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○ 
厚 生 労 働 省 

経 済 産 業 省

環 境 省 

告 示 第 十 一 号 

 化 学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 八 年 法 律 第 百 十 七 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規

定 に 基 づ き 、 次 に 掲 げ る 新 規 化 学 物 質 が 同 項 第 二 号 か ら 第 五 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る も の で あ る

旨 の 通 知 を し た の で 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 名 称 を 公 示 す る 。 

  平 成 三 十 年 七 月 三 十 一 日  

                厚 生 労 働 大 臣 加 藤 勝 信 

                               経 済 産 業 大 臣 臨 時 代 理 

                                 国 務 大 臣 松 山  政 司 

                                 環 境 大 臣 中 川 雅 治 

通し番号 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４条第１項の規定に基

づき、同項第２号から第５号までのいずれかに該当するものである旨の

通知をした新規化学物質の名称 

  整理番号 

２３８ メチルシクロペンタン （３）－４６６９ 

 

２３９ ベンジル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物のオキシラン－２－ （６）－３６０８ 
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イルメチル＝メタクリラート付加物（水及び酸に不溶であり、分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

２４０ ジフェニル＝カルボナート・２，２′－［（９Ｈ－フルオレン－９，９

－ジイル）ビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジエタノール・ヘキサ

ヒドロフロ［３，２－ｂ］フラン－３，６－ジオール・２，２′－オキ

シジエタノール重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５１９ 

２４１ ブタン－１－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタク

リラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メ

チル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分

子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６０９ 

２４２ メタクリル酸＝３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８

－トリデカフルオロオクチル重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり

、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る

。） 

（６）－３６１０ 

２４３ アクリル酸・ブタン－１－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン （７）－３５２０ 
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－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２

－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・α－［２－（メタクリロイルオ

キシ）エチル］－ω－ヒドロキシポリ（ｎ＝１～４）［オキシ（１－オ

キソヘキサン－１，６－ジイル）］・スチレン・トリデカン－１－イル

＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

２４４ アクリロニトリル・ブタン－１－イル＝アクリラート・Ｎ－（ブトキシ

メチル）アクリルアミド・エチル＝アクリラート・２－エチルヘキサン

－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・２

－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・２－（メタクリ

ロイルオキシ）エチル＝水素＝シクロヘキサン－１，２－ジカルボキシ

ラート・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン

共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分

の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６１１ 

２４５ メチル＝メタクリラート・１－モルホリノプロパ－２－エン－１－オン

共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分

（６）－３６１２ 
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の含有率が１％以下であるものに限る。） 

２４６ （セルロース、酢酸及び酪酸のエステル化反応生成物）の部分カルボキ

シ化物（水及び酸に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１

％以下であるものに限る。） 

（７）－３５２１ 

２４７ ２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・２－メチリデ

ンコハク酸・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－

トリデカフルオロオクタン－１－イル＝メタクリラート共重合物のナト

リウム塩（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶

媒及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（６）－３６１３ 

２４８ ブタン－１－イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・２－ヒドロ

キシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・

スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未

満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６１４ 

２４９ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・１－ヒドロキシプロパ

ン－２－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝

メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸

（６）－３６１５ 
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及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

下であるものに限る。） 

２５０ ｛（２－ヒドロキシエチル）（ジメチル）アンモニウム＝２－アクリル

アミド－２－メチルプロパン－１－スルホナート・５－［（４－ビニル

ベンジル）スルファニル］－１，３，４－チアジアゾール－２－チオー

ル共重合物の末端３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロパン－１－

チオール付加物｝の４－（クロロメチル）スチレン縮合物（分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５２２ 

２５１ ビス（オキシラン－２－イルメチル）＝ジメチルイコサジエンジオアー

トを主成分とする、［（１－ヒドロキシペルオキシ－１－メトキシシク

ロヘキサンを主成分とする、シクロヘキサノン、メタノール及び過酸化

水素の反応生成物）、硫酸鉄（Ⅱ）及びイソプレンの反応生成物］の加

水分解生成物と２－（クロロメチル）オキシランの反応生成物 

（５）－７０３３ 

２５２ ２，６－ジメチルピペラジン （５）－７０３４ 

２５３ ３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カル

ボン酸 

（５）－７０３５ 
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２５４ トリ－ｐ－トリルホスファン （３）－４６７０ 

２５５ メタクリル酸＝（３－エチルオキセタン－３－イル）メチル （５）－７０３６ 

２５６ プロパン－１，３－ジスルホン酸 （２）－４１８４ 

２５７ マグネシウム＝オキサラート （５）－７０３７ 

２５８ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラー

ト・２－フェノキシエチル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカ

リに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるも

のに限る。） 

（６）－３６１６ 

２５９ ２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・フマル酸・イソフタル

酸・マレイン酸・１，１′，３，３′－テトラオキソ－２，２′－［メ

チレンビス（４，１－フェニレン）］ビス（イソインドリン－５－カル

ボン酸）重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未

満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５２３ 

２６０ メタクリル酸・スチレン・トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン

－８－イル＝メタクリラート共重合物のオキシラン－２－イルメチル＝

メタクリラート付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量

（６）－３６１７ 
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1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

２６１ ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタ

クリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝メタクリラート・イソブ

チル＝メタクリラート・２－メトキシエチル＝アクリラート・３－（ト

リメトキシシリル）プロパン－１－イル＝メタクリラート共重合物（水

、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１

％以下であるものに限る。） 

（６）－３６１８ 

２６２ ２－（ジエチルアミノ）エチル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン

－１－イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合

物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６１９ 

２６３ α－（４－アミノベンゾイル）－ω－［（４－アミノベンゾイル）オキ

シ］ポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）・［５，５′－ビイソベン

ゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオン・５，５′－カルボニル

ビス（イソベンゾフラン－１，３－ジオン）・［α－ヒドロ－ω－ヒド

ロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）の２－メチルオキシラン

（７）－３５２４ 
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付加物の両末端アミノ化物］・４，４′－［プロパン－２，２－ジイル

ビス（４，１－フェニレンオキシ）］ジアニリン重縮合物（水、酸及び

アルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下で

あるものに限る。） 

２６４ アクリル酸・ブタン－１－イル＝水素＝マレアート・ブタン－１－イル

＝メタクリラート・２－（２－エトキシエトキシ）エチル＝アクリラー

ト・イソプロペニルベンゼン・２－イソプロポキシエチル＝水素＝マレ

アート・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物の部分ナトリウム

塩（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６２０ 

２６５ アクリル酸・ドデカン－１－イル＝メタクリラート・エチル＝アクリラ

ート・Ｎ－（イソブトキシメチル）アクリルアミド・メチル＝メタクリ

ラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、溶媒から単離した

ものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに

限る。） 

（６）－３６２１ 

２６６ アクリル酸・２－（ジエチルアミノ）エチル＝メタクリラート・ドデカ （６）－３６２２ 
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ン－１－イル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・エチレン＝ア

クリラート＝６－ヒドロキシヘキサノアート・Ｎ－（イソブトキシメチ

ル）アクリルアミド・Ｎ－（メトキシメチル）アクリルアミド・メチル

＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、溶媒か

ら単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶で

あるものに限る。） 

２６７ １，１，１，３，３，３－ヘキサメチルジシロキサン、１－［３－（メ

タクリロイルオキシ）プロパン－１－イル］－１，１，３，３－テトラ

メチルジシロキサン、（テトラメトキシシラン重縮合物）及び１，１，

３，３－テトラメチル－１，３－ジビニルジシロキサンの反応生成物（

水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５２５ 

２６８ α－［ジメチル（ビニル）シリル］－ω－｛［ジメチル（ビニル）シリ

ル］オキシ｝ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル）／オキシ（ジフェ

ニルシランジイル）］と１－［３－（メタクリロイルオキシ）プロパン

－１－イル］－１，１，３，３－テトラメチルジシロキサンの反応生成

（７）－３５２６ 
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物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。） 

２６９ （アジピン酸・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・Ｎ－（３－ア

ミノプロパン－１－イル）プロパン－１，３－ジイルジアミン・ビス（

イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・｛ヘキサン－１，６

－ジオール・［不飽和脂肪酸を二量体化して得られる環式及び非環式ダ

イマー酸（Ｃ＝ 36を主成分とする。）］重縮合物｝・３－ヒドロキシ－

２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・プロパン－１，３

－ジイルジアミン重付加物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂

溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３５２７ 

２７０ アジポヒドラジド・［ブタ－１，３－ジエン重合物の両末端ヒドロキシ

化物］・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロ

パン酸・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３

－トリメチルシクロヘキサン重付加物（数平均分子量が 1,000 以上であ

り、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限

る。） 

（７）－３５２８ 
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２７１ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラ

ート・メチル＝メタクリラート・２－（ホスホノオキシ）エチル＝アク

リラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未

満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６２３ 

２７２ （オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・スチレン・トリシク

ロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカン－８－イル＝メタクリラート共重合

物のメタクリル酸付加物）の無水コハク酸付加物（水、酸及びアルカリ

に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る。） 

（６）－３６２４ 

２７３ トリス（１－ｔｅｒｔ－ブトキシエチル）＝ベンゼン－１，２，４－ト

リカルボキシラート 

（３）－４６７１ 

２７４ ［（ヒドロキシメチル）トリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカニル

］メタノール・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，

３，３－トリメチルシクロヘキサン・オキセパン－２－オン重付加物の

末端２－ヒドロキシエチル＝アクリラート付加物 

（７）－３５２９ 

２７５ ２－（｛４－［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フェノキシ］フ （５）－７０３８ 
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ェノキシ｝メチル）オキシランを主成分（ 90％以上）とする、２－（｛

４－［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）フェノキシ］フェノキシ

｝メチル）オキシランと１，３－ビス｛４－［４－（オキシラン－２－

イルメトキシ）フェノキシ］フェノキシ｝プロパン－２－オールの混合

物 

２７６ ジフェニル＝メチルホスホナートと４，４′－（プロパン－２，２－ジ

イル）ジフェノールの反応生成物 

（７）－３５３０ 

２７７ ジメチル＝ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２，６－ジカルボキシラ

ートを主成分とする、ジメチル＝ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２

，５－ジカルボキシラート及びジメチル＝ビシクロ［２．２．１］ヘプ

タン－２，６－ジカルボキシラートの混合物 

（４）－１９８８ 

２７８ アジピン酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・フラン－

２，５－ジオン・プロパン－１，２－ジオール重縮合物の末端オキシラ

ン－２－イルメチル＝メタクリラート付加物 

（７）－３５３１ 

２７９ ｛ホルムアルデヒド・フェノール重縮合物の２－［（アリルオキシ）メ

チル］オキシラン付加物｝と２－（クロロメチル）オキシランの反応生

（７）－３５３２ 



13 
 

成物 

２８０ ｛２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール、エチレン＝グリコー

ル、フラン－２，５－ジオン、イソフタル酸、イソベンゾフラン－１，

３－ジオン、２，２′－オキシジエタノール、プロパン－１，２－ジオ

ール、（プロパン－１，２－ジオール重縮合物（重合度２～３））、４

，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジシクロヘキサン－１－オール

、［４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノールの２－メチ

ルオキシラン重付加物］及びテレフタル酸の反応生成物｝、フラン－２

，５－ジオン及びトリシクロ［５．２．１．０ ２ ， ６ ］デカ－３，８－

ジエンの反応生成物 

（７）－３５３３ 

２８１ Ｎ，Ｎ－ジイソプロピルエタン－１，２－ジアミン （２）－４１８５ 

２８２ 硫化二リチウム （１）－１２５８ 

２８３ リチウム＝ｔｅｒｔ－ブトキシド （２）－４１８６ 

２８４ （アジピン酸・ヘキサン－１，６－ジオール・イソフタル酸重縮合物）

・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸

・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリ

（７）－３５３４ 
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メチルシクロヘキサン重付加物（水及び酸に不溶であり、分子量 1,000

未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

２８５ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メ

タクリラート・ドデカン－１－イル＝メタクリラート・エチレン＝ジメ

タクリラート・メチル＝メタクリラート・Ｎ－（２－メチル－４－オキ

ソペンタン－２－イル）アクリルアミド・スチレン・トリデカン－１－

イル＝メタクリラート共重合物（水及びアルカリに不溶であり、分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５３５ 

２８６ ヒマシ油・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプ

ロパン酸・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，

３－トリメチルシクロヘキサン重付加物のカリウム塩（数平均分子量が

1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶

であるものに限る。） 

（７）－３５３６ 

２８７ （アジピン酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・エチレ

ン＝グリコール・イソフタル酸・テレフタル酸重縮合物）・ビス（イソ

シアナトフェニル）メタン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル

（７）－３５３７ 
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）－２－メチルプロパン酸重付加物（数平均分子量が 1,000 以上であり

、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る

。） 

２８８ （アジピン酸・ブタン－１，４－ジオール重縮合物）・１，６－ジイソ

シアナトヘキサン・エチレンジアミン・２－エチル－２－（ヒドロキシ

メチル）プロパン－１，３－ジオール・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロ

キシメチル）－２－メチルプロパン酸・［４，４′－（プロパン－２，

２－ジイル）ジフェノールの２－メチルオキシラン重付加物］重付加物

（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及

びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３５３８ 

２８９ （トリフルオロビニル）ベンゼン重合物（水、酸及びアルカリに不溶で

あり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。

） 

（６）－３６２５ 

２９０ １－エチルシクロペンタン－１－イル＝２－｛［２－（メタクリロイル

オキシ）アセチル］オキシ｝－５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４

．２．１．０ ３ ， ７ ］ノナン－９－カルボキシラート・４－エチルテト

（６）－３６２６ 
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ラシクロ［６．２．１．１ ３ ， ６ ．０ ２ ， ７ ］ドデカン－４－イル＝メ

タクリラート・３－ヒドロキシ－１－アダマンチル＝メタクリラート・

メチル＝２－｛［２－（メタクリロイルオキシ）アセチル］オキシ｝－

５－オキソ－４－オキサトリシクロ［４．２．１．０ ３ ， ７ ］ノナン－

９－カルボキシラート・５－オキソオキソラン－３－イル＝メタクリラ

ート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

２９１ ［（ペンタエリトリトールとエチレン＝グリコールの反応生成物）と３

－ヒドロキシ－２－ヒドロキシメチル－２－メチルプロパン酸の反応生

成物］とアクリル酸の反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５３９ 

２９２ アクリルアミド・アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタ

ン－１－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリ

ラート・エチル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アク

リラート・メチル＝メタクリラート・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペ

ンタン－２－イル）アクリルアミド・２－（２－オキソイミダゾリジン

（６）－３６２７ 
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－１－イル）エチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及び

アルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下で

あるものに限る。） 

２９３ ブタン－１－イル＝アクリラート・１－ヒドロキシプロパン－２－イル

＝アクリラート・２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝アクリラート・

メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物のオキシラ

ン－２－イルメチル＝アルカノアート（Ｃ＝ 10、分枝型）付加物（水、

酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。） 

（６）－３６２８ 

２９４ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラ

ート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物のオ

キシラン－２－イルメチル＝アルカノアート（Ｃ＝ 10、分枝型）付加物

（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６２９ 

２９５ ２′，２′′，３′，３′′，６′，６′′－ヘキサメチル－２，４′

，４′′－メタントリイルトリフェノール・５－イソシアナト－１－（

（７）－３５４０ 
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イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン重付加

物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。） 

２９６ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝

メタクリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，

８－トリデカフルオロオクタン－１－イル＝メタクリラート共重合物の

末端ドデカン－１－チオール部分付加物（水、酸及びアルカリに不溶で

あり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。

） 

（６）－３６３０ 

２９７ （｛アジピン酸・［不飽和脂肪酸（Ｃ＝ 18）の二量体として得られる環

式及び非環式ダイマー酸（Ｃ＝ 36を主成分とする。）］の水素化物・ヘ

キサン－１，６－ジオール・イソフタル酸重縮合物（両末端ヒドロキシ

基）｝・［２－アミノエタノール・１，４－ビス（オキシラン－２－イ

ルメトキシ）ブタン重付加物］・１，３－ビス（２－イソシアナトプロ

パン－２－イル）ベンゼン・２，３－ジヒドロキシプロパン－１－イル

＝メタクリラート・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－

（７）－３５４１ 
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メチルプロパン酸重縮合物）・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリ

ラート・メチル＝メタクリラート・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペン

タン－２－イル）アクリルアミド共重合物の（２－ヒドロキシエチル）

（ジメチル）アンモニウム塩（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、

脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

２９８ アクリル酸・２－ヒドロキシプロパン－１－イル＝メタクリラート・２

－メチルプロパ－２－エン－１－スルホン酸共重合物のナトリウム及び

カルシウム混合塩（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。） 

（６）－３６３１ 

２９９ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－（ジメチルアミノ）エチル＝メ

タクリラート・３，６－ジオキサオクタン－１，８－ジイル＝ジメタク

リラート・ドデカン－１－イル＝メタクリラート・オキシラン－２－イ

ルメチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン・トリ

デカン－１－イル＝メタクリラート共重合物と２－（クロロメチル）オ

キシランの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６３２ 
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３００ アクリル酸・アクリロニトリル・ブタン－１－イル＝アクリラート・ス

チレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６３３ 

３０１ ［４，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオン

・［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・４，４′－（１，３－フェニレンジオキシ）ジアニリン重縮合物（

ポリイミドに限る。）（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性

溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３５４２ 

３０２ ［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオン

・１，４－フェニレンジアミン重縮合物（ポリイミドに限る。）（数平

均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアル

カリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３５４３ 

３０３ ２，２－ジオキソ－１，２λ ６ －オキサチオラン－４－イル＝アセター

ト 

（５）－７０３９ 

３０４ ２，２， 13， 13－テトラメチル－４， 11－ジアザテトラデカ－３， 11－

ジエン－１， 14－ジイル＝ジドデカノアート 

（２）－４１８７ 
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３０６ ４－メチル－４′－ペンチルビフェニル （４）－１９９０ 

３０７ ホスホロジフルオリド酸リチウム （１）－１２５９ 

３０８ Ｎ－（４－ベンズアミド－６－メトキシピリミジン－２－イル）ベンズ

アミド 

（５）－７０４０ 

３０９ ２－（クロロメチル）オキシラン、ヒドロキノン及び（ホルムアルデヒ

ドとフェノールの反応生成物）の反応生成物 

（７）－３５４４ 

３１０ ｛［２－（クロロメチル）オキシランと４，４′－（プロパン－２，２

－ジイル）ジフェノールの反応生成物］・［２－（クロロメチル）オキ

シランと２，２′，６，６′－テトラブロモ－４，４′－（プロパン－

２，２－ジイル）ジフェノールの反応生成物］・２，２′，６，６′－

テトラブロモ－４，４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール

重付加物（末端オキシラニル基）｝・（アクリロニトリル・ブタ－１，

３－ジエン共重合物の末端４－カルボキシ－２－シアノブタン－２－イ

ル化物）重付加物の末端メタクリル酸付加物 

（７）－３５４５ 

３１１ ２，４，６，８－テトラメチルシクロテトラシロキサン・５－ビニルビ

シクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン重付加物 

（７）－３５４６ 
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３１２ ２－メチルシクロヘキサン－１，３－ジイルジアミン及び４－メチルシ

クロヘキサン－１，３－ジイルジアミンの混合物 

（３）－４６７２ 

３１３ アルカン酸（Ｃ＝ 10、分枝型）とチタン（ＩＶ）＝テトラプロパン－２

－オラートの反応生成物 

（２）－４１８８ 

３１４ ブタン－１－イル＝アクリラート・イソブトキシエテン共重合物（水、

酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。） 

（６）－３６３４ 

３１５ ［ブタン－１－イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・（４

－ニトロ安息香酸とオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの反

応生成物）・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート共重合物］

とメタノールの反応生成物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６３５ 

３１６ α－［（３－ヒドロキシプロパン－１－イル）（ジメチル）シリル］－

ω－（３－ヒドロキシプロパン－１－イル）ポリ［オキシ（ジメチルシ

ランジイル）］へのオキセパン－２－オン重付加物（水、酸及びアルカ

リに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるも

（７）－３５４７ 
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のに限る。） 

３１７ ブタン－１－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタク

リラート・４－ヒドロキシブタン－１－イル＝アクリラート・２－ヒド

ロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラー

ト共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成

分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６３６ 

３１８ α－アクリロイル－ω－ヒドロキシポリ（１～ 20）［オキシ（メチルエ

チレン）］・｛［ブタジエン重合物（重合度 15～ 90）の末端２－ヒドロ

キシエチル化物］の水素添加物｝・α－ヒドロ－ω－（メタクリロイル

オキシ）ポリ（１～ 20）［オキシ（メチルエチレン）］・５－イソシア

ナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘ

キサン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５４８ 

３１９ ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・ブタン－１，４－ジオール

・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）

・３－メチルペンタン－１，５－ジオール重付加物（水、酸及びアルカ

（７）－３５４９ 
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リに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるも

のに限る。） 

３２０ α－［２－（アリルオキシ）－１，１－ジフルオロエチル］－ω－［２

－（アリルオキシ）－１，１－ジフルオロエトキシ］ポリ［オキシ（ジ

フルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエチレン）］、α－［２

－（アリルオキシ）－１，１－ジフルオロエチル］－ω－（トリフルオ

ロメトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフ

ルオロエチレン）］及びα－（トリフルオロメチル）－ω－（トリフル

オロメトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラ

フルオロエチレン）］混合物のトリメトキシシラン付加物（数平均分子

量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに

不溶であるものに限る。） 

（７）－３５５０ 

３２１ ｛［（アクリロイルオキシ）メチル］トリシクロ［５．２．１．０ ２ ，

６ ］デカニル｝メチル＝アクリラート、アルカン（Ｃ＝ 12、分枝型）チ

オール、ブタン－１，４－ジイル＝ジアクリラート、４－メチル－２，

４－ジフェニルペンタ－１－エン及びトリシクロ［５．２．１．０ ２ ，

（６）－３６３７ 
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６ ］デカン－８－イル＝メタクリラートの反応生成物（水、酸及びアル

カリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。） 

３２２ ブタン－１－イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・メチル＝メ

タクリラート・トリイソプロピルシリル＝アクリラート・トリイソプロ

ピルシリル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であ

り、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６３８ 

３２３ アクリル酸・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－エチル

ヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリ

ラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタ

クリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分

子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６３９ 

３２４ ブタン－１－イル＝アクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタク

リラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロ

キシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン－

２－イルメチル＝メタクリラート・２，２，６，６－テトラメチル－４

（６）－３６４０ 
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－ピペリジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶で

あり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。

） 

３２５ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１

－イル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・２，２，６，６－テ

トラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート・３－（トリメトキシシ

リル）プロパン－１－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアル

カリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。） 

（６）－３６４１ 

３２６ ３－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒド

ロキシフェネチル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタ

クリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒド

ロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート

共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分

の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６４２ 

３２７ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート （６）－３６４３ 
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・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・スチレン共重合物（水、酸及

びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下

であるものに限る。） 

３２８ ［４，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオン

・４，４′－オキシジアニリン重縮合物（ポリイミド及びポリアミド酸

を含む。）、［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′

－テトラオン・１，４－フェニレンジアミン重縮合物（ポリイミド及び

ポリアミド酸を含む。）及びＮ－［３－（トリメトキシシリル）プロパ

ン－１－イル］アニリンの反応生成物（数平均分子量が 1,000 以上であ

り、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限

る。） 

（７）－３５５１ 

３２９ ３－アミノプロパン－１－オール・ビス（４－イソシアナトシクロヘキ

サン－１－イル）メタン・（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，

６－ジオール重縮合物）・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）

－２－メチルプロパン酸・２－メチルペンタン－１，５－ジイルジアミ

ン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成

（７）－３５５２ 
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分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

３３０ ［４，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオン

・［５，５′－ビイソベンゾフラン］－１，１′，３，３′－テトラオ

ン・１，４－フェニレンジアミン重縮合物の両末端イソベンゾフラン－

１，３－ジオン縮合物（ポリイミドに限る。）（数平均分子量が 1,000

以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶である

ものに限る。） 

（７）－３５５３ 

３３１ ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・２，３－ジヒドロキシプロ

パン－１－イル＝メタクリラート・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（

ｎ＝ 10～ 35）［オキシ（メチルエチレン）］・３－ヒドロキシ－２－（

ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物（水、酸及びアル

カリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。） 

（７）－３５５４ 

３３２ ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラート

・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル

＝アクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラー

（６）－３６４４ 
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ト・１，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル＝メタクリラ

ート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

３３３ シクロヘキサン－１，４－ジカルボン酸と１，３－ジオキソ－１，３－

ジヒドロイソベンゾフラン－５－カルボン酸の脱水縮合物 

（７）－３５５５ 

３３４ メチル＝プロパ－２－イン－１－イル＝カルボナート （２）－４１８９ 

３３５ １－エトキシ－２，３－ジフルオロ－４－［（ｔｒａｎｓ－４－プロピ

ルシクロヘキシル）メトキシ］ベンゼン 

（３）－４６７３ 

３３６ ４－エチル－２′，３′－ジフルオロ－４′′－プロピル－１，１′：

４′，１′′－テルフェニル 

（４）－１９９１ 

３３７ ビス｛４－［４－（アクリロイルオキシ）ブトキシ］安息香酸｝＝２－

メチル－１，４－フェニレン 

（３）－４６７４ 

３３８ ビス［２－（２－イソプロピル－１，３－オキサゾリジン－３－イル）

エチル］＝ヘキサン－１，６－ジイルジカルバマートを主成分（ 50％以

上）とする、１，６－ジイソシアナトヘキサンと２－（２－イソプロピ

ル－１，３－オキサゾリジン－３－イル）エタノールの反応生成物 

（５）－７０４１ 



30 
 

３３９ ２－ヒドロキシ－３－｛４－［４－（オキシラン－２－イルメトキシ）

フェノキシ］フェノキシ｝プロパン－１－イル＝アクリラートを主成分

（ 40％以上）とする、アクリル酸と２－（｛４－［４－（オキシラン－

２－イルメトキシ）フェノキシ］フェノキシ｝メチル）オキシランの反

応生成物 

（５）－７０４２ 

３４０ α－アクリロイル－ω－フェノキシポリ（ｎ＝２～ 12）（オキシエチレ

ン）を主成分（ 80％以上）とする、α－アクリロイル－ω－フェノキシ

ポリ（ｎ＝２～ 12）（オキシエチレン）及びα－ヒドロ－ω－フェノキ

シポリ（ｎ＝２～ 12）（オキシエチレン）の混合物 

（７）－３５５６ 

３４１ ビス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－２－オキシド－κＯ－ベンゾア

ト－κＯ）クロム酸（１－）水素 

（３）－４６７５ 

３４２ メチル＝２－アミノ－１，３－チアゾール－４－カルボキシラート （５）－７０４３ 

３４３ カルシウム＝ビス｛４－［（５－カルバモイル－２－メトキシフェニル

）ジアゼニル］－３－ヒドロキシ－２－ナフトアート｝ 

（４）－１９９２ 

３４４ ２－［Ｎ，Ｎ－ビス（２－ヒドロキシエチル）アミノ］エタンスルホン

酸、２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール、イソベンゾフラン

（３）－４６７６ 
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－１，３－ジオン、ノナン二酸及びオキシラン－２－イルメチル＝アル

カノアート（Ｃ＝ 10、分枝型）の反応生成物 

３４５ ビフェニル－４，４′－ジオール・シクロヘキサン－１，４－ジカルボ

ン酸・４′－ヒドロキシアセトアニリド・４－ヒドロキシ安息香酸・イ

ソフタル酸・テレフタル酸重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり

、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る

。） 

（７）－３５５７ 

３４６ （｛１－アダマンチルアミン、シクロマルトヘキサオース及び［α－ヒ

ドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシエチレン）の末端カルボン酸化物］

の反応生成物｝と２－メチルオキシランの反応生成物）へのオキセパン

－２－オン重付加物［ロタキサン構造を主成分（ 80％以上）とする。］

（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５５８ 

３４７ アクリロニトリル・ブタン－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・

メチル＝メタクリラート・ナトリウム＝４－［アルキル（Ｃ＝８～ 20、

直鎖型及び分枝型）オキシ］－１－（アリルオキシ）－１，４－ジオキ

（６）－３６４５ 
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ソブタン－２－スルホナート・トリエトキシ（ビニル）シラン共重合物

（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及

びアルカリに不溶であるものに限る。） 

３４８ アクリル酸・アンモニウム＝α－｛１－［４－アルキル（Ｃ＝９、直鎖

型及び分枝型）フェノキシ］－３－（アリルオキシ）プロパン－２－イ

ル｝－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（ｎ＝１～ 100 ）（オキシエチレ

ン）・ブタン－１－イル＝アクリラート・Ｎ－（ブトキシメチル）アク

リルアミド・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メタクリル酸

・メチル＝メタクリラート・トリエトキシ（ビニル）シラン共重合物（

数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及び

アルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３５５９ 

３４９ （アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン共重合物の末端４－カルボ

キシ－２－シアノブタン－２－イル化物）・アゼパン－２－オン・ビス

（４－イソシアナトフェニル）メタン・１，３－ジオキソ－１，３－ジ

ヒドロイソベンゾフラン－５－カルボン酸重縮合物（水、酸及びアルカ

リに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるも

（７）－３５６０ 
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のに限る。） 

３５０ α－（１，１，２，２－テトラフルオロ－２－ヨードエチル）－ω－フ

ルオロポリ［オキシ（ペルフルオロプロパン－１，３－ジイル）］を主

成分（ 80％以上）とする、α－（ペルフルオロエチル）－ω－フルオロ

ポリ［オキシ（ペルフルオロプロパン－１，３－ジイル）］、α－（１

，１，２，２－テトラフルオロエチル）－ω－フルオロポリ［オキシ（

ペルフルオロプロパン－１，３－ジイル）］及びα－（１，１，２，２

－テトラフルオロ－２－ヨードエチル）－ω－フルオロポリ［オキシ（

ペルフルオロプロパン－１，３－ジイル）］の混合物（数平均分子量が

1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶

であるものに限る。） 

（７）－３５６１ 

３５１ ベンジル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラート・２－

（ジメチルアミノ）エチル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１

－イル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及

びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下

であるものに限る。） 

（６）－３６４６ 
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３５２ アクリル酸・アリル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラー

ト・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエ

チル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及び

アルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下で

あるものに限る。） 

（６）－３６４７ 

３５３ ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・（ジメチ

ル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・３－ヒド

ロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・２－メチ

ルペンタン－１，５－ジイルジアミン重付加物（水、酸及びアルカリに

不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

限る。） 

（７）－３５６２ 

３５４ アジポヒドラジド・ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル

）メタン・（ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重

縮合物）・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプ

ロパン酸重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未

満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５６３ 
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３５５ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－

１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メチ

ル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子

量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６４８ 

３５６ ３－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒド

ロキシフェネチル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラー

ト・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチ

ル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・２，２

，６，６－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６４９ 

３５７ アクリル酸・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１

－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラー

ト・１－ヒドロキシプロパン－２－イル＝アクリラート・２－ヒドロキ

シプロパン－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・２，２，６，６

－テトラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及

（６）－３６５０ 
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びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下

であるものに限る。） 

３５８ アクリル酸・ブタン－１－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１

－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラー

ト・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であ

り、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６５１ 

３５９ アクリル酸・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－エチル

ヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリ

ラート・メチル＝メタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタ

クリラート共重合物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であ

り、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン－２－

イルメチル＝メタクリラートの含有率が 10重量％以下であるものに限る

。） 

（６）－３６５２ 

３６０ アクリル酸・ブタン－１－イル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１

－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラー

ト・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート

（６）－３６５３ 



37 
 

・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・２，２，６，６－テ

トラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート共重合物（分子量 1,000

未満の成分の含有率が１％以下であり、水、酸及びアルカリに不溶であ

り、分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの含有

率が 10重量％以下であるものに限る。） 

３６１ ビフェニル－４，４′－ジオール・デカン二酸・ピロカテコール重縮合

物の末端ステアリン酸エステル化物（水、酸及びアルカリに不溶であり

、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５６４ 

３６２ １，４：３，６－ジアンヒドロ－Ｄ－グルシトール、オクタン酸及びデ

カン酸のエステル化反応生成物 

（５）－７０４４ 

３６３ （１→６）－α－Ｄ－グルカン（重合度２～ 20）の片末端開環還元反応

生成物 

（７）－３５６５ 

３６４ ２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン酸イソブチル （２）－４１９０ 

３６５ ２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン酸イソプロピル （２）－４１９１ 

３６６ ２－ヒドロキシ－２－メチルプロパン酸ブチル （２）－４１９２ 

３６７ ［２－（メタクリロイルオキシ）エチル］アンモニウム＝クロリド （２）－４１９３ 
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３６８ ４－（４－オキソ－４Ｈ－３，１－ベンゾオキサジン－２－イル）フェ

ニル＝アセタート 

（５）－７０４５ 

３６９ （メチルスルホニル）エタン （２）－４１９４ 

３７０ ２，３－ジフルオロ－４－プロポキシ－４′－（ｔｒａｎｓ－４－プロ

ピルシクロヘキシル）ビフェニル 

（４）－１９９３ 

３７１ ４－ブトキシ－２，３－ジフルオロ－４′－（ｔｒａｎｓ－４－プロピ

ルシクロヘキシル）ビフェニル 

（４）－１９９４ 

３７２ ４′－（ｔｒａｎｓ－４－ブチルシクロヘキシル）－２，３－ジフルオ

ロ－４－プロポキシビフェニル 

（４）－１９９５ 

３７３ ビス｛４－［３－（アクリロイルオキシ）プロポキシ］安息香酸｝＝２

－メチル－１，４－フェニレン 

（３）－４６７７ 

３７４ Ｎ－（３－アミノプロパン－１－イル）－３，３，４，４，５，５，６

，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクタン－１－スルホン

アミド、ナトリウム＝２－クロロアセタート、ナトリウム＝３－クロロ

－２－ヒドロキシプロパン－１－スルホナート、水酸化ナトリウム及び

ヨウ化ナトリウムの反応生成物 

（２）－４１９５ 
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３７５ Ｎ，Ｎ，Ｎ′，Ｎ′－テトラエチル－１－メチル－１－ビニルシランジ

イルジアミン 

（２）－４１９６ 

３７６ α－ヒドロ－ω－（１，６－ジヒドロキシナフチル）ポリ［（１，６－

ジヒドロキシナフタレンジイル）メチレン－１，４－フェニレンメチレ

ン］ 

（７）－３５６６ 

３７７ （Ｚ）－３－（メチルアミノ）－１－（２－チエニル）プロパ－２－エ

ン－１－オン 

（５）－７０４６ 

３７８ ４－イソプロペニルフェノール・Ｎ－シクロヘキシルマレイミド・メタ

クリル酸・メタクリル酸＝２，３－エポキシプロピル・メタクリル酸メ

チル共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、酸及びアルカリ

に不溶であるものに限る。） 

（６）－３６５４ 

３７９ １，２，２，６，６－ペンタメチル－４－ピペリジル＝オクタデカノア

ートを主成分（ 50％以上）とする、アルカン酸（Ｃ＝ 12， 14， 15， 16，

17， 18及び 20、直鎖型）と１，２，２，６，６－ペンタメチルピペリジ

ン－４－オールのエステル化反応生成物 

（５）－７０４７ 

３８０ ビス（イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・シクロヘキサ （７）－３５６７ 
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ン－１，４－ジイルジメタノール・２－エチル－２－（ヒドロキシメチ

ル）プロパン－１，３－ジオール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（

オキシエチレン）・α－ヒドロ－ω－メトキシポリ（オキシエチレン）

・２，２′－（メチルイミノ）ジエタノール・α，α′－（プロパン－

２，２－ジイルジ－１，４－フェニレン）ビス［ω－ヒドロキシポリ（

オキシエチレン）］重付加物とジメチル＝スルファートの反応生成物（

数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及び

アルカリに不溶であるものに限る。） 

３８１ アジポヒドラジド・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－

１，３－ジオール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチル

エチレン）］・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチ

ルプロパン酸・５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，

３，３－トリメチルシクロヘキサン重付加物のナトリウム塩（数平均分

子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリ

に不溶であるものに限る。） 

（７）－３５６８ 

３８２ 酢酸＝４－ビニルフェニルと（デカフルオロ－１，１′－ビフェニル・ （７）－３５６９ 
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ベンゼン－１，３，５－トリオール縮合反応生成物）の反応生成物（水

、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１

％以下であるものに限る。） 

３８３ オクタデカン－１－イル＝アクリラート・３，３，４，４，５，５，６

，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクタン－１－イル＝２

－クロロアクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分

子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６５５ 

３８４ オクタデカン－１－イル＝アクリラート・３，３，４，４，５，５，６

，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクタン－１－イル＝２

－クロロアクリラート・１Ｓ，２Ｓ，４Ｓ－１，７，７－トリメチルビ

シクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラート共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６５６ 

３８５ ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリ

ラート・メタクリル酸・２－（メタクリロイルオキシ）エチル＝水素＝

スクシナート・メチル＝メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であ

（６）－３６５７ 
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り、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

３８６ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・メタクリル酸共重合物の

末端２－エチルヘキサン－１－イル＝３－スルファニルプロパノアート

付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の

含有率が７％以下であるものに限る。） 

（６）－３６５８ 

３８７ ｛ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタン・［（ブ

タ－１，３－ジエン重合物の部分水素化物）の末端ヒドロキシ化物］重

付加物｝の末端２－ヒドロキシエチル＝アクリラート付加物（水、酸及

びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下

であるものに限る。） 

（７）－３５７０ 

３８８ ブタン－１－イル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝ア

クリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・ビニル＝アセタ

ート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６５９ 

３８９ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・Ｎ－（ブトキシメチル

）アクリルアミド・エチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝ア

（６）－３６６０ 
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クリラート・メチル＝メタクリラート・２－（ホスホノオキシ）エチル

＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であ

り、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

３９０ １，４：３，６－ジアンヒドロ－Ｄ－グルシトール・１，３－ジオキソ

－１，３－ジヒドロイソベンゾフラン－５－カルボン酸・エチレン＝グ

リコール・イソフタル酸・プロパン－１，２－ジオール・プロパン－１

，３－ジオール・α，α′－［プロパン－２，２－ジイルジ（１，４－

フェニレン）］ビス｛ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）

］｝・コハク酸・テレフタル酸重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶で

あり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。

） 

（７）－３５７１ 

３９１ ジメチル＝テレフタラート・エチレン＝グリコール・｛エチレン＝グリ

コールと３－［ヒドロキシ（フェニル）ホスホリル］プロパン酸の反応

生成物｝・ナトリウム＝３，５－ビス（メトキシカルボニル）ベンゼン

－１－スルホナート重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、

脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３５７２ 
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３９２ アリル＝メタクリラート・スチレン共重合物（数平均分子量が 1,000 以

上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるも

のに限る。） 

（６）－３６６１ 

３９３ ブタン－１－イル＝アクリラート・ヘキサデカ－１－エン・イソブチル

＝水素＝マレアート・無水マレイン酸・オクタデカ－１－エン・２，４

，４－トリメチルペンタ－１－エン共重合物のメチルアミンによる変性

物のアンモニウム及びナトリウム混合塩（分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６６２ 

３９４ １Ｈ，３Ｈ－フロ［３，４－ｆ］イソベンゾフラン－１，３，５，７－

テトラオン・１，４－フェニレンジアミン重縮合物（ポリイミドに限る

。）（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、

酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３５７３ 

３９５ ブタン－１－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝

アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・２－メチリデ

ンコハク酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及び

アルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下で

（７）－３５７４ 
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あるものに限る。） 

３９６ ドデカンジオイル＝ジクロリド （２）－４１９７ 

３９７ ２－イソプロペニル－５－メチルヘキサ－４－エン－１－イル＝３－メ

チルブタ－２－エノアート 

（２）－４１９８ 

３９８ ２，３′－ジメチル＝二水素＝ビフェニル－２，３，３′，４′－テト

ラカルボキシラート、２，４′－ジメチル＝二水素＝ビフェニル－２，

３，３′，４′－テトラカルボキシラート、３，３′－ジメチル＝二水

素＝ビフェニル－２，３，３′，４′－テトラカルボキシラート、３，

３′－ジメチル＝二水素＝ビフェニル－３，３′，４，４′－テトラカ

ルボキシラート、３，４′－ジメチル＝二水素＝ビフェニル－２，３，

３′，４′－テトラカルボキシラート、３，４′－ジメチル＝二水素＝

ビフェニル－３，３′，４，４′－テトラカルボキシラート、４，４′

－ジメチル＝二水素＝ビフェニル－３，３′，４，４′－テトラカルボ

キシラート、１，１′－ジメチル＝二水素＝４，４′－カルボニルジフ

タラート、１，２′－ジメチル＝二水素＝４，４′－カルボニルジフタ

ラート及び２，２′－ジメチル＝二水素＝４，４′－カルボニルジフタ

（３）－４６７８ 
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ラートの混合物 

３９９ ２，３′－ジメチル＝二水素＝ビフェニル－２，３，３′，４′－テト

ラカルボキシラート、２，４′－ジメチル＝二水素＝ビフェニル－２，

３，３′，４′－テトラカルボキシラート、３，３′－ジメチル＝二水

素＝ビフェニル－２，３，３′，４′－テトラカルボキシラート、３，

４′－ジメチル＝二水素＝ビフェニル－２，３，３′，４′－テトラカ

ルボキシラート、１，１′－ジメチル＝二水素＝４，４′－カルボニル

ジフタラート、１，２′－ジメチル＝二水素＝４，４′－カルボニルジ

フタラート及び２，２′－ジメチル＝二水素＝４，４′－カルボニルジ

フタラートの混合物 

（３）－４６７９ 

４００ ［２－（クロロメチル）オキシランと４，４′－（プロパン－２，２－

ジイル）ジフェノールの反応生成物］、メタクリル酸及び３ａ，４，７

，７ａ－テトラヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオンの反応生成物 

（３）－４６８０ 

４０１ ２－ヒドロキシベンズアルデヒド・ホルムアルデヒド・３－メチルフェ

ノール・４－メチルフェノール重縮合物と１，４－ビス（ビニルオキシ

メチル）シクロヘキサンの付加反応生成物 

（７）－３５７５ 
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４０２ ２，２′－スルファンジイルジエタノールのオキシラン重付加物 （７）－３５７６ 

４０３ ２－［（アリルオキシ）メチル］－２－エチルプロパン－１，３－ジオ

ール、２，２－ビス［（アリルオキシ）メチル］ブタン－１－オール及

び３－｛２，２－ビス［（アリルオキシ）メチル］ブトキシ｝プロパ－

１－エンの混合物 

（２）－４１９９ 

４０４ ３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）－Ｎ

－オクタデカン－１－イルプロパンアミドを主成分（ 90％以上）とする

、３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）－

Ｎ－ヘプタデカン－１－イルプロパンアミド、３－（３，５－ジ－ｔｅ

ｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）－Ｎ－ヘキサデカン－１－イ

ルプロパンアミド及び３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒド

ロキシフェニル）－Ｎ－オクタデカン－１－イルプロパンアミドの混合

物 

（３）－４６８１ 

４０５ ４－アミノベンゼンスルホン酸・ホルムアルデヒド・４，４′－（プロ

パン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物（分子量 1,000 未満の成

分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５７７ 
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４０６ アザシクロトリデカン－２－オン・デカン二酸・ドデカン二酸・ピペラ

ジン重縮合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５７８ 

４０７ アクリル酸・２－（ジエチルアミノ）エチル＝メタクリラート・ドデカ

ン－１－イル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・２－ヒドロキ

シエチル＝メタクリラート・Ｎ－（メトキシメチル）アクリルアミド・

メチル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、

溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに

不溶であるものに限る。） 

（６）－３６６３ 

４０８ ２－アクリルアミド－２－メチルプロパン－１－スルホン酸・２－エチ

ルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メタクリルアミド・メタクリル

酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であ

り、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６６４ 

４０９ アクリルアミド・アクリロニトリル・ブタン－１－イル＝アクリラート

・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸

及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

（６）－３６６５ 
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下であるものに限る。） 

４１０ ３－（アミノメチル）－３，５，５－トリメチルシクロヘキサン－１－

イルアミン・ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル）メタ

ン・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル

）・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシエチレン／オキシブタン

－１，４－ジイル］・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２

－メチルプロパン酸重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子

量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５７９ 

４１１ （｛α－（１，１，２，２－テトラフルオロ－２－ヨードエチル）－ω

－フルオロポリ［オキシ（ペルフルオロプロパン－１，３－ジイル）］

と（トリクロロシリル）エテンの反応生成物｝とメタノールの反応生成

物）を主成分（ 80％以上）とする、α－（ペルフルオロエチル）－ω－

フルオロポリ［オキシ（ペルフルオロプロパン－１，３－ジイル）］、

α－（１，１，２，２－テトラフルオロエチル）－ω－フルオロポリ［

オキシ（ペルフルオロプロパン－１，３－ジイル）］及び（｛α－（１

，１，２，２－テトラフルオロ－２－ヨードエチル）－ω－フルオロポ

（７）－３５８０ 
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リ［オキシ（ペルフルオロプロパン－１，３－ジイル）］と（トリクロ

ロシリル）エテンの反応生成物｝とメタノールの反応生成物）の混合物

（酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１

％以下であるものに限る。） 

４１２ ２－エチル－２－アダマンチル＝メタクリラート・３－ヒドロキシ－１

－アダマンチル＝アクリラート・５－オキソ－４－オキサトリシクロ［

４．２．１．０ ３ ， ７ ］ノナン－２－イル＝アクリラート共重合物（水

、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１

％以下であるものに限る。） 

（６）－３６６６ 

４１３ ２－（アクリロイルオキシ）エチル＝水素＝スクシナート・シクロヘキ

サン－１－イル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝メ

タクリラート・（３－エチルオキセタン－３－イル）メチル＝メタクリ

ラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・１－

フェニル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン共重合物の２－イソシアナ

トエチル＝メタクリラート付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６６７ 
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４１４ ３－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒド

ロキシフェネチル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラート

・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル

＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６６８ 

４１５ アクリル酸・アクリル酸＝２－ヒドロキシプロピル・アクリル酸＝２－

ヒドロキシ－１－メチルエチル・スチレン・メタクリル酸・メタクリル

酸シクロヘキシル・メタクリル酸＝２，２，６，６－テトラメチル－４

－ピペリジル・メタクリル酸＝２－ヒドロキシエチル・メタクリル酸ブ

チル・メタクリル酸＝２－［３－（２Ｈ－ベンゾトリアゾール－２－イ

ル）－４－ヒドロキシフェニル］エチル・メタクリル酸メチル共重合物

（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率

が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６６９ 

４１６ ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタ

クリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒド

（６）－３６７０ 
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ロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・２，２，６，６－テト

ラメチル－４－ピペリジル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアル

カリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。） 

４１７ ブタン－１－イル＝アクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート

・エチル＝アクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラー

ト・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・スチレン共

重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の

含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６７１ 

４１８ ブタン－１－イル＝メタクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラー

ト・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・ドデカン－１－イル

＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２

－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・スチレン・１，

７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝アク

リラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未

満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６７２ 
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４１９ エチレン＝グリコール・２－［５－エチル－５－（ヒドロキシメチル）

－１，３－ジオキサン－２－イル］－２－メチルプロパン－１－オール

・２，２′－オキシジエタノール・テレフタル酸重縮合物（水、酸及び

アルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下で

あるものに限る。） 

（７）－３５８１ 

４２０ ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・１，６－ジイソシアナトヘ

キサン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロ

パン酸・３，６，９－トリオキサウンデカン－１， 11－ジオール重付加

物（水及び酸に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

下であるものに限る。） 

（７）－３５８２ 

４２１ ベンジル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラート・ブタン

－１－イル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート

・スチレン共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000

未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６７３ 

４２２ ドデカン－１－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタク

リラート共重合物の末端ヘキサン－１－チオール付加物（水、酸及びア

（６）－３６７４ 
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ルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が５％以下であ

るものに限る。） 

４２３ ２－（３－｛１－［（アセチルオキシ）イミノ］エチル｝－６－（２－

チエニルカルボニル）－９Ｈ－カルバゾール－９－イル）エチル＝メチ

ル＝カルボナート 

（５）－７０４８ 

４２４ ３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフル

オロオクタン－１－イル＝２－クロロアクリラート 

（２）－４２００ 

４２５ シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・１－シクロヘキサン－１

－イル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・オキシラン－２－イルメチ

ル＝メタクリラート共重合物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。） 

（６）－３６７５ 

４２６ ［（１－ヒドロペルオキシ－１－メトキシシクロヘキサンを主成分とす

る、シクロヘキサノン、過酸化水素及びメタノールの反応生成物）、硫

酸鉄（Ⅱ）及びメチル＝メタクリラートの反応生成物］の加水分解生成

物 

（２）－４２０１ 

４２７ ２，３，３′，４′－ビフェニルテトラカルボン酸テトラメチル （４）－１９９６ 
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４２８ アルキル（Ｃ＝ 11～ 16、直鎖型及び分枝型）アミン、ジアルキル（ジア

ルキルの炭素数は合計 21～ 30、直鎖型及び分枝型）アミン、二硫化炭素

及び三酸化モリブデンの反応生成物 

（７）－３５８３ 

４２９ ｛［１，３，５－トリス（５－イソシアナトペンタン－１－イル）トリ

アジナン－２，４，６－トリオンを主成分とする、１，５－ジイソシア

ナトペンタン重合物］及びその２－メチルプロパン－１－オール付加物

｝を主成分とする、１，５－ジイソシアナトペンタンと２－メチルプロ

パン－１－オールの反応生成物 

（５）－７０４９ 

４３０ １，３－ビス（イソシアナトメチル）ベンゼン、ブタン－１，３－ジオ

ール、１，１－ジメチルヒドラジン及び２－メチルプロパン－２－イル

アミンの反応生成物 

（３）－４６８２ 

４３１ ブタン－１－イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・エチレン＝

ジメタクリラート・メタクリル酸・２，２，２－トリフルオロエチル＝

メタクリラート共重合物のナトリウム塩（分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６７６ 

４３２ ブタン－１－イル＝アクリラート・エチル＝アクリラート・エチレン＝ （６）－３６７７ 
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ジメタクリラート・メタクリル酸・２，２，２－トリフルオロエチル＝

メタクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり、分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

４３３ アクリル酸・エチル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリ

ラート・メチル＝メタクリラート・Ｎ－（２－メチル－４－オキソペン

タン－２－イル）アクリルアミド・オキシラン－２－イルメチル＝メタ

クリラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶

媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン

－２－イルメチル＝メタクリラートの含有率が８重量％以下であるもの

に限る。） 

（６）－３６７８ 

４３４ ［（アジピン酸・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・（アジピン

酸・２，２－ジメチルプロパン－１，３－ジオール・ジメチル＝テレフ

タラート重縮合物）・ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イ

ル）メタン・ヒドラジン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）

－２－メチルプロパン酸重付加物の末端α－ヒドロ－ω－メトキシポリ

（オキシエチレン）又は３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－イ

（７）－３５８４ 
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ルアミン付加物］の脱エタノール縮合物（水、酸及びアルカリに不溶で

あり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。

） 

４３５ アクリル酸、［２，６－ジメチルフェノール・ホルムアルデヒド・４，

４′－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物のオキシラ

ン付加物］及びテトラヒドロイソベンゾフラン－１，３－ジオンの反応

生成物（水及び酸に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１

％以下であるものに限る。） 

（７）－３５８５ 

４３６ ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・４－ビニルフェノール共重合物（

水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が

１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６７９ 

４３７ １－エチルシクロペンタン－１－イル＝メタクリラート・４－エチルテ

トラシクロ［６．２．１．１ ３ ， ６ ．０ ２ ， ７ ］ドデカン－４－イル＝

メタクリラート・３－ヒドロキシ－１－アダマンチル＝メタクリラート

・５－オキソ－４，８－ジオキサトリシクロ［４．２．１．０ ３ ， ７ ］

ノナン－２－イル＝メタクリラート・２－オキソオキソラン－３－イル

（６）－３６８０ 
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＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量

1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

４３８ ２－アミノエタノール、｛２，２－ビス［４－（オキシラン－２－イル

メトキシ）フェニル］プロパン・４，４′－（プロパン－２，２－ジイ

ル）ジフェノール重付加物｝及びジブタン－１－イルアミンの反応生成

物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が５％以下であるものに限る。） 

（７）－３５８６ 

４３９ アジポヒドラジド・ビス（４－イソシアナトシクロヘキサン－１－イル

）メタン・（シクロヘキサン－１，４－ジイルジメタノール・ジメチル

＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・（ジメチル

＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物）・３－ヒドロ

キシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸重付加物（水

、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１

％以下であるものに限る。） 

（７）－３５８７ 

４４０ ブタン－１－イル＝アクリラート・ジビニルベンゼン・エチルスチレン

・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（数平均

（６）－３６８１ 
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分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカ

リに不溶であるものに限る。） 

４４１ アクリル酸・アリル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝アクリラー

ト・２，３－ジヒドロキシプロパン－１－イル＝メタクリラート・２－

ヒドロキシエチル＝メタクリラート・イソブチル＝メタクリラート・メ

タクリル酸・メチル＝メタクリラート・スチレン共重合物（水、酸及び

アルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下で

あるものに限る。） 

（６）－３６８２ 

４４２ ブタン－１－イル＝メタクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラー

ト・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－ヒドロキシエ

チル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・Ｎ－

（２－メチル－４－オキソペンタン－２－イル）アクリルアミド共重合

物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６８３ 

４４３ メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・オキソラン－２－イル＝メタ

クリラート共重合物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であ

（６）－３６８４ 
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るものに限る。） 

４４４ ２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル

＝メタクリラート・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・ナ

トリウム＝１（又は４）－［アルキル（Ｃ＝ 11～ 15、直鎖型及び分枝型

）オキシ］－４（又は１）－（アリルオキシ）－１，４－ジオキソブタ

ン－２－スルホナート・ナトリウム＝４－ビニルベンゼンスルホナート

・スチレン共重合物（分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であ

り、水、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン－２－

イルメチル＝メタクリラートの含有率が９重量％以下であるものに限る

。） 

（６）－３６８５ 

４４５ ビス（４－イソシアナトフェニル）メタン・２，４－ジイソシアナトト

ルエン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロ

パン酸・（４′－スルファモイルメタクリルアニリド重合物の末端３－

スルファニルプロパン－１，２－ジオール付加物）重付加物（水及び酸

に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る。） 

（７）－３５８８ 
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４４６ ２－ヒドロキシベンズアルデヒド・フェノール・ホルムアルデヒド重縮

合物 

（７）－３５８９ 

４４７ ２，２′，２′′，６，６′，６′′－ヘキサキス（メトキシメチル）

－４，４′，４′′－（エタン－１，１，１－トリイル）トリフェノー

ルを主成分（ 70％以上）とする、［４，４′，４′′－（エタン－１，

１，１－トリイル）トリフェノールとホルムアルデヒドの反応生成物］

とメタノールの反応生成物 

（４）－１９９７ 

４４８ ２－（２－イソプロピル－１，３－オキサゾリジン－３－イル）エチル

＝［３－（｛［２－（２－イソプロピル－１，３－オキサゾリジン－３

－イル）エトキシ］カルボキサミド｝メチル）－３，５，５－トリメチ

ルシクロヘキサン－１－イル］カルバマートを主成分（ 80％以上）とす

る、５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－ト

リメチルシクロヘキサンと２－（２－イソプロピル－１，３－オキサゾ

リジン－３－イル）エタノールの反応生成物 

（５）－７０５０ 

４４９ ［３－（ジベンジルアミノ）プロパ－２－エン－１－イリデン］マロノ

ニトリル 

（３）－４６８３ 
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４５０ アクリロニトリル・ブタ－１，３－ジエン・メタクリル酸共重合物とそ

のナトリウム及びカリウム混合塩（水、酸及びアルカリに不溶であり、

分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６８６ 

４５１ ４－ビニルフェノール・４－ｔｅｒｔ－ペンチルオキシスチレン・メタ

クリル酸＝２－エチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル共重

合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含

有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６８７ 

４５２ １－エチルシクロヘキサン－１－イル＝メタクリラート・３－ヒドロキ

シ－１－アダマンチル＝メタクリラート・２－オキソオキソラン－３－

イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分

子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６８８ 

４５３ ヒドラジン・α－（６－ヒドロキシヘキサン－１－イル）－ω－ヒドロ

キシポリ（オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル）・３－

ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・５－

イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチル

シクロヘキサン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量

（７）－３５９０ 
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1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

４５４ １，１－ジフルオロエテン・エテン・ペルフルオロエテン・１，１，２

－トリフルオロ－２－（トリフルオロメトキシ）エテン共重合物（水、

酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。） 

（６）－３６８９ 

４５５ アクリル酸・ブタン－１－イル＝アクリラート・Ｎ－（ヒドロキシメチ

ル）アクリルアミド・メチル＝メタクリラート・３－［１，２，２－ト

リス（アリルオキシ）エトキシ］プロパ－１－エン共重合物（数平均分

子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリ

に不溶であるものに限る。） 

（６）－３６９０ 

４５６ ベンジル＝メタクリラート・シクロヘキサン－１－イル＝メタクリラー

ト・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアル

カリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下である

ものに限る。） 

（６）－３６９１ 

４５７ メタクリル酸・メチル＝メタクリラート・Ｎ－（２－メチル－４－オキ

ソペンタン－２－イル）アクリルアミド・２－フェノキシエチル＝アク

（６）－３６９２ 
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リラート共重合物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未

満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

４５８ Ｎ－（ブトキシメチル）アクリルアミド・ジブタン－１－イル＝フマラ

ート・２，３－ジヒドロキシプロパン－１－イル＝メタクリラート・ド

デカン－１－イル＝メタクリラート・エチル＝アクリラート・エチル＝

メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル

酸・メチル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・スチレン・トリ

デカン－１－イル＝メタクリラート・１，７，７－トリメチルビシクロ

［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸

及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以

下であるものに限る。） 

（６）－３６９３ 

４５９ アクリル酸・α－ヒドロ－ω－（メタクリロイルオキシ）ポリ（オキシ

エチレン）・２－（ホスホノオキシ）エチル＝メタクリラート・３，３

，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオ

クタン－１－イル＝アクリラート共重合物（水及び酸に不溶であり、分

子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３６９４ 
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４６０ クロロエテン・１，１－ジクロロエテン・２－ヒドロキシエチル＝メタ

クリラート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－

トリデカフルオロオクタン－１－イル＝メタクリラート共重合物（水、

酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％

以下であるものに限る。） 

（６）－３６９５ 

４６１ １，１－ジクロロエテン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・３

，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオ

ロオクタン－１－イル＝メタクリラート共重合物（水、酸及びアルカリ

に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る。） 

（６）－３６９６ 

４６２ α－［アルキル（Ｃ＝ 14～ 18、直鎖型）］－ω－（メタクリロイルオキ

シ）ポリ（オキシエチレン）・ブタン－１－イル＝アクリラート・２－

エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・４－ヒドロキシブタン－１

－イル＝アクリラート・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１

］ヘプタン－２－イル＝アクリラート共重合物（水、酸及びアルカリに

不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに

（７）－３５９１ 
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限る。） 

４６３ アジピン酸・アザシクロトリデカン－２－オン・α－ヒドロ－ω－ヒド

ロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）重縮合物（数平均分子量

が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不

溶であるものに限る。） 

（７）－３５９２ 

４６４ アジピン酸・アザシクロトリデカン－２－オン・α－ヒドロ－ω－ヒド

ロキシポリ（オキシエチレン）重縮合物（数平均分子量が 1,000 以上で

あり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに

限る。） 

（７）－３５９３ 

４６５ アゼパン－２－オン重付加物の末端ドデカン－１－イルアミン付加物（

数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及び

アルカリに不溶であるものに限る。） 

（７）－３５９４ 

４６６ ３－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－４－ヒド

ロキシフェネチル＝メタクリラート・ブタン－１－イル＝メタクリラー

ト・ｔｅｒｔ－ブチル＝メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イ

ル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリ

（６）－３６９７ 
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ル酸・メチル＝メタクリラート・トリエトキシ（ビニル）シラン共重合

物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。） 

４６７ アクリル酸・ブタン－１－イル＝メタクリラート・ｔｅｒｔ－ブチル＝

メタクリラート・２－エチルヘキサン－１－イル＝アクリラート・２－

ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリ

ラート・トリエトキシ（ビニル）シラン共重合物（水、酸及びアルカリ

に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるもの

に限る。） 

（６）－３６９８ 

４６８ プロパ－２－イン－１－イル＝メタンスルホナート （２）－４２０２ 

４６９ ジメチル＝３，３′－（９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイル）ジプロパ

ノアート 

（４）－１９９８ 

４７０ ４′－スルファモイルメタクリルアニリド （３）－４６８４ 

４７１ ４，４′－オキシジアニリン・ビフェニル－２，３：３′，４′－テト

ラカルボン酸二無水物・ビフェニル－３，４：３′，４′－テトラカル

ボン酸二無水物重付加物 

（７）－３５９５ 
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４７２ ビフェニル－２，３，３′，４′－テトラカルボン酸 （４）－１９９９ 

４７３ ｛２－［（２－フェニルプロパン－２－イル）ペルオキシ］プロパン－

２－イル｝ベンゼンを開始剤とする、アクリル酸・［アクリル酸とオキ

シラン－２－イルメチル＝アルカノアート（Ｃ＝ 10、分枝型）の反応生

成物］・イソブチル＝メタクリラート・スチレン・２－ヒドロキシエチ

ル＝メタクリラート共重合物 

（６）－３６９９ 

４７４ ６，６′－エチレンビス（６Ｈ－６λ ５ －ジベンゾ［ｃ，ｅ］［１，２

］オキサホスフィニン－６－オン） 

（５）－７０５１ 

４７５ ３，３′－（メチルイミノ）ジプロパン酸 （２）－４２０３ 

４７６ シクロヘキシリデン（ｏ－トリル）アセトニトリル （４）－２０００ 

４７７ エチレン＝ジメタクリラート・スチレン・ブチル＝アクリラート・メチ

ル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、

脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

（６）－３７００ 

４７８ スチレン・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－

２－イル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・

ブチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル＝メタクリラート共重合

（６）－３７０１ 
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物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が７％以下であるものに限る。） 

４７９ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－（４，４－ジメチルペンタン

－２－イル）－５，７，７－トリメチルオクチル＝アクリラート・４－

ヒドロキシブチル＝アクリラート・１－ビニル－２－ピロリドン共重合

物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３７０２ 

４８０ スチレン・ブタ－１，３－ジエン・メタクリル酸・２－メチリデンコハ

ク酸・メチル＝メタクリラート共重合物のカリウム及びナトリウム混合

塩（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有

率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３７０３ 

４８１ スチレン・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブタ－１，３－ジ

エン・メタクリル酸・２－メチリデンコハク酸・メチル＝メタクリラー

ト共重合物のカリウム及びナトリウム混合塩（水、酸及びアルカリに不

溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限

る。） 

（６）－３７０４ 
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４８２ α－（｛［ジメトキシ（メチル）シリル］メチル｝カルバモイル）－ω

－［（｛［ジメトキシ（メチル）シリル］メチル｝カルバモイル）オキ

シ］ポリ［オキシ（メチルエチレン）］（水、酸及びアルカリに不溶で

あり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であるものに限る。

） 

（７）－３５９６ 

４８３ α－［１，１，２，２－テトラフルオロ－２－（フルオロカルボニル）

エチル］－ω－フルオロポリ［オキシ（ペルフルオロプロパン－１，３

－ジイル）］（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（７）－３５９７ 

４８４ アクリル酸・アクリロニトリル・エチル＝アクリラート・オキシラン－

２－イルメチル＝メタクリラート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラ

ート・ブチル＝アクリラート・２－メチリデンコハク酸共重合物（数平

均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアル

カリに不溶であり、分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタク

リラートの含有率が８重量％以下であるものに限る。） 

（６）－３７０５ 

４８５ アクリロニトリル・スチレン・２－ヒドロキシプロピル＝メタクリラー （６）－３７０６ 
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ト・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・メタクリル酸・メチル

＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が

1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶

であるものに限る。） 

４８６ ２－エチルヘキシル＝アクリラート・２－ヒドロキシエチル＝アクリラ

ート・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・ブチル＝アクリラート

・メチル＝アクリラート共重合物の２－イソシアナトエチル＝メタクリ

ラート付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の

成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

（６）－３７０７ 

４８７ アクリロニトリル・オキシラン－２－イルメチル＝メタクリラート・ス

チレン・２－ヒドロキシエチル＝アクリラート・メタクリル酸・メチル

＝アクリラート・メチル＝メタクリラート共重合物（数平均分子量が

1,000 以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶

であり、分子構造中のオキシラン－２－イルメチル＝メタクリラートの

含有率が５重量％以下であるものに限る。） 

（６）－３７０８ 

４８８ シクロブタン－１，２：３，４－テトラカルボン酸二無水物・１，３－ （７）－３５９８ 
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ビス（４－アミノフェネチル）尿素・４，４′－（ペンタン－１，５－

ジイルジオキシ）ジアニリン・４－［２－（メチルアミノ）エチル］ア

ニリン重付加物（水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満

の成分の含有率が１％以下であるものに限る。） 

４８９ ナトリウム＝４－［アルキル（Ｃ＝８～ 20、直鎖型及び分枝型）オキシ

］－１－（アリルオキシ）－１，４－ジオキソブタン－２－スルホナー

ト・Ｎ－（ヒドロキシメチル）アクリルアミド・ビニル＝アセタート・

ブチル＝アクリラート・メタクリル酸共重合物（数平均分子量が 1,000

以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶である

ものに限る。） 

（６）－３７０９ 

４９０ アクリル酸・シクロヘキシル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート

共重合物の末端２－シアノプロパン－２－イル又はドデシルスルファニ

ル化物（水及び酸に不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１

％以下であるものに限る。） 

（６）－３７１０ 

４９１ アザシクロトリデカン－２－オン・アゼパン－２－オン重付加物の末端

ドデカンアミン付加物（数平均分子量が 1,000 以上であり、水、脂溶性

（７）－３５９９ 
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溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。） 

４９２ α－アクリロイル－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエチレン）］

・２－ヒドロキシエチル＝メタクリラート・メチル＝メタクリラート共

重合物の［５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，

３－トリメチルシクロヘキサンと２－ヒドロキシエチル＝アクリラート

の付加反応生成物］と｛［１，６－ジイソシアナトヘキサン・α－ヒド

ロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）重付加物］

の２－ヒドロキシエチル＝アクリラート付加物｝付加物（水、酸及びア

ルカリに不溶であり、分子量 1,000 未満の成分の含有率が１％以下であ

るものに限る。） 

（７）－３６００ 

４９３ ２－ホルミル－２－メチルプロピル＝ドデカノアート （２）－４２０４ 

４９４ ２，４，６－トリフェニルシクロトリボロキサン （５）－７０５２ 

４９５ アクリル酸＝３－フェノキシベンジル （３）－４６８５ 

 


