロコシデンプン由来糖アルコール

688 002275 トウモロコシ油    ＊ トウモロコシ油

689 111153 １号灯油 １号灯油 灯油

690 006801 灯油 灯油

691 001439 トコフェロール    ＊ トコフェロール ビタミンＥ

692 109575 ｄ－δ－トコフェロール ｄ－δ－トコフェロール

693 109803 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

694 106656 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 ドデシルベンゼンスルホン酸Na

695 111969 ドデシルベンゼン（ソフト） ドデシルベンゼン（ソフト） ドデシルベンゼン

696 002277 トラガント    ＊ トラガント

697 002278 トラガント末    ＊ トラガント末 トラガント

698 004408 トリアセチン トリアセチン

699 109799 トリイソオクタン酸グリセリン トリイソオクタン酸グリセリン

700 502095 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

701 107458 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

702 001446 トリエタノールアミン トリエタノールアミン

703 120333 トリエタノールアミンリン酸エステルナトリウム液 トリエタノールアミンリン酸エステルナトリウム液 トリエタノールアミンリン酸エステルNa

704 107446 トリエチレングリコール トリエチレングリコール

705 106822 トリオレイン酸ソルビタン トリオレイン酸ソルビタン

706 108413 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オキシエチレンソルビタン
ポリソルベート８５

707 107427 トリカプリリン トリカプリリン

＊681 001436 トウヒチンキ
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

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

709 111164 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）グリセリン

710 107431 トリクロロエタン トリクロロエタン

711 106823 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

712 502100 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 ポリソルベート６５

713 110280 トリス（ノニルフェニル）ホスファイト トリス（ノニルフェニル）ホスファイト

714 520810 トール油脂肪酸 トール油脂肪酸

715 107480 トロメタモール トロメタモール

716 001455 豚脂  　＊ 豚脂

717 002281 ナタネ油    ＊ ナタネ油

718 110284 ナトリウムホルムアルデヒドスルホキシレート ナトリウムホルムアルデヒドスルホキシレート ヒドロキシメタンスルフィン酸Na

719 100122 ２－ナフトール ２－ナフトール

720 007000 生ゴム 生ゴム

721 002285 ニガキ末     ＊ ニガキ末 ニガキ

722 001463 ニコチン酸アミド     ＊ ニコチン酸アミド

723 108526 ニコチン酸ベンジルエステル ニコチン酸ベンジルエステル

724 106564 二酸化ケイ素 二酸化ケイ素

725 001465 二酸化炭素     ＊ 二酸化炭素

726 104611 ニトロセルロース ニトロセルロース

727 001468 乳酸     ＊ 乳酸

728 100452 乳酸アルミニウム 乳酸アルミニウム 乳酸Al

729 102240 乳酸エチル 乳酸エチル

730 001469 乳酸カルシウム    ＊ 乳酸カルシウム 乳酸Ca

731 999999 乳酸・グリコール酸共重合体（１：１） 乳酸・グリコール酸共重合体（１：１）
乳酸・グリコール酸コポリマー
乳酸・グリコール酸共重合体

732 101322 乳酸セチル 乳酸セチル

733 106682 乳酸ナトリウム液 乳酸ナトリウム液 乳酸Na

734 001472 乳糖    ＊ 乳糖

   ＊ 乳糖

   ＊ ヒドロキシプロピルセルロース

736 002286 尿素    ＊ 尿素

737 111212 濃塩化ベンザルコニウム液５０    ＊ 濃塩化ベンザルコニウム液５０ 塩化ベンザルコニウム

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

＊

乳糖造粒物 ＊120048

708 504248

735
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

738 001224 濃グリセリン    ＊ 濃グリセリン グリセリン

739 120334 濃縮混合トコフェロール 濃縮混合トコフェロール 混合トコフェロール

740 007801 ノニル酸ワニリルアミド ノニル酸ワニリルアミド ノニル酸バニリルアミド

741 120335
ノニルフェノキシポリオキシエチレンエタン硫酸エステルアンモニ
ウム

ノニルフェノキシポリオキシエチレンエタン硫酸エステルアンモニ
ウム

742 108399 ノルマルブチルグリシジルエーテル ノルマルブチルグリシジルエーテル ブチルグリシジルエーテル

743 120277 ハイシスポリイソプレンゴム［分子量２９０００］ ハイシスポリイソプレンゴム［分子量２９０００］ ハイシスポリイソプレンゴム

744 120278 ハイシスポリイソプレンゴム［分子量４７０００］ ハイシスポリイソプレンゴム［分子量４７０００］ ハイシスポリイソプレンゴム

745 120279 ハイシスポリイソプレンゴム［分子量８４００００］ ハイシスポリイソプレンゴム［分子量８４００００］ ハイシスポリイソプレンゴム

Ａ

Ｂ＊

　 ＊ デキストリン

酪酸エチル

　 ＊ プロピレングリコール

　 ＊ ベンジルアルコール

ヘキサン酸エチル

オクタン酸アリル

ヘキサン酸アリル

酢酸イソアミル

オクタン酸エチル

Ａ

Ｂ＊

　 ＊ デキストリン

酪酸エチル

ヘキサン酸アリル

グレープフルーツ油

酢酸エチル

酢酸イソアミル

748 999999 梅肉エキス 梅肉エキス

749 110595 パインオイル パインオイル

750 002234 白色セラック    ＊ 白色セラック セラック

パイナップル粉末香料 51357(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

746 999999

香料、プロピレングリコール、ベンジルアルコール

パイナップル粉末香料 51357(デキストリン、酪酸エチル、プロピレングリコール、ベンジルアルコール、ヘキサン酸エチル、オクタル
酸アリル、ヘキサン酸アリル、酢酸イソアミル、オクタン酸エチル)

Ｃ＊

747 999999
パイナップル粉末香料 59492(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

香料

パイナップル粉末香料 59492(デキストリン、酪酸エチル、ヘキサン酸アリル、グレープフルーツ油、酢酸エチル、酢酸イソアミル)

Ｃ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

Ａ    ＊

   ＊ サラシミツロウ

   ＊ セスキオレイン酸ソルビタン

   ＊ 白色ワセリン ワセリン

752 001734 白色ワセリン    ＊ 白色ワセリン ワセリン

753 500313 白糖    ＊ 白糖

   ＊ 精製白糖 白糖

   ＊ トウモロコシデンプン

   ＊ バレイショデンプン

755 102677 ハダカムギ緑葉エキス末 ハダカムギ緑葉エキス末 ハダカムギ葉汁

756 120062 ハダカムギ緑葉青汁乾燥粉末 ハダカムギ緑葉青汁乾燥粉末 ハダカムギ葉汁

757 120063 ハダカムギ緑葉抽出エキス ハダカムギ緑葉抽出エキス ハダカムギ葉エキス

八アセチルしょ糖

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

八アセチルしょ糖

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

八アセチルしょ糖

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

八アセチルしょ糖

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

762 500315 ハチミツ 　 ＊ ハチミツ

763 002290 ハッカ水  　＊ ハッカ水 ハッカ油

764 001488 ハッカ油  　＊ ハッカ油

765 108544 ハードファット ハードファット

759 100220 八アセチルしょ糖変性アルコール（95vol％）

760

＊

＊

八アセチルしょ糖変性アルコール（99vol％）

120001 八アセチルしょ糖変性アルコール（99.5vol％）

＊107777

758 110550 八アセチルしょ糖変性アルコール（50vol％） ＊

761

白色軟膏(Ａ、Ｂのいずれかで記載する)
Ｂ＊

白糖・デンプン球状顆粒 ＊754 111970

751 001478

白色軟膏(サラシミツロウ、セスキオレイン酸ソルビタン、白色ワセリン)
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

Ａ

Ｂ＊

香料

 　＊ ベンジルアルコール

酢酸エチル

マルトール

バニリン

 　＊ 濃グリセリン グリセリン

 　＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

Ａ

Ｂ＊

　 ＊ デキストリン

　 ＊ ベンジルアルコール

バニリン

768 107548 バニリン バニリン

769 103117 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
イソブチルパラベン
パラベン

770 103134 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
イソプロピルパラベン
パラベン

771 002292 パラオキシ安息香酸エチル    ＊ パラオキシ安息香酸エチル
エチルパラベン
パラベン

772 002293 パラオキシ安息香酸ブチル 　 ＊ パラオキシ安息香酸ブチル
ブチルパラベン
パラベン

773 002294 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
プロピルパラベン
パラベン

774 002295 パラオキシ安息香酸メチル 　 ＊ パラオキシ安息香酸メチル
メチルパラベン
パラベン

775 001495 パラフィン    ＊ パラフィン

776 001498 パラホルムアルデヒド    ＊ パラホルムアルデヒド

777 520855 パール末 パール末 パール

778 104981 パルミチン酸 パルミチン酸

779 122116 パルミチン酸アスコルビン酸 パルミチン酸アスコルビン酸

バニラフレーバー(香料、ベンジルアルコール、酢酸エチル、マルトール、バニリン、濃グリセリン、エタノール)

香料、ベンジルアルコール、バニリン、グリセリン、エタノール

767 999999
バニラ粉末香料 54286(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

766 109829
バニラフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

Ｃ＊

香料、ベンジルアルコール、バニリン

バニラ粉末香料 54286(デキストリン、ベンジルアルコール、バニリン)

Ｃ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

780 103133 パルミチン酸イソプロピル パルミチン酸イソプロピル

781 101323 パルミチン酸セチル パルミチン酸セチル

782 109836 パルミチン酸デキストリン パルミチン酸デキストリン

783 001502 バレイショデンプン    ＊ バレイショデンプン

784 102758 半消化体デンプン 半消化体デンプン

785 001505 パントテン酸カルシウム    ＊ パントテン酸カルシウム パントテン酸Ca

786 108952 ヒアルロン酸ナトリウム ヒアルロン酸ナトリウム ヒアルロン酸Na

787 999999 ビーガムニュートラル ビーガムニュートラル

788 110050 微結晶セルロース 微結晶セルロース セルロース

789 003617 Ｌ－ヒスチジン Ｌ－ヒスチジン

790 109843 ビターエッセンス ビターエッセンス

791 120355 ビタチョコレート ビタチョコレート

792 100951 ビタベース ビタベース

793 102916 人血清アルブミン 人血清アルブミン ヒト血清アルブミン

794 500600 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 ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸3Na

795 102993 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

796 999999 4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸 4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸

797 102991 ヒドロキシエチルメチルセルロース ヒドロキシエチルメチルセルロース

798 120049 Ｎ－ヒドロキシエチルラクトアミド液 Ｎ－ヒドロキシエチルラクトアミド液 Ｎ－ヒドロキシエチルラクトアミド

799 008205 ヒドロキシプロピルスターチ ヒドロキシプロピルスターチ ヒドロキシプロピルデンプン

800 002303 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

801 008219 ヒドロキシプロピルメチルセルロース２２０８    ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース２２０８ ヒドロキシプロピルメチルセルロース

802 008220 ヒドロキシプロピルメチルセルロース２９０６    ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース２９０６ ヒドロキシプロピルメチルセルロース

803 008221 ヒドロキシプロピルメチルセルロース２９１０    ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース２９１０ ヒドロキシプロピルメチルセルロース

804 109026 ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート

   ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース２９１０ ヒドロキシプロピルメチルセルロース

   ＊ 酸化チタン

   ＊ マクロゴール４００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

806
008222
008223

ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート    ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート

807 102977 ヒドロキノン ヒドロキノン

808 109265 ビニルピロリドン・酢酸ビニル共重合物 ビニルピロリドン・酢酸ビニル共重合物 ビニルピロリドン・酢酸ビニルコポリマー

809 105219 ピペロナール ピペロナール

122106
ヒドロキシプロピルメチルセルロース２９１０・酸化チタン・マクロ
ゴール４００混合物

＊805
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

810 008211 ピペロニルブトキシド ピペロニルブトキシド

811 001515 ヒマシ油    ＊ ヒマシ油

812 101276 ヒマラヤスギ油 ヒマラヤスギ油

813 107034 ヒマワリ油 ヒマワリ油

814 001259 氷酢酸    ＊ 氷酢酸 酢酸

815 109853 ピロ亜硫酸カリウム ピロ亜硫酸カリウム ピロ亜硫酸K

816 002310 ピロ亜硫酸ナトリウム    ＊ ピロ亜硫酸ナトリウム ピロ亜硫酸Na

817 106654 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 ｄｌ－ピロリドンカルボン酸Na

818 520928 ピロリン酸四ナトリウム ピロリン酸四ナトリウム ピロリン酸4Na

819 502121 フィチン酸 フィチン酸

820 105179 フィトステロール フィトステロール

821 001521 フェナセチン 　 ＊ フェナセチン

822 002317 Ｌ－フェニルアラニン    ＊ Ｌ－フェニルアラニン

823 105151 フェニルエチルアルコール フェニルエチルアルコール

フェニルエチルアルコール フェニルエチルアルコール

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

フェニルエチルアルコール変性アルコール（99vol％） フェニルエチルアルコール

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

826 001534 フェノール     ＊ フェノール

827 105136 フェノールレッド フェノールレッド

828 105500 フェロシアン化カリウム フェロシアン化カリウム フェロシアン化K

829 008405 フェンプロバメート フェンプロバメート

830 102899 複合ケイ酸アルミニウムカリウム粒 複合ケイ酸アルミニウムカリウム粒 ケイ酸Al/K

831 101088 ブタノール ブタノール

832 106241 ２－ブタノール ２－ブタノール

833 101815 フタル酸ジエチル フタル酸ジエチル

834 501115 フタル酸ジオクチル フタル酸ジオクチル

835 002326 フタル酸ジブチル フタル酸ジブチル

836 101884 フタル酸ジメチル フタル酸ジメチル

837 101097 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 BHA

838 008408 ブチルフタリルブチルグリコレート ブチルフタリルブチルグリコレート

フェニルエチルアルコール変性アルコール（99vol％）

824

825

120009

120010

フェニルエチルアルコール変性アルコール（95vol％）
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

839 100040 １，３－ブチレングリコール １，３－ブチレングリコール

840 001539 ブドウ酒    ＊ ブドウ酒

841 001540 ブドウ糖    ＊ ブドウ糖

842 120280 ブトウ糖果糖液糖 ブトウ糖果糖液糖

843 111971 ブドウ糖水和物 ブドウ糖水和物 ブドウ糖

844 108906 部分アルファー化デンプン 部分アルファー化デンプン

845 120050 部分水素添加大豆リン脂質 部分水素添加大豆リン脂質
部分水添大豆リン脂質
部分水添ダイズリン脂質

846 102419 フマル酸 フマル酸

847 104325 フマル酸一ナトリウム フマル酸一ナトリウム フマル酸Na

848 120336 フマル酸ステアリルナトリウム フマル酸ステアリルナトリウム フマル酸ステアリルNa

フマル酸

   ＊ ステアリン酸

ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート

   ＊ ヒドロキシプロピルメチルセルロース２９１０ ヒドロキシプロピルメチルセルロース

850 001544 フルオレセインナトリウム    ＊ フルオレセインナトリウム フルオレセインNa

Ａ

Ｂ＊

香料

酢酸エチル

酪酸エチル

酢酸イソアミル

酢酸ベンジル

グリセリン脂肪酸エステル

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

852 108494 プルラン プルラン

香料、エタノール

フマル酸・ステアリン酸・ポリビニルアセタールジエチルアミノアセ
テート・ヒドロキシプロピルメチルセルロース２９１０混合物

＊

851 109857
フルーツフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

Ｃ＊

849 122117

フルーツフレーバー（香料、酢酸エチル、酪酸エチル、酢酸イソアミル、酢酸ベンジル、グリセリン脂肪酸エステル、エタノール)
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

Ａ

Ｂ＊

香料

   ＊ l-メントール

ショ糖脂肪酸エステル

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

854 120281 プロセス油 プロセス油

855 504322 プロパノール プロパノール

856 105628 プロピオン酸 プロピオン酸

857 106741 プロピオン酸ナトリウム プロピオン酸ナトリウム プロピオン酸Na

858 002328 プロピレングリコール 　 ＊ プロピレングリコール

859 105633 プロピレングリコール脂肪酸エステル プロピレングリコール脂肪酸エステル

860 109287 粉糖 粉糖

861 999999 粉末飴 粉末飴 飴

862 120020 粉末還元麦芽糖水アメ 粉末還元麦芽糖水アメ 還元麦芽糖水アメ

863 110538 粉末セルロース    ＊ 粉末セルロース セルロース

864 100038 １，２，６－ヘキサントリオール １，２，６－ヘキサントリオール

865 100105 ヘキシルデカノール ヘキシルデカノール

866 105064 ペクチン ペクチン

867 008600 ヘスペリジン ヘスペリジン

868 999999 ペパーミントエッセンス ペパーミントエッセンス

ペパーミント油

   ＊ アラビアゴム末 アラビアゴム

   ＊ l-メントール

870 001570 ヘパリンナトリウム    ＊ ヘパリンナトリウム ヘパリンNa

871 109250 ベヘニルアルコール ベヘニルアルコール

872 122107 ベヘン酸 ベヘン酸

873 002333 ベルガモット油 ベルガモット油

874 105114 ペルーバルサム ペルーバルサム

853 999999
フレーバー GI(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

香料、l-メントール、エタノール

フレーバー GI(香料、l-メントール、ショ糖脂肪酸エステル、エタノール)

Ｃ＊

869 999999 ペパーミントパウダー ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

Ａ

Ｂ＊

香料

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

   ＊ グリセリン

876 001574 ベンジルアルコール    ＊ ベンジルアルコール

１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン

ジプロピレングリコール

878 120337 ベンゾトリアゾール ベンゾトリアゾール

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

880 120021
ペンタエリスリチル－テトラキス［３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４
－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］

ペンタエリスリチル－テトラキス［３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４
－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］

881 001579 ベントナイト    ＊ ベントナイト

ジエチルベンゼン

分岐アルキルベンゼン

メチルナフタレン

ジメチルナフタレン

ナフタリン

キシレン

トルエン

883 001584 ホウ酸    ＊ ホウ酸

884 111788 ホウ酸アンモニウム ホウ酸アンモニウム

885 001586 ホウ砂    ＊ ホウ砂 ホウ酸Na

886 520981 法定色素

887 120284 法定色素別表１ 赤色二号 赤色２号、アマランス

赤色三号 赤色３号、エリスロシン

赤色一○二号 赤色１０２号、ニューコクシン

赤色一○四号の(1) 赤色１０４号の(1)、フロキシンＢ

赤色一○五号の(1) 赤色１０５号の(1)、ローズベンガル

赤色一○六号 赤色１０６号、アシツドレッド

＊

Ｃ＊

香料、エタノール、グリセリン

ベルモットフレーバー(香料、エタノール、グリセリン)

875 109869

＊

120283 芳香族炭化水素混合溶剤 ＊

１，２－ベンズイソチアゾリン－３－オン・ジプロピレングリコール
水溶液

ベルモットフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

879 523200
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

877 120282

882
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

黄色４号(タートラジン)

黄色五号 黄色５号、サンセットエローＦＣＦ

緑色三号 緑色３号、フアストグリーンＦＣＦ

青色一号 青色１号、ブリリアントブルーＦＣＦ

青色二号 青色２号、インジゴカルミン

赤色二号アルミニウムレーキ 赤色２号、アマランス

赤色三号アルミニウムレーキ 赤色３号、エリスロシン

赤色一○二号アルミニウムレーキ 赤色１０２号、ニューコクシン

赤色一○四号の(1)アルミニウムレーキ 赤色１０４号の(1)、フロキシンＢ

赤色一○五号の(1)アルミニウムレーキ 赤色１０５号の(1)、ローズベンガル

赤色一○六号アルミニウムレーキ 赤色１０６号、アシツドレッド

黄色４号(タートラジン)アルミニウムレーキ 黄色４号(タートラジン)

黄色五号アルミニウムレーキ 黄色５号、サンセットエローＦＣＦ

緑色三号アルミニウムレーキ 緑色３号、フアストグリーンＦＣＦ

青色一号アルミニウムレーキ 青色１号、ブリリアントブルーＦＣＦ

青色二号アルミニウムレーキ 青色２号、インジゴカルミン

888 120285 法定色素別表２ 赤色二○一号 赤色２０１号、リソールルビンB

赤色二○二号 赤色２０２号、リソールルビンBCA

赤色二○三号 赤色２０３号、レーキレッドC

赤色二○四号 赤色２０４号、レーキレッドCBA

赤色二○五号 赤色２０５号、リソールレッド

赤色二○六号 赤色２０６号、リソールレッドCA

赤色二○七号 赤色２０７号、リソールレッドBA

赤色二○八号 赤色２０８号、リソールレッドSR

赤色二一三号 赤色２１３号、ローダミンB

赤色二一四号 赤色２１４号、ローダミンBアセテート

赤色二一五号 赤色２１５号、ローダミンBステアレート

赤色二一八号 赤色２１８号、テトラクロルテトラブロムフルオレセイン

赤色二一九号 赤色２１９号、ブリリアントレーキレッドＲ

赤色二二〇号 赤色２２０号、デｲープマルーン

赤色二二一号 赤色２２１号、トルイジンレッド

赤色二二三号 赤色２２３号、テトラブロムフルオレセイン

赤色二二五号 赤色２２５号、スダンⅢ
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

赤色二二六号 赤色２２６号、へリンドンピンクCN

赤色二二七号 赤色２２７号、フアストアシツドマゲンタ

赤色二二八号 赤色２２８号、パーマトンレッド

赤色二三〇号の(1) 赤色２３０号の(1)、エオシンYS

赤色二三〇号の(2) 赤色２３０号の(2)、エオシンYSK

赤色二三一号 赤色２３１号、フロキシンBK

赤色二三二号 赤色２３２号、ローズベンガル

だいだい色二○一号 だいだい色２０１号、ジブロムフルオレセイン

だいだい色二〇三号 だいだい色２０３号、パーマネントオレンジ

だいだい色二〇四号 だいだい色２０４号、ベンチジンオレンジＧ

だいだい色二〇五号 だいだい色２０５号、オレンジⅡ

だいだい色二〇六号 だいだい色２０６号、ジヨードフルオレセイン

だいだい色二〇七号 だいだい色２０７号、エリスロシン黄NA

黄色二〇一号 黄色２０１号、フルオレセイン

黄色二〇二号の(1) 黄色２０２号の(1)、ウラニン

黄色二〇二号の(2) 黄色２０２号の(2)、ウラニンK

黄色二〇三号 黄色２０３号、キノリンエローWS

黄色二〇四号 黄色２０４号、キノリンエローSS

黄色二〇五号 黄色２０５号、ベンチジンエローG

緑色二〇一号 緑色２０１号、アリザリンシアニングリーンF

緑色二〇二号 緑色２０２号、キニザリングリーンSS

緑色二〇四号 緑色２０４号、ピラニンコンク

緑色二〇五号 緑色２０５号、ライトグリーンSF黄

青色二〇一号 青色２０１号、インジゴ

青色二〇二号 青色２０２号、パテントブルーNA

青色二〇三号 青色２０３号、パテントブルーCA

青色二〇四号 青色２０４号、カルバンスレンブルー

青色二〇五号 青色２０５号、アルフアズリンFG

かっ色二〇一号 かっ色２０１号、レゾルシンブラウン

紫色二〇一号 紫色２０１号、アリズリンパープルSS

赤色二二七号アルミニウムレーキ 赤色２２７号、フアストアシツドマゲンタ

赤色二三〇号の(1)アルミニウムレーキ 赤色２３０号の(1)、エオシンYS

赤色二三〇号の(2)アルミニウムレーキ 赤色２３０号の(2)、エオシンYSK
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

赤色二三一号アルミニウムレーキ 赤色２３１号、フロキシンBK

赤色二三二号アルミニウムレーキ 赤色２３２号、ローズベンガル

だいだい色二〇五号アルミニウムレーキ だいだい色２０５号、オレンジⅡ

だいだい色二〇七号アルミニウムレーキ だいだい色２０７号、エリスロシン黄NA

黄色二〇二号の(1)アルミニウムレーキ 黄色２０２号の(1)、ウラニン

黄色二〇二号の(2)アルミニウムレーキ 黄色２０２号の(2)、ウラニンK

黄色二〇三号アルミニウムレーキ 黄色２０３号、キノリンエローWS

緑色二〇一号アルミニウムレーキ 緑色２０１号、アリザリンシアニングリーンF

緑色二〇四号アルミニウムレーキ 緑色２０４号、ピラニンコンク

緑色二〇五号アルミニウムレーキ 緑色２０５号、ライトグリーンSF黄

青色二〇五号アルミニウムレーキ 青色２０５号、アルフアズリンFG

かっ色二〇一号アルミニウムレーキ かっ色２０１号、レゾルシンブラウン

だいだい色二〇五号バリウムレーキ だいだい色２０５号、オレンジⅡ

黄色二〇三号バリウムレーキ 黄色２０３号、キノリンエローWS

青色二〇二号バリウムレーキ 青色２０２号、パテントブルーNA

赤色一○四号の(1)バリウムレーキ 赤色１０４号の(1)、フロキシンＢ

黄色４号(タートラジン)バリウムレーキ 黄色４号(タートラジン)

黄色五号バリウムレーキ 黄色５号、サンセットエローＦＣＦ

青色一号バリウムレーキ 青色１号、ブリリアントブルーＦＣＦ

だいだい色二〇五号ジルコニウムレーキ だいだい色２０５号、オレンジⅡ

黄色二〇三号ジルコニウムレーキ 黄色２０３号、キノリンエローWS

緑色二〇五号ジルコニウムレーキ 緑色２０５号、ライトグリーンSF黄

黄色４号(タートラジン)ジルコニウムレーキ 黄色４号(タートラジン)

黄色五号ジルコニウムレーキ 黄色５号、サンセットエローＦＣＦ

青色一号ジルコニウムレーキ 青色１号、ブリリアントブルーＦＣＦ

889 120286 法定色素別表３ 赤色四〇一号 赤色４０１号、ビオラミンR

赤色四〇四号 赤色４０４号、ブリリアントフアストスカーレット

赤色四〇五号 赤色４０５号、パーマネントレッドＦ５Ｒ

赤色五〇一号 赤色５０１号、薬用スカーレット

赤色五〇二号 赤色５０２号、ポンソー３Ｒ

赤色五〇三号 赤色５０３号、ポンソーＲ

赤色五〇四号 赤色５０４号、ポンソーＳＸ

赤色五〇五号 赤色５０５号、オイルレッドＸＯ
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

赤色五〇六号 赤色５０６号、フアストレッドＳ

だいだい色四〇一号 だいだい色４０１号、ハンサオレンジ

だいだい色四〇二号 だいだい色４０２号、オレンジⅠ

だいだい色四〇三号 だいだい色４０３号、オレンジＳＳ

黄色四〇一号 黄色４０１号、ハンサエロー

黄色四〇二号 黄色４０２号、ポーラエロー５Ｇ

黄色四〇三号の(1) 黄色４０３号の(1)、ナフトールエローＳ

黄色四〇四号 黄色４０４号、エローＡＢ

黄色四〇五号 黄色４０５号、エローＯＢ

黄色四〇六号 黄色４０６号、メタニルエロー

黄色四〇七号 黄色４０７号、フアストライトエロー３Ｇ

緑色四〇一号 緑色４０１号、ナフトールグリーンＢ

緑色四〇二号 緑色４０２号、ギネアグリーンＢ

青色四〇三号 青色４０３号、スダンブルーＢ

青色四○四号 青色４０４号、フタロシアニンブルー

紫色四〇一号 紫色４０１号、アリズロールパープル

黒色四〇一号 黒色４０１号、ナフトールブルーブラック

赤色四〇一号アルミニウムレーキ 赤色４０１号、ビオラミンR

赤色五〇二号アルミニウムレーキ 赤色５０２号、ポンソー３Ｒ

赤色五〇三号アルミニウムレーキ 赤色５０３号、ポンソーＲ

赤色五〇四号アルミニウムレーキ 赤色５０４号、ポンソーＳＸ

赤色五〇六号アルミニウムレーキ 赤色５０６号、フアストレッドＳ

だいだい色四〇二号アルミニウムレーキ だいだい色４０２号、オレンジⅠ

黄色四〇二号アルミニウムレーキ 黄色４０２号、ポーラエロー５Ｇ

黄色四〇三号の(1)アルミニウムレーキ 黄色４０３号の(1)、ナフトールエローＳ

黄色四〇六号アルミニウムレーキ 黄色４０６号、メタニルエロー

黄色四〇七号アルミニウムレーキ 黄色４０７号、フアストライトエロー３Ｇ

緑色四〇二号アルミニウムレーキ 緑色４０２号、ギネアグリーンＢ

紫色四〇一号アルミニウムレーキ 紫色４０１号、アリズロールパープル

黒色四〇一号アルミニウムレーキ 黒色４０１号、ナフトールブルーブラック

だいだい色四〇二号バリウムレーキ だいだい色４０２号、オレンジⅠ

緑色四〇二号バリウムレーキ 緑色４０２号、ギネアグリーンＢ

890 999999 飽和ポリグリコール化グリセリド 飽和ポリグリコール化グリセリド

42 



成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

891 104604 没食子酸プロピル 没食子酸プロピル

892 120154 ポビドン 　 ＊ ポビドン

893 120338 ポビドンＫ１７ ポビドンＫ１７ ポビドン

894 108622 ポリアクリル酸 ポリアクリル酸

895 120339 ポリアクリル酸水溶液(20%) ポリアクリル酸水溶液(20%) ポリアクリル酸

896 106734 ポリアクリル酸ナトリウム ポリアクリル酸ナトリウム ポリアクリル酸Na

897 120051 ポリアクリル酸部分中和物 ポリアクリル酸部分中和物

ポリイソシアネート

酢酸エチル

899 105319 ポリイソブチレン  ポリイソブチレン

900 108623 ポリイソプレン ポリイソプレン

901 109188 ポリウレタン系樹脂 ポリウレタン系樹脂

902 111360 ポリエチレン繊維 ポリエチレン繊維

903 109881 ポリエチレンテレフタレートセパレータ ポリエチレンテレフタレートセパレータ

904 105310 ポリエチレン末 ポリエチレン末 ポリエチレン

905 111794 ポリ塩化ビニル ポリ塩化ビニル

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

907 105332 ポリオキシエチレンアルキルエーテル ポリオキシエチレンアルキルエーテル

908 105381 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

909 105384 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

910 105385 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

911 503123 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

912 110366 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エーテルリン酸Na

913 105359 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

914 109891 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油１０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油１０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

915 120351 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油１００ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油１００ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

916 110371 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油２０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油２０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

917 105361 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油４０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油４０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

918 108489 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油５ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油５ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

919 105362 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油５０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油５０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

920 108405 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油６０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油６０ ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

921 105350 ポリオキシエチレンジスチリルフェニルエーテル ポリオキシエチレンジスチリルフェニルエーテル

ポリイソシアネート液 ＊

906 120052
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

＊

898 120340
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922 105420 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

923 110368 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

924 008806 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

ジステアリン酸ポリエチレングリコール ジステアリン酸マクロゴール

926 500399 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エーテルリン酸Na

927 111373 ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム（５Ｅ．Ｏ．） ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム（５Ｅ．Ｏ．） ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸Na

928 501125 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

929 105405 ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート ポリソルベート２０

930 500400 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

931 120341 ポリオキシエチレン多環フェニルエーテル硫酸アンモニウム塩 ポリオキシエチレン多環フェニルエーテル硫酸アンモニウム塩

932 105377 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

アルキルベンゼンスルホン酸カルシウム アルキルベンゼンスルホン酸Ca

934 105340 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

935 122118 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

936 105086 ポリオキシエチレン（１０５）ポリオキシプロピレン（５）グリコール ポリオキシエチレン（１０５）ポリオキシプロピレン（５）グリコール ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

937 105715 ポリオキシエチレン（１２０）ポリオキシプロピレン（４０）グリコール ポリオキシエチレン（１２０）ポリオキシプロピレン（４０）グリコール ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

938 108269 ポリオキシエチレン（１６０）ポリオキシプロピレン（３０）グリコール ポリオキシエチレン（１６０）ポリオキシプロピレン（３０）グリコール ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

939 109111 ポリオキシエチレン（１９６）ポリオキシプロピレン（６７）グリコール ポリオキシエチレン（１９６）ポリオキシプロピレン（６７）グリコール ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

940 109135 ポリオキシエチレン（２０）ポリオキシプロピレン（２０）グリコール ポリオキシエチレン（２０）ポリオキシプロピレン（２０）グリコール ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

941 500431 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（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

942 120011 ポリオキシエチレン（３）ポリオキシプロピレン（１７）グリコール ポリオキシエチレン（３）ポリオキシプロピレン（１７）グリコール ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

943 109109 ポリオキシエチレン（４２）ポリオキシプロピレン（６７）グリコール ポリオキシエチレン（４２）ポリオキシプロピレン（６７）グリコール ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

933 120342
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・アルキルベンゼンス
ルホン酸カルシウム混合物

＊

＊
ポリオキシエチレンセチルエーテル・ジステアリン酸ポリエチレン
グリコール混合物

120289925
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944 109110 ポリオキシエチレン（５４）ポリオキシプロピレン（３９）グリコール ポリオキシエチレン（５４）ポリオキシプロピレン（３９）グリコール ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

945 500432 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（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

946 500442
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（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

947 111800
ポリオキシエチレン（１７）ポリオキシプロピレン（２３）セチルエーテ
ル

ポリオキシエチレン（１７）ポリオキシプロピレン（２３）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

948 109884
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（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

949 108805
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（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

950 120053 ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル（７Ｅ．Ｏ．） ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル（７Ｅ．Ｏ．） ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル

951 105365 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

952 122119 ポリオキシエチレンラノリンアルコールエーテル（５Ｅ．０．） ポリオキシエチレンラノリンアルコールエーテル（５Ｅ．０．） ポリオキシエチレンラノリンアルコールエーテル

953 999999 ポリオキシル 35 ヒマシ油 ポリオキシル 35 ヒマシ油 ポリオキシルヒマシ油

954 106739 ポリスチレンスルホン酸ナトリウム 　 ＊ ポリスチレンスルホン酸ナトリウム ポリスチレンスルホン酸Na

955 110372 ポリスチレン・ポリイソプレン・ポリスチレンゴム ポリスチレン・ポリイソプレン・ポリスチレンゴム

956 105440 ポリソルベート２０ ポリソルベート２０
ポリオキシエチレンソルビタンラウレート
ラウリン酸ポリオキシエチレンソルビタン

957 109112 ポリソルベート４０ ポリソルベート４０
ポリオキシエチレンソルビタンパルミテート
パルミチン酸ポリオキシエチレンソルビタン

958 105442 ポリソルベート６０ ポリソルベート６０
ポリオキシエチレンソルビタンステアレート
ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン

959 105413 ポリソルベート６５ ポリソルベート６５
ポリオキシエチレンソルビタントリステアレート
トリステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン

960 001594 ポリソルベート８０    ＊ ポリソルベート８０
ポリオキシエチレンソルビタンオレエート
オレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン

961 008803 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

962 109113 ポリビニルアルコール（完全けん化物） ポリビニルアルコール（完全けん化物）

963 109114 ポリビニルアルコール（部分けん化物） ポリビニルアルコール（部分けん化物）

ポリビニルアルコール

ジエチレングリコール
＊964 120344 ポリビニルアルコール・ジエチレングリコール混合物
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ポリビニルアルコール

ジブチルエーテル

966 105269 ポリブテン ポリブテン

967 105435 ポリプロピレングリコール２０００ ポリプロピレングリコール２０００ ポリプロピレングリコール

968 105520 ポリリン酸カリウム ポリリン酸カリウム ポリリン酸K

969 106738 ポリリン酸ナトリウム ポリリン酸ナトリウム ポリリン酸Na

970 009752 ｄ－ボルネオール ｄ－ボルネオール

971 101968 ｄｌ－ボルネオール ｄｌ－ボルネオール

972 001595 ホルマリン    ＊ ホルマリン

973 002348 ボレイ末    ＊ ボレイ末 ボレイ

974 104226 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

975 103914 マクロゴール１０００ マクロゴール１０００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

976 001601 マクロゴール１５００    ＊ マクロゴール１５００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

977 103915 マクロゴール１５４０ マクロゴール１５４０
マクロゴール
ポリエチレングリコール

978 103917 マクロゴール２００ マクロゴール２００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

979 002446 マクロゴール２００００     ＊ マクロゴール２００００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

980 103920 マクロゴール３００ マクロゴール３００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

981 111404 マクロゴール３５０００ マクロゴール３５０００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

982 001600 マクロゴール４００     ＊ マクロゴール４００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

983 001602 マクロゴール４０００     ＊ マクロゴール４０００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

984 103921 マクロゴール６００ マクロゴール６００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

985 001603 マクロゴール６０００     ＊ マクロゴール６０００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

ポリビニルアルコール・ジブチルエーテル混合物965 120345 ＊
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    ＊ マクロゴール４００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

   ＊ マクロゴール４０００
マクロゴール
ポリエチレングリコール

987 120292 マシン油 マシン油

988 120346 末端水酸基置換メチルポリシロキサンシリコーン樹脂共重合体 末端水酸基置換メチルポリシロキサンシリコーン樹脂共重合体 末端水酸基置換メチルポリシロキサンシリコーン樹脂コポリマー

989 103912 マッチャ マッチャ

990 120022 マラカイトグリーン マラカイトグリーン

991 109329 マルチトール マルチトール

992 521077 マルチトール液 マルチトール液 マルチトール

993 002351 マルツエキス マルツエキス

994 103961 マルトース     ＊ マルトース

995 103960 マルトール マルトール

996 120064 マレイン化ロジングリセリンエステル マレイン化ロジングリセリンエステル

997 108550 マレイン酸 マレイン酸

998 120347 マロン酸 マロン酸

999 009007 Ｄ－マンニトール     ＊ Ｄ－マンニトール

1000 104276 水アメ 水アメ

Ａ

Ｂ＊
ミックスフレーバー(香料、プロピレングリコール、グリセリン、エタ
ノール、グリセリン脂肪酸エステル)

香料

   ＊ プロピレングリコール

   ＊ グリセリン

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

グリセリン脂肪酸エステル

1002 500495 ミツロウ     ＊ ミツロウ

1003 104372 ミリスチルアルコール ミリスチルアルコール

1004 104368 ミリスチン酸 ミリスチン酸

1005 009100 ミリスチン酸イソプロピル ミリスチン酸イソプロピル

1006 100124 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

986 001604 マクロゴール軟膏 ＊

香料、プロピレングリコール、グリセリン、エタノール

1001 999999
ミックスフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

Ｃ＊
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1007 500500 ミリスチン酸セチル ミリスチン酸セチル

1008 104370 ミリスチン酸ミリスチル ミリスチン酸ミリスチル

1009 120348 ミリスチン酸メチル ミリスチン酸メチル

1010 102369 ミルラ流エキス ミルラ流エキス

1011 999999 ミレフォリウム草乾燥エキス ミレフォリウム草乾燥エキス ミレフォリウム草エキス

1012 104247 ミンク油 ミンク油

Ａ

Ｂ＊ ミントフレーバー(香料、エタノール)

ミントフレーバー

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

1014 110063 無菌炭酸水素ナトリウム 無菌炭酸水素ナトリウム 炭酸水素Na

1015 001076 無水エタノール     ＊ 無水エタノール
エタノール
エチルアルコール
アルコール

1016 120293 無水塩化第一スズ 無水塩化第一スズ 塩化第一スズ

1017 001216 無水クエン酸     ＊ 無水クエン酸 クエン酸

1018 100551 無水クエン酸ナトリウム 無水クエン酸ナトリウム クエン酸Na

1019 111419 無水ケイ酸水加物 無水ケイ酸水加物

1020 106602 無水酢酸ナトリウム 無水酢酸ナトリウム 酢酸Na

1021 100550 無水炭酸ナトリウム 無水炭酸ナトリウム 炭酸Na

1022 107790 無水乳糖     ＊ 無水乳糖 乳糖

1023 106743 無水ピロリン酸ナトリウム 無水ピロリン酸ナトリウム ピロリン酸Na

1024 105176 無水フタル酸 無水フタル酸

1025 009001 無水マレイン酸 無水マレイン酸

1026 106760 無水硫酸ナトリウム 無水硫酸ナトリウム 硫酸Na

1027 108892 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 リン酸水素2Na

1028 109340 無水リン酸三ナトリウム 無水リン酸三ナトリウム リン酸3Na

1029 002447 無水リン酸水素カルシウム     ＊ 無水リン酸水素カルシウム リン酸水素Ca

1030 111972 無水リン酸水素カルシウム造粒物 無水リン酸水素カルシウム造粒物 リン酸水素Ca

1031 109115 無水リン酸二水素ナトリウム 無水リン酸二水素ナトリウム リン酸二水素Na

1032 002431 メグルミン     ＊ メグルミン

1013 999999
ミントフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

香料、エタノール

 Ｃ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

1033 110389 メタクリル酸・アクリル酸ｎ－ブチルコポリマー メタクリル酸・アクリル酸ｎ－ブチルコポリマー
メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー
メタクリル酸・アクリル酸ブチル共重合体

1034 104812 メタクリル酸コポリマーＬ メタクリル酸コポリマーＬ メタクリル酸共重合体Ｌ

メタクリル酸コポリマーＬＤ メタクリル酸共重合体ＬＤ

＊ ラウリル硫酸ナトリウム ラウリル硫酸Na

＊ ポリソルベート８０
ポリオキシエチレンソルビタンオレエート
オレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン

1036 109116 メタクリル酸コポリマーＳ メタクリル酸コポリマーＳ メタクリル酸共重合体Ｓ

1037 120054 メタクリル酸ラウリル メタクリル酸ラウリル

1038 103929 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Mg

1039 106690 メタスルホ安息香酸ナトリウム メタスルホ安息香酸ナトリウム メタスルホ安息香酸Na

1040 104129 メタノール メタノール

メタノール

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

1042 106692 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Na

1043 104128 メタンスルホン酸 メタンスルホン酸

1044 001619 ＤＬ－メチオニン ＤＬ－メチオニン

1045 001621 Ｌ－メチオニン     ＊ Ｌ－メチオニン

1046 999999 メチルアクリレート・メタクリル酸コポリマー メチルアクリレート・メタクリル酸コポリマー メチルアクリレート・メタクリル酸共重合体

1047 104165 メチルイソブチルケトン メチルイソブチルケトン

1048 104160 メチルエチルケトン メチルエチルケトン

1049 001624 メチルセルロース     ＊ メチルセルロース

1050 104169 メチルナフタレン メチルナフタレン

1051 122109 メチルビニルエーテル・無水マレイン酸共重合体 メチルビニルエーテル・無水マレイン酸共重合体 メチルビニルエーテル・無水マレイン酸コポリマー

1052 009311
２－メチル－５－ビニルピリジンメチルアクリレート・メタクリル酸コ
ポリマー

２－メチル－５－ビニルピリジンメチルアクリレート・メタクリル酸コ
ポリマー

２－メチル－５－ビニルピリジンメチルアクリレート・メタクリル酸共
重合体

1053 109125 Ｎ－メチル－２－ピロリドン Ｎ－メチル－２－ピロリドン

1054 104207 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

1055 104162 メチルヘスペリジン メチルヘスペリジン

1056 104199 メチルメタアクリレート・メタアクリル酸コポリマー メチルメタクリレート・メタクリル酸コポリマー メチルメタクリレート・メタクリル酸共重合体

1041 009318 メタノール変性アルコール ＊

1035 108617     ＊メタクリル酸コポリマーＬＤ
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

1057 120055 メチレン－β－ナフタリンスルホン酸ナトリウム共重合体 メチレン－β－ナフタリンスルホン酸ナトリウム共重合体
メチレン－β－ナフタリンスルホン酸ナトリウムコポリマー
メチレン－β－ナフタリンスルホン酸Na共重合体
メチレン－β－ナフタリンスルホン酸Naコポリマー

1058 001633 メチレンブルー メチレンブルー

1059 001371 滅菌精製水    ＊ 滅菌精製水 水(水も省略可)

1060 104052 メラミン メラミン

1061 100111 ２－メルカプトベンズイミダゾール ２－メルカプトベンズイミダゾール

1062 101584 綿実粉 綿実粉

1063 101585 綿実油 綿実油

綿実油

   ＊ ダイズ油 大豆油

1065 001641 ｄｌ－メントール 　 ＊ ｄｌ－メントール

1066 001642 ｌ－メントール    ＊ ｌ－メントール

Ａ

Ｂ＊

香料

   ＊ l-メントール

   ＊ アラビアゴム末 アラビアゴム

1068 500523 モクロウ モクロウ

1069 111452 α－モノイソステアリルグリセリルエーテル α－モノ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

1070 104313 モノエタノールアミン モノエタノールアミン エタノールアミン

1071 122110 モノオレイン酸グリセリン モノオレイン酸グリセリン オレイン酸グリセリン

モノオレイン酸グリセリン オレイン酸グリセリン

ジオレイン酸グリセリン

   ＊ プロピレングリコール

1073 106815 モノオレイン酸ソルビタン モノオレイン酸ソルビタン オレイン酸ソルビタン

1074 105299 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
オレイン酸ポリエチレングリコール
オレイン酸マクロゴール

1075 110401 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．） オレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン

1076 002358 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 ステアリン酸Al

1077 102269 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 ステアリン酸エチレングリコール

1078 002359 モノステアリン酸グリセリン     ＊ モノステアリン酸グリセリン ステアリン酸グリセリン

1079 102129 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 ステアリン酸ソルビタン

120294
モノオレイン酸グリセリン・ジオレイン酸グリセリン・プロピレングリ
コール混合乳化剤

＊

1064 120349

1072

1067 999999
メントールパウダー(Ａ、Ｂ、Ｃのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ又はＣ

香料、l-メントール

メントールパウダー(香料、l-メントール、アラビアゴム末)

Ｃ＊

綿実油・ダイズ油混合物 ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

1080 109910 モノステアリン酸バチル モノステアリン酸バチル ステアリン酸バチル

1081 105636 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 ステアリン酸プロピレングリコール

1082 105300 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
ステアリン酸ポリエチレングリコール
ステアリン酸マクロゴール

1083 108277 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ン ステアリン酸ポリオキシエチレングリセリン

1084 009451 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（６Ｅ．Ｏ．）
ステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン
ポリソルベート６１

1085 106816 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 パルミチン酸ソルビタン

1086 102541 モノミリスチン酸グリセリン モノミリスチン酸グリセリン ミリスチン酸グリセリン

1087 005802 モノラウリン酸ソルビタン モノラウリン酸ソルビタン ラウリン酸ソルビタン

1088 109914 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
ラウリン酸ポリエチレングリコール
ラウリン酸マクロゴール

1089 111817 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 ラウリン酸ポリオキシエチレンソルビット

1090 111973 モンタン酸エステルワックス モンタン酸エステルワックス

1091 521156 薬用石ケン     ＊ 薬用石ケン

1092 001646 薬用炭     ＊ 薬用炭

1093 500543 ヤシ油     ＊ ヤシ油

1094 521160 ヤシ油脂肪酸 ヤシ油脂肪酸

1095 523833
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

1096 101533 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

1097 002364 ユーカリ油     ＊ ユーカリ油

1098 001647 ヨウ化カリウム     ＊ ヨウ化カリウム ヨウ化K

1099 001649 ヨウ化ナトリウム     ＊ ヨウ化ナトリウム ヨウ化Na

1100 103811 ラウリルアルコール ラウリルアルコール

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Na

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

1102 501141 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

1103 001662 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Na

1101 500608 ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム液 ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

ラウリルリン酸ナトリウム ラウリルリン酸Na

   ＊ モノステアリン酸グリセリン ステアリン酸グリセリン

1105 103812 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

1106 111822 ラウリン酸デカグリセリル ラウリン酸デカグリセリル

1107 108822 ラウリン酸ヘキシル ラウリン酸ヘキシル

1108 109262 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 Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン酸Na

1109 500557 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 ラウロイルサルコシンNa

1110 002375 ラウロマクロゴール     ＊ ラウロマクロゴール

1111 102236 酪酸エチル 酪酸エチル

1112 009700 酪酸リボフラビン     ＊ 酪酸リボフラビン

1113 002376 ラッカセイ油     ＊ ラッカセイ油

1114 103800 ラノリンアルコール ラノリンアルコール

1115 110408 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

1116 002377 ラベンダー油 ラベンダー油

1117 107725 卵黄油 卵黄油

1118 105802 卵黄リン脂質 卵黄リン脂質

1119 111478 卵白アルブミン 卵白アルブミン

1120 109923 リグニンスルホン酸ナトリウム リグニンスルホン酸ナトリウム リグニンスルホン酸Na

1121 001667 リドカイン 　 ＊ リドカイン

リナリールアセテート

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

1123 109925 リノール酸イソプロピル リノール酸イソプロピル

1124 102241 リノール酸エチル リノール酸エチル

1125 106601 ５’－リボヌクレオチド二ナトリウム ５’－リボヌクレオチド二ナトリウム ５’－リボヌクレオチド2Na

1126 001669 リボフラビン 　 ＊ リボフラビン ビタミンＢ２

1127 107027 硫酸 硫酸

1128 001672 硫酸亜鉛  　＊ 硫酸亜鉛

1129 001676 硫酸アルミニウム 硫酸アルミニウム 硫酸Al

1130 001677 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Al/K

1131 104953 硫酸オキシキノリン 硫酸オキシキノリン

 ＊1122 120057 リナリールアセテート変性アルコール（95vol％）

1104 120056 ラウリルリン酸ナトリウム・モノステアリン酸グリセリン混合物 ＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

硫酸化ヒマシ油カリウム塩 硫酸化ヒマシ油K塩

アルキルベンゼンスルホン酸塩

高級脂肪酸ナトリウム 高級脂肪酸Na

   ＊ エタノール
エチルアルコール
アルコール

1133 002379 硫酸カリウム 　 ＊ 硫酸カリウム 硫酸K

1134 101192 硫酸カルシウム 硫酸カルシウム 硫酸Ca

1135 001692 硫酸銅 硫酸銅

1136 111974 硫酸ナトリウム十水塩 硫酸ナトリウム十水塩 硫酸Na

1137 001699 硫酸プロタミン 　 ＊ 硫酸プロタミン

1138 001702 硫酸マグネシウム 　 ＊ 硫酸マグネシウム 硫酸Mg

1139 106052 粒状石灰石 粒状石灰石 炭酸Ca

1140 103864 流動クマロン樹脂 流動クマロン樹脂

1141 001496 流動パラフィン 　 ＊ 流動パラフィン

1142 120297 リュウノウ リュウノウ

1143 106058 リュウノウ末 リュウノウ末 リュウノウ

1144 106044 緑茶末 緑茶末 緑茶

1145 001704 リンゲル液 　 リンゲル液

1146 521278 リンゴ果汁 リンゴ果汁

1147 101977 ｄｌ－リンゴ酸 ｄｌ－リンゴ酸

1148 109205 ｄｌ－リンゴ酸ナトリウム ｄｌ－リンゴ酸ナトリウム ｄｌ－リンゴ酸Na

1149 111833 リンゴ酢 リンゴ酢

1150 111498 リンゴ濃縮果汁（５００％） リンゴ濃縮果汁（５００％） リンゴ果汁

1151 105169 リン酸 リン酸

1152 111500 リン酸一水素カルシウム リン酸一水素カルシウム リン酸水素Ca

1153 999999 リン酸一水素ナトリウム・七水和物 リン酸一水素ナトリウム・七水和物 リン酸一水素Na

1154 009759 リン酸三ナトリウム リン酸三ナトリウム リン酸3Na

1155 523304 リン酸ジセチル リン酸ジセチル

1156 001714 リン酸水素カルシウム    ＊ リン酸水素カルシウム リン酸水素Ca

1157 111982 リン酸水素カルシウム造粒物 リン酸水素カルシウム造粒物 リン酸水素Ca

1158 001715 リン酸水素ナトリウム    ＊ リン酸水素ナトリウム リン酸水素Na

1159 106736 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ルエーテル ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸Na

1132 120296
硫酸化ヒマシ油カリウム塩・アルキルベンゼンスルホン酸塩混合
物

＊
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成分名 別名又は簡略名

記載名称

添加物事典名
複数成
分記載

(*)
№

成分
コード

日局
収載
(*)

1160 105491 リン酸二カリウム リン酸二カリウム リン酸水素2K

1161 109096 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K

1162 001716 リン酸二水素カルシウム 　 ＊ リン酸二水素カルシウム リン酸二水素Ca

1163 009757 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Na

1164 111835 リン酸二水素ナトリウム一水和物 リン酸二水素ナトリウム一水和物 リン酸二水素Na

1165 105390 リン酸ポリオキシエチレンオレイルエーテル（８ＭＯＬ） リン酸ポリオキシエチレンオレイルエーテル（８ＭＯＬ） リン酸ポリオキシエチレンオレイルエーテル

1166 120058 リン酸マンガンアンモニウム リン酸マンガンアンモニウム

1167 001719 リン酸リボフラビンナトリウム  　＊ リン酸リボフラビンナトリウム リン酸リボフラビンNa

Ａ

レモンパウダー

　 ＊ デキストリン

1169 103826 レモン油 レモン油

1170 002383 ロジン 　 ＊ ロジン

1171 106017 ローズ水 ローズ水

1172 002384 ローズ油 ローズ油

1173 107491 ロート油 ロート油

1174 508141 ローマカミツレ油 ローマカミツレ油

1175 106028 ローヤルゼリー ローヤルゼリー

1176 107552 ワセリン ワセリン

ワセリン

ラノリンアルコール

ワセリン

ラノリン

ラノリンアルコール

＊

＊

1177 ワセリン・ラノリンアルコール混合物120298

1178 120299 ワセリン・ラノリン・ラノリンアルコール混合物

1168 999999
レモンパウダー(Ａ、Ｂのいずれかで記載する)
配合目的が「香料」の場合はＡ
配合目的が「香料以外」の場合はＢ

香料

Ｂ＊
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