
（別紙）　

SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1
acetaldehyde 2,3-
butanediol acetal

acetaldehyde 2,3-
butanediol acetal

アセトアルデヒド 2,3-ブタ
ンジオール アセタール

アセトアルデヒド 2,3-ブタ
ンジオール アセタール

エーテル類 3 3299-32-9

2
acetaldehyde amyl butyl
acetal

acetaldehyde amyl butyl
acetal

アセトアルデヒド アミル
ブチル アセタール

アセトアルデヒド アミル
ブチル アセタール

エーテル類 3

3
acetaldehyde amyl hexyl
acetal

acetaldehyde amyl hexyl
acetal

アセトアルデヒド アミル
ヘキシル アセタール

アセトアルデヒド アミル
ヘキシル アセタール

エーテル類 3

4
acetaldehyde amyl methyl
acetal

acetaldehyde amyl methyl
acetal

アセトアルデヒド アミル
メチル アセタール

アセトアルデヒド アミル
メチル アセタール

エーテル類 3 73142-32-2

5
acetaldehyde benzyl ethyl
acetal

acetaldehyde benzyl ethyl
acetal

アセトアルデヒド ベンジ
ル エチル アセタール

アセトアルデヒド ベンジ
ル エチル アセタール

エーテル類 3 66222-24-0

6
acetaldehyde benzyl hexyl
acetal

acetaldehyde benzyl hexyl
acetal

アセトアルデヒド ベンジ
ル ヘキシル アセタール

アセトアルデヒド ベンジ
ル ヘキシル アセタール

エーテル類 3

7
acetaldehyde benzyl 2-
methoxyethyl acetal

acetaldehyde benzyl 2-
methoxyethyl acetal

アセトアルデヒド ベンジ
ル 2-メトキシエチル アセ
タール

アセトアルデヒド ベンジ
ル 2-メトキシエチル アセ
タール

エーテル類 3 7492-39-9

8
acetaldehyde butyl ethyl
acetal

acetaldehyde butyl ethyl
acetal

アセトアルデヒド ブチル
エチル アセタール

アセトアルデヒド ブチル
エチル アセタール

エーテル類 3 57006-87-8

9
acetaldehyde butyl hexyl
acetal

acetaldehyde butyl hexyl
acetal

アセトアルデヒド ブチル
ヘキシル アセタール

アセトアルデヒド ブチル
ヘキシル アセタール

エーテル類 3

10
acetaldehyde butyl methyl
acetal

acetaldehyde butyl methyl
acetal

アセトアルデヒド ブチル
メチル アセタール

アセトアルデヒド ブチル
メチル アセタール

エーテル類 3 75677-94-0

11
acetaldehyde butyl
phenethyl acetal

acetaldehyde butyl
phenethyl acetal

アセトアルデヒド ブチル
フェネチル アセタール

アセトアルデヒド ブチル
フェネチル アセタール

エーテル類 3 64577-91-9

12
acetaldehyde bis(2-
methylbutyl) acetal

acetaldehyde bis(2-
methylbutyl) acetal

アセトアルデヒド ビス(2-
メチルブチル) アセター
ル

アセトアルデヒド ビス(2-
メチルブチル) アセター
ル

エーテル類 3 13535-43-8

13
acetaldehyde diamyl
acetal

acetaldehyde diamyl
acetal

アセトアルデヒド ジアミ
ル アセタール

アセトアルデヒド ジアミ
ル アセタール

エーテル類 3 13002-08-9

14
acetaldehyde dibenzyl
acetal

acetaldehyde dibenzyl
acetal

アセトアルデヒド ジベン
ジル アセタール

アセトアルデヒド ジベン
ジル アセタール

エーテル類 3 23556-90-3

15
acetaldehyde dibutyl
acetal

acetaldehyde dibutyl
acetal

アセトアルデヒド ジブチ
ル アセタール

アセトアルデヒド ジブチ
ル アセタール

エーテル類 3 871-22-7

16
acetaldehyde di-cis -3-
hexenyl acetal

acetaldehyde di-cis -3-
hexenyl acetal

アセトアルデヒド ジ-cis -
3-ヘキセニル アセター
ル

アセトアルデヒド ジ-cis -
3-ヘキセニル アセター
ル

エーテル類 3 63449-64-9

17
acetaldehyde diethyl
acetal

acetaldehyde diethyl
acetal

アセトアルデヒド ジエチ
ル アセタール

アセトアルデヒド ジエチ
ル アセタール

エーテル類 3 105-57-7

18
acetaldehyde difurfuryl
thioacetal

acetaldehyde difurfuryl
thioacetal

アセトアルデヒド ジフル
フリル チオアセタール

アセトアルデヒド ジフル
フリル チオアセタール

チオエーテル類 10

19
acetaldehyde dihexyl
acetal

acetaldehyde dihexyl
acetal

アセトアルデヒド ジヘキ
シル アセタール

アセトアルデヒド ジヘキ
シル アセタール

エーテル類 3 5405-58-3

20
acetaldehyde diisoamyl
acetal

acetaldehyde diisoamyl
acetal

アセトアルデヒド ジイソ
アミル アセタール

アセトアルデヒド ジイソ
アミル アセタール

エーテル類 3 13002-09-0

21
acetaldehyde diisobutyl
acetal

acetaldehyde diisobutyl
acetal

アセトアルデヒド ジイソ
ブチル アセタール

アセトアルデヒド ジイソ
ブチル アセタール

エーテル類 3 5669-09-0

22
acetaldehyde diisopropyl
acetal

acetaldehyde diisopropyl
acetal

アセトアルデヒド ジイソ
プロピル アセタール

アセトアルデヒド ジイソ
プロピル アセタール

エーテル類 3 4285-59-0

23
acetaldehyde dimethyl
acetal

acetaldehyde dimethyl
acetal

アセトアルデヒド ジメチ
ル アセタール

アセトアルデヒド ジメチ
ル アセタール

エーテル類 3 534-15-6

24
acetaldehyde dipropyl
acetal

acetaldehyde dipropyl
acetal

アセトアルデヒド ジプロ
ピル アセタール

アセトアルデヒド ジプロ
ピル アセタール

エーテル類 3 105-82-8

25
acetaldehyde ethyl 3-
hexenyl acetal

acetaldehyde ethyl 3-
hexenyl acetal

アセトアルデヒド エチル
3-ヘキセニル アセター
ル

アセトアルデヒド エチル
3-ヘキセニル アセター
ル

エーテル類 3 28069-74-1



　

SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

26
acetaldehyde amyl ethyl
acetal

acetaldehyde amyl ethyl
acetal

アセトアルデヒド アミル
エチル アセタール

アセトアルデヒド アミル
エチル アセタール

エーテル類 3 13442-89-2

27
acetaldehyde ethyl hexyl
acetal

acetaldehyde ethyl hexyl
acetal

アセトアルデヒド エチル
ヘキシル アセタール

アセトアルデヒド エチル
ヘキシル アセタール

エーテル類 3 54484-73-0

28
acetaldehyde ethyl
isoamyl acetal

acetaldehyde ethyl
isoamyl acetal

アセトアルデヒド エチル
イソアミル アセタール

アセトアルデヒド エチル
イソアミル アセタール

エーテル類 3 13442-90-5

29
acetaldehyde ethyl linalyl
acetal

acetaldehyde ethyl linalyl
acetal

アセトアルデヒド エチル
リナリル アセタール

アセトアルデヒド エチル
リナリル アセタール

エーテル類 3 40910-49-4

30
acetaldehyde ethyl
phenethyl acetal

acetaldehyde ethyl
phenethyl acetal

アセトアルデヒド エチル
フェネチル アセタール

アセトアルデヒド エチル
フェネチル アセタール

エーテル類 3 2556-10-7

31
acetaldehyde ethyl trans -
2-hexenyl acetal

acetaldehyde ethyl trans -
2-hexenyl acetal

アセトアルデヒド エチル
trans -2-ヘキセニル ア
セタール

アセトアルデヒド エチル
trans -2-ヘキセニル ア
セタール

エーテル類 3

32
acetaldehyde ethyl vanillin
acetal

acetaldehyde ethyl vanillin
acetal

アセトアルデヒド エチル
バニリン アセタール

アセトアルデヒド エチル
バニリン アセタール

エーテル類 3

33
acetaldehyde glyceryl
acetal

acetaldehyde glyceryl
acetal

アセトアルデヒド グリセリ
ル アセタール

アセトアルデヒド グリセリ
ル アセタール

エーテル類 3 3674-21-3

34
acetaldehyde hexyl
isoamyl acetal

acetaldehyde hexyl
isoamyl acetal

アセトアルデヒド ヘキシ
ル イソアミル アセタール

アセトアルデヒド ヘキシ
ル イソアミル アセタール

エーテル類 3 233665-90-2

35
acetaldehyde isoamyl
isobutyl acetal

acetaldehyde isoamyl
isobutyl acetal

アセトアルデヒド イソアミ
ル イソブチル アセター
ル

アセトアルデヒド イソアミ
ル イソブチル アセター
ル

エーテル類 3 75048-15-6

36
acetaldehyde phenethyl
propyl acetal

acetaldehyde phenethyl
propyl acetal

アセトアルデヒド フェネチ
ル プロピル アセタール

アセトアルデヒド フェネチ
ル プロピル アセタール

エーテル類 3 7493-57-4

37
acetaldehyde
propyleneglycol acetal

acetaldehyde
propyleneglycol acetal

アセトアルデヒド プロピ
レングリコール アセター
ル

アセトアルデヒド プロピ
レングリコール アセター
ル

エーテル類 3 3390-12-3

38 4-methoxyacetophenone 4-methoxyacetophenone 4-メトキシアセトフェノン 4-メトキシアセトフェノン ケトン類 5 100-06-1

39 acetic acid acetic acid アセチック アシド アセチック アシド 脂肪酸類 6 64-19-7

40 acetoin acetoin アセトイン アセトイン ケトン類 5 513-86-0

41 acetoin acetate acetoin acetate アセトイン アセテート アセトイン アセテート エステル類 4 4906-24-5

42 acetoin dimethyl acetal acetoin dimethyl acetal
アセトイン ジメチル アセ
タール

アセトイン ジメチル アセ
タール

エーテル類 3 2371-17-7

43
acetoin propyleneglycol
acetal

acetoin propyleneglycol
acetal

アセトイン プロピレングリ
コール アセタール

アセトイン プロピレングリ
コール アセタール

エーテル類 3 94089-23-3

44 acetol acetol アセトール アセトール ケトン類 5 116-09-6

45 acetone acetone アセトン アセトン ケトン類 5 67-64-1

46 acetone glyceryl acetal acetone glyceryl acetal
アセトン グリセリル アセ
タール

アセトン グリセリル アセ
タール

脂肪族高級アルコール類 7 100-79-8

47
acetone propyleneglycol
acetal

acetone propyleneglycol
acetal

アセトン プロピレングリ
コール アセタール

アセトン プロピレングリ
コール アセタール

エーテル類 3 1193-11-9

49
acetophenone diethyl
acetal

acetophenone diethyl
acetal

アセトフェノン ジエチル
アセタール

アセトフェノン ジエチル
アセタール

エーテル類 3 6175-45-7

50
acetophenone
propyleneglycol acetal

acetophenone
propyleneglycol acetal

アセトフェノン プロピレン
グリコール アセタール

アセトフェノン プロピレン
グリコール アセタール

エーテル類 3
25687-72-3
25687-77-8

51 acetovanillone acetovanillone アセトバニロン アセトバニロン ケトン類 5 498-02-2
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

52
3-acetoxy-2-butyl
butyrate

3-acetoxy-2-butyl
butyrate

3-アセトキシ-2-ブチル
ブチレート

3-アセトキシ-2-ブチル
ブチレート

エステル類 4

53
4-acetoxy-3-
pentyltetrahydropyran

4-acetoxy-3-
pentyltetrahydropyran

4-アセトキシ-3-ペンチ
ルテトラヒドロピラン

4-アセトキシ-3-ペンチ
ルテトラヒドロピラン

エーテル類 3 18871-14-2

54
4-(3-oxobutyl)phenyl
acetate

4-(3-oxobutyl)phenyl
acetate

4-(3-オキソブチル)フェ
ニル アセテート

4-(3-オキソブチル)フェ
ニル アセテート

エステル類 4 3572-06-3

55 2,3-hexanedione 2,3-hexanedione 2,3-ヘキサンジオン 2,3-ヘキサンジオン ケトン類 5 3848-24-6

56
4-methyl-2,3-
pentanedione

4-methyl-2,3-
pentanedione

4-メチル-2,3-ペンタンジ
オン

4-メチル-2,3-ペンタンジ
オン

ケトン類 5 7493-58-5

57
5-methyl-2,3-
hexanedione

5-methyl-2,3-
hexanedione

5-メチル-2,3-ヘキサン
ジオン

5-メチル-2,3-ヘキサン
ジオン

ケトン類 5 13706-86-0

58 2,3-pentanedione 2,3-pentanedione 2,3-ペンタンジオン 2,3-ペンタンジオン ケトン類 5 600-14-6

59 vanillin acetate vanillin acetate バニリン アセテート バニリン アセテート エステル類 4 881-68-5

60 2-acetyl-1-methylpyrrole 2-acetyl-1-methylpyrrole
2-アセチル-1-メチルピ
ロール

2-アセチル-1-メチルピ
ロール

ケトン類 5 932-16-1

61 2-acetyl-1-pyrroline 2-acetyl-1-pyrroline 2-アセチル-1-ピロリン 2-アセチル-1-ピロリン ケトン類 5
85213-22-5
99583-29-6

62
5-acetyl-2,4-
dimethylthiazole

5-acetyl-2,4-
dimethylthiazole

5-アセチル-2,4-ジメチ
ルチアゾール

5-アセチル-2,4-ジメチ
ルチアゾール

ケトン類 5 38205-60-6

63
3-acetyl-2,5-
dimethylfuran

3-acetyl-2,5-
dimethylfuran

3-アセチル-2,5-ジメチ
ルフラン

3-アセチル-2,5-ジメチ
ルフラン

ケトン類 5 10599-70-9

65 2-acetyl-2-thiazoline 2-acetyl-2-thiazoline
2-アセチル-2-チアゾリ
ン

2-アセチル-2-チアゾリ
ン

ケトン類 5 29926-41-8

66
2-acetyl-3,4,5,6-
tetrahydropyridine

2-acetyl-3,4,5,6-
tetrahydropyridine

2-アセチル-3,4,5,6-テト
ラヒドロピリジン

2-アセチル-3,4,5,6-テト
ラヒドロピリジン

ケトン類 5 27300-27-2

67
2-acetyl-3,(5or6)-
dimethylpyrazine

2-acetyl-3,(5or6)-
dimethylpyrazine

2-アセチル-3,(5or6)-ジ
メチルピラジン

2-アセチル-3,(5or6)-ジ
メチルピラジン

ケトン類 5
54300-08-2
54300-09-3
72797-17-2

68
2-acetyl-3,5-
dimethylpyrazine

2-acetyl-3,5-
dimethylpyrazine

2-アセチル-3,5-ジメチ
ルピラジン

2-アセチル-3,5-ジメチ
ルピラジン

ケトン類 5 54300-08-2

69 2-acetyl-3-ethylpyrazine 2-acetyl-3-ethylpyrazine
2-アセチル-3-エチルピ
ラジン

2-アセチル-3-エチルピ
ラジン

ケトン類 5 32974-92-8

70
2-acetyl-3-
methylpyrazine

2-acetyl-3-
methylpyrazine

2-アセチル-3-メチルピ
ラジン

2-アセチル-3-メチルピ
ラジン

ケトン類 5 23787-80-6

71 2-acetyl-4-methylthiazole 2-acetyl-4-methylthiazole
2-アセチル-4-メチルチ
アゾール

2-アセチル-4-メチルチ
アゾール

ケトン類 5 7533-07-5

72 2-acetyl-5-methylfuran 2-acetyl-5-methylfuran
2-アセチル-5-メチルフ
ラン

2-アセチル-5-メチルフ
ラン

ケトン類 5 1193-79-9

73
2-acetyl-5-
methylthiophene

2-acetyl-5-
methylthiophene

2-アセチル-5-メチルチ
オフェン

2-アセチル-5-メチルチ
オフェン

ケトン類 5 13679-74-8

74
4-acetyl-6-tert -butyl-
1,1-dimethylindane

4-acetyl-6-tert -butyl-
1,1-dimethylindane

4-アセチル-6-tert -ブチ
ル-1,1-ジメチルインダン

4-アセチル-6-tert -ブチ
ル-1,1-ジメチルインダン

ケトン類 5 13171-00-1

75 2,4-pentanedione 2,4-pentanedione 2,4-ペンタンジオン 2,4-ペンタンジオン ケトン類 5 123-54-6

76 acetylcedrene acetylcedrene アセチルセドレン アセチルセドレン ケトン類 5 32388-55-9

77 2-acetylfuran 2-acetylfuran 2-アセチルフラン 2-アセチルフラン ケトン類 5 1192-62-7

78 acetylpyrazine acetylpyrazine アセチルピラジン アセチルピラジン ケトン類 5 22047-25-2

79 2-acetylpyridine 2-acetylpyridine 2-アセチルピリジン 2-アセチルピリジン ケトン類 5 1122-62-9
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

80 3-acetylpyridine 3-acetylpyridine 3-アセチルピリジン 3-アセチルピリジン ケトン類 5 350-03-8

81 4-acetylpyridine 4-acetylpyridine 4-アセチルピリジン 4-アセチルピリジン ケトン類 5 1122-54-9

82 2-acetylpyrrole 2-acetylpyrrole 2-アセチルピロール 2-アセチルピロール ケトン類 5 1072-83-9

83 2-acetylthiazole 2-acetylthiazole 2-アセチルチアゾール 2-アセチルチアゾール ケトン類 5 24295-03-2

84 2-acetylthiophene 2-acetylthiophene 2-アセチルチオフェン 2-アセチルチオフェン ケトン類 5 88-15-3

85
8-acetylthio-p -menthan-
3-one

8-acetylthio-p -menthan-
3-one

8-アセチルチオ-p -メン
タン-3-オン

8-アセチルチオ-p -メン
タン-3-オン

ケトン類 5
57074-34-7
63299-27-4
94293-57-9

86 aconitic acid aconitic acid アコニチック アシド アコニチック アシド 脂肪酸類 6 499-12-7

87 2-propenal diethyl acetal 2-propenal diethyl acetal
2-プロペナール ジエチ
ル アセタール

2-プロペナール ジエチ
ル アセタール

エーテル類 3 3054-95-3

88 adipic acid adipic acid アジピック アシド アジピック アシド 脂肪酸類 6 124-04-9

89 allo-ocimene allo-ocimene アロ-オシメン アロ-オシメン テルペン系炭化水素類 12 673-84-7

90 allyl 10-undecenoate allyl 10-undecenoate
アリル 10-ウンデセノ
エート

アリル 10-ウンデセノ
エート

エステル類 4 7493-76-7

91 allyl 2-ethylbutyrate allyl 2-ethylbutyrate
アリル 2-エチルブチレー
ト

アリル 2-エチルブチレー
ト

エステル類 4 7493-69-8

92 allyl 2-furoate allyl 2-furoate アリル 2-フロエート アリル 2-フロエート エステル類 4 4208-49-5

93
allyl (2-
methylbutoxy)acetate

allyl (2-
methylbutoxy)acetate

アリル (2-メチルブトキ
シ)アセテート

アリル (2-メチルブトキ
シ)アセテート

エステル類 4 67634-01-9

94 allyl 2-methylbutyrate allyl 2-methylbutyrate
アリル 2-メチルブチレー
ト

アリル 2-メチルブチレー
ト

エステル類 4 93963-13-4

95 allyl acetate allyl acetate アリル アセテート アリル アセテート エステル類 4 591-87-7

96 allyl acetoacetate allyl acetoacetate アリル アセトアセテート アリル アセトアセテート エステル類 4 1118-84-9

97 allyl anthranilate allyl anthranilate アリル アンスラニレート アリル アンスラニレート エステル類 4 7493-63-2

98 allyl butyrate allyl butyrate アリル ブチレート アリル ブチレート エステル類 4 2051-78-7

99 allyl cinnamate allyl cinnamate アリル シンナメート アリル シンナメート エステル類 4 1866-31-5

100 allyl 2-butenoate allyl 2-butenoate アリル 2-ブテノエート アリル 2-ブテノエート エステル類 4 20474-93-5

101 allyl cyclohexylacetate allyl cyclohexylacetate
アリル シクロヘキシルア
セテート

アリル シクロヘキシルア
セテート

エステル類 4 4728-82-9

103
allyl
cyclohexyloxypropionate

allyl
cyclohexyloxypropionate

アリル シクロヘキシルオ
キシプロピオネート

アリル シクロヘキシルオ
キシプロピオネート

エステル類 4

104 allyl decanoate allyl decanoate アリル デカノエート アリル デカノエート エステル類 4 57856-81-2

105 allyl formate allyl formate アリル ホーメート アリル ホーメート エステル類 4 1838-59-1

106 allyl heptanoate allyl heptanoate アリル ヘプタノエート アリル ヘプタノエート エステル類 4 142-19-8

108
allyl (3-
methylbutoxy)acetate

allyl (3-
methylbutoxy)acetate

アリル (3-メチルブトキ
シ)アセテート

アリル (3-メチルブトキ
シ)アセテート

エステル類 4 67634-00-8
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

109 allyl isobutyrate allyl isobutyrate アリル イソブチレート アリル イソブチレート エステル類 4 15727-77-2

110 allyl 4-methylpentanoate allyl 4-methylpentanoate
アリル 4-メチルペンタノ
エート

アリル 4-メチルペンタノ
エート

エステル類 4

112 allyl isovalerate allyl isovalerate アリル イソバレレート アリル イソバレレート エステル類 4 2835-39-4

113 allyl levulinate allyl levulinate アリル レブリネート アリル レブリネート エステル類 4 1070-35-5

114 2-propenethiol 2-propenethiol 2-プロペンチオール 2-プロペンチオール チオール類 11 870-23-5

115 allyl methyl disulfide allyl methyl disulfide
アリル メチル ジスルフィ
ド

アリル メチル ジスルフィ
ド

チオエーテル類 10 2179-58-0

116 allyl methyl sulfide allyl methyl sulfide アリル メチル スルフィド アリル メチル スルフィド チオエーテル類 10 10152-76-8

117 allyl methyl trisulfide allyl methyl trisulfide
アリル メチル トリスル
フィド

アリル メチル トリスル
フィド

チオエーテル類 10 34135-85-8

118 allyl nonanoate allyl nonanoate アリル ノナノエート アリル ノナノエート エステル類 4 7493-72-3

119 allyl octanoate allyl octanoate アリル オクタノエート アリル オクタノエート エステル類 4 4230-97-1

120 allyl phenoxyacetate allyl phenoxyacetate
アリル フェノキシアセ
テート

アリル フェノキシアセ
テート

エステル類 4 7493-74-5

121 allyl phenylacetate allyl phenylacetate
アリル フェニルアセテー
ト

アリル フェニルアセテー
ト

エステル類 4 1797-74-6

122 allyl pivalate allyl pivalate アリル ピバレート アリル ピバレート エステル類 4

123 allyl propionate allyl propionate アリル プロピオネート アリル プロピオネート エステル類 4 2408-20-0

124 allyl propyl disulfide allyl propyl disulfide
アリル プロピル ジスル
フィド

アリル プロピル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 2179-59-1

125 allyl propyl sulfide allyl propyl sulfide
アリル プロピル スルフィ
ド

アリル プロピル スルフィ
ド

チオエーテル類 10 27817-67-0

126 allyl propyl trisulfide allyl propyl trisulfide
アリル プロピル トリスル
フィド

アリル プロピル トリスル
フィド

チオエーテル類 10 33922-73-5

127 allyl pyruvate allyl pyruvate アリル ピルベート アリル ピルベート エステル類 4

128 allyl sorbate allyl sorbate アリル ソルベート アリル ソルベート エステル類 4 7493-75-6

129 S -allyl propanethioate S -allyl propanethioate
S -アリル プロパンチオ
エート

S -アリル プロパンチオ
エート

エステル類 4 41820-22-8

130 allyl tiglate allyl tiglate アリル チグレート アリル チグレート エステル類 4 7493-71-2

131 allyl valerate allyl valerate アリル バレレート アリル バレレート エステル類 4 6321-45-5

132
4-allyl-2,6-
dimethoxyphenol

4-allyl-2,6-
dimethoxyphenol

4-アリル-2,6-ジメトキシ
フェノール

4-アリル-2,6-ジメトキシ
フェノール

フェノール類 14 6627-88-9

133 alpha-allylionone alpha-allylionone α-アリルイオノン α-アリルイオノン ケトン類 5 79-78-7

134 4-allylphenol 4-allylphenol 4-アリルフェノール 4-アリルフェノール フェノール類 14 501-92-8

135 ambrettolide ambrettolide アンブレットリド アンブレットリド ラクトン類 18
123-69-3
7779-50-2

136 ambrinol ambrinol アンブリノール アンブリノール 脂肪族高級アルコール類 7 41199-19-3
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

137
3a,6,6,9a-
tetramethyldodecahydrona
phtho[2,1-b ]furan

dodecahydro-3a,6,6,9a-
tetramethylnaphtho[2,1-
b ]furan

3a,6,6,9a-テトラメチルド
デカヒドロナフト[2,1-b ]フ
ラン

ドデカヒドロ-3a,6,6,9a-テ
トラメチルナフト[2,1-b ]フ
ラン

エーテル類 3
3738-00-9
6790-58-5

138 2-aminoacetophenone 2-aminoacetophenone 2-アミノアセトフェノン 2-アミノアセトフェノン ケトン類 5 551-93-9

139 amyl 2-furoate amyl 2-furoate アミル 2-フロエート アミル 2-フロエート エステル類 4
1334-82-3
4996-48-9

140 amyl 2-methylbutyrate amyl 2-methylbutyrate
アミル 2-メチルブチレー
ト

アミル 2-メチルブチレー
ト

エステル類 4 68039-26-9

141 amyl acetate amyl acetate アミル アセテート アミル アセテート エステル類 4 628-63-7

142 amyl angelate amyl angelate アミル アンゲレート アミル アンゲレート エステル類 4 7785-63-9

143 amyl anthranilate amyl anthranilate アミル アンスラニレート アミル アンスラニレート エステル類 4 30100-15-3

144 amyl benzoate amyl benzoate アミル ベンゾエート アミル ベンゾエート エステル類 4 2049-96-9

145 amyl benzyl ether amyl benzyl ether
アミル ベンジル エーテ
ル

アミル ベンジル エーテ
ル

エーテル類 3 6382-14-5

146 amyl butyrate amyl butyrate アミル ブチレート アミル ブチレート エステル類 4 540-18-1

147 amyl cinnamate amyl cinnamate アミル シンナメート アミル シンナメート エステル類 4 3487-99-8

148 amyl 2-butenoate amyl 2-butenoate アミル 2-ブテノエート アミル 2-ブテノエート エステル類 4 25415-76-3

149 amyl decanoate amyl decanoate アミル デカノエート アミル デカノエート エステル類 4 5933-87-9

150 amyl formate amyl formate アミル ホーメート アミル ホーメート エステル類 4 638-49-3

151 amyl heptanoate amyl heptanoate アミル ヘプタノエート アミル ヘプタノエート エステル類 4 7493-82-5

152 amyl hexanoate amyl hexanoate アミル ヘキサノエート アミル ヘキサノエート エステル類 4 540-07-8

153 amyl isobutyrate amyl isobutyrate アミル イソブチレート アミル イソブチレート エステル類 4 2445-72-9

154 amyl 4-methylpentanoate amyl 4-methylpentanoate
アミル 4-メチルペンタノ
エート

アミル 4-メチルペンタノ
エート

エステル類 4

155 amyl isothiocyanate amyl isothiocyanate
アミル イソチオシアネー
ト

アミル イソチオシアネー
ト

イソチオシアネート類 1 629-12-9

156 amyl isovalerate amyl isovalerate アミル イソバレレート アミル イソバレレート エステル類 4 25415-62-7

157 amyl lactate amyl lactate アミル ラクテート アミル ラクテート エステル類 4 6382-06-5

158 amyl laurate amyl laurate アミル ラウレート アミル ラウレート エステル類 4 5350-03-8

159 amyl levulinate amyl levulinate アミル レブリネート アミル レブリネート エステル類 4 20279-49-6

160 amyl nonanoate amyl nonanoate アミル ノナノエート アミル ノナノエート エステル類 4 61531-45-1

161 amyl octanoate amyl octanoate アミル オクタノエート アミル オクタノエート エステル類 4 638-25-5

162 amyl phenylacetate amyl phenylacetate
アミル フェニルアセテー
ト

アミル フェニルアセテー
ト

エステル類 4 5137-52-0

163 amyl propionate amyl propionate アミル プロピオネート アミル プロピオネート エステル類 4 624-54-4
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

164 amyl salicylate amyl salicylate アミル サリシレート アミル サリシレート エステル類 4 2050-08-0

165 amyl tiglate amyl tiglate アミル チグレート アミル チグレート エステル類 4 7785-65-1

166 amyl valerate amyl valerate アミル バレレート アミル バレレート エステル類 4 2173-56-0

167 2-amyl-2-cyclopentenone 2-amyl-2-cyclopentenone
2-アミル-2-シクロペンテ
ノン

2-アミル-2-シクロペンテ
ノン

ケトン類 5 25564-22-1

169
alpha-
amylcinnamaldehyde
diethyl acetal

alpha-
amylcinnamaldehyde
diethyl acetal

α-アミルシンナムアル
デヒド ジエチル アセター
ル

α-アミルシンナムアル
デヒド ジエチル アセター
ル

エーテル類 3 60763-41-9

170
alpha-
amylcinnamaldehyde
dimethyl acetal

alpha-
amylcinnamaldehyde
dimethyl acetal

α-アミルシンナムアル
デヒド ジメチル アセター
ル

α-アミルシンナムアル
デヒド ジメチル アセター
ル

エーテル類 3 91-87-2

171
alpha-amylcinnamyl
acetate

alpha-amylcinnamyl
acetate

α-アミルシンナミル ア
セテート

α-アミルシンナミル ア
セテート

エステル類 4 7493-78-9

172
alpha-amylcinnamyl
alcohol

alpha-amylcinnamyl
alcohol

α-アミルシンナミル ア
ルコール

α-アミルシンナミル ア
ルコール

芳香族アルコール類 16 101-85-9

173
alpha-amylcinnamyl
isovalerate

alpha-amylcinnamyl
isovalerate

α-アミルシンナミル イソ
バレレート

α-アミルシンナミル イソ
バレレート

エステル類 4 7493-80-3

174 (5or6)-decenoic acid (5or6)-decenoic acid
(5or6)-デセノイック アシ
ド

(5or6)-デセノイック アシ
ド

脂肪酸類 6
72881-27-7
85392-03-6
85392-04-7

175 trans -anethole trans -anethole trans -アネトール trans -アネトール フェノールエーテル類 13 4180-23-8

177 angelic acid angelic acid アンゲリック アシド アンゲリック アシド 脂肪酸類 6 565-63-9

178 alpha-angelicalactone alpha-angelicalactone α-アンゲリカラクトン α-アンゲリカラクトン ラクトン類 18 591-12-8

179 2-methoxybenzaldehyde 2-methoxybenzaldehyde
2-メトキシベンズアルデ
ヒド

2-メトキシベンズアルデ
ヒド

芳香族アルデヒド類 17 135-02-4

181
anisaldehyde diethyl
acetal

anisaldehyde diethyl
acetal

アニスアルデヒド ジエチ
ル アセタール

アニスアルデヒド ジエチ
ル アセタール

エーテル類 3 2403-58-9

182
anisaldehyde dimethyl
acetal

anisaldehyde dimethyl
acetal

アニスアルデヒド ジメチ
ル アセタール

アニスアルデヒド ジメチ
ル アセタール

エーテル類 3 2186-92-7

183
anisaldehyde
hexyleneglycol acetal

anisaldehyde
hexyleneglycol acetal

アニスアルデヒド ヘキシ
レングリコール アセター
ル

アニスアルデヒド ヘキシ
レングリコール アセター
ル

エーテル類 3

184
anisaldehyde
propyleneglycol acetal

anisaldehyde
propyleneglycol acetal

アニスアルデヒド プロピ
レングリコール アセター
ル

アニスアルデヒド プロピ
レングリコール アセター
ル

エーテル類 3 6414-32-0

185 anisic acid anisic acid アニシック アシド アニシック アシド フェノールエーテル類 13 100-09-4

186 anisole anisole アニソール アニソール フェノールエーテル類 13 100-66-3

187 anisyl acetate anisyl acetate アニシル アセテート アニシル アセテート エステル類 4 104-21-2

188 anisylacetone anisylacetone アニシルアセトン アニシルアセトン ケトン類 5 104-20-1

189 anisyl alcohol anisyl alcohol アニシル アルコール アニシル アルコール 芳香族アルコール類 16 105-13-5

190 anisyl butyrate anisyl butyrate アニシル ブチレート アニシル ブチレート エステル類 4 6963-56-0

191 anisyl ethyl ether anisyl ethyl ether
アニシル エチル エーテ
ル

アニシル エチル エーテ
ル

フェノールエーテル類 13 55249-73-5
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

192 anisyl formate anisyl formate アニシル ホーメート アニシル ホーメート エステル類 4 122-91-8

193 anisyl hexanoate anisyl hexanoate アニシル ヘキサノエート アニシル ヘキサノエート エステル類 4 6624-60-8

194 anisyl isobutyrate anisyl isobutyrate アニシル イソブチレート アニシル イソブチレート エステル類 4

195 anisyl isovalerate anisyl isovalerate アニシル イソバレレート アニシル イソバレレート エステル類 4 68922-04-3

196
1-(4-methoxyphenyl)-2-
propanone

1-(4-methoxyphenyl)-2-
propanone

1-(4-メトキシフェニル)-
2-プロパノン

1-(4-メトキシフェニル)-
2-プロパノン

ケトン類 5 122-84-9

197 anisyl phenylacetate anisyl phenylacetate
アニシル フェニルアセ
テート

アニシル フェニルアセ
テート

エステル類 4 102-17-0

198 anisyl propionate anisyl propionate アニシル プロピオネート アニシル プロピオネート エステル類 4 7549-33-9

199 anisyl valerate anisyl valerate アニシル バレレート アニシル バレレート エステル類 4

201
benzaldehyde dibutyl
acetal

benzaldehyde dibutyl
acetal

ベンズアルデヒド ジブチ
ル アセタール

ベンズアルデヒド ジブチ
ル アセタール

エーテル類 3

202
benzaldehyde diethyl
acetal

benzaldehyde diethyl
acetal

ベンズアルデヒド ジエチ
ル アセタール

ベンズアルデヒド ジエチ
ル アセタール

エーテル類 3 774-48-1

203
benzaldehyde diisoamyl
acetal

benzaldehyde diisoamyl
acetal

ベンズアルデヒド ジイソ
アミル アセタール

ベンズアルデヒド ジイソ
アミル アセタール

エーテル類 3 94231-95-5

204
benzaldehyde dimethyl
acetal

benzaldehyde dimethyl
acetal

ベンズアルデヒド ジメチ
ル アセタール

ベンズアルデヒド ジメチ
ル アセタール

エーテル類 3 1125-88-8

205
benzaldehyde glyceryl
acetal

benzaldehyde glyceryl
acetal

ベンズアルデヒド グリセ
リル アセタール

ベンズアルデヒド グリセ
リル アセタール

エーテル類 3 1319-88-6

206
benzaldehyde
propyleneglycol acetal

benzaldehyde
propyleneglycol acetal

ベンズアルデヒド プロピ
レングリコール アセター
ル

ベンズアルデヒド プロピ
レングリコール アセター
ル

エーテル類 3 2568-25-4

207 benzenethiol benzenethiol ベンゼンチオール ベンゼンチオール チオール類 11 108-98-5

208
2-hydroxy-1,2-
diphenylethanone

2-hydroxy-1,2-
diphenylethanone

2-ヒドロキシ-1,2-ジフェ
ニルエタノン

2-ヒドロキシ-1,2-ジフェ
ニルエタノン

ケトン類 5 119-53-9

209 benzophenone benzophenone ベンゾフェノン ベンゾフェノン ケトン類 5 119-61-9

210 benzothiazole benzothiazole ベンゾチアゾール ベンゾチアゾール チオエーテル類 10 95-16-9

211 1-phenyl-1,3-butanedione 1-phenyl-1,3-butanedione
1-フェニル-1,3-ブタンジ
オン

1-フェニル-1,3-ブタンジ
オン

ケトン類 5 93-91-4

212 benzyl 2-methylbutyrate benzyl 2-methylbutyrate
ベンジル 2-メチルブチ
レート

ベンジル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4 56423-40-6

214 benzyl acetoacetate benzyl acetoacetate
ベンジル アセトアセテー
ト

ベンジル アセトアセテー
ト

エステル類 4 5396-89-4

216 benzyl benzoate benzyl benzoate ベンジル ベンゾエート ベンジル ベンゾエート エステル類 4 120-51-4

217 benzyl butyl ether benzyl butyl ether
ベンジル ブチル エーテ
ル

ベンジル ブチル エーテ
ル

エーテル類 3 588-67-0

218 benzyl butyrate benzyl butyrate ベンジル ブチレート ベンジル ブチレート エステル類 4 103-37-7

219 benzyl cinnamate benzyl cinnamate ベンジル シンナメート ベンジル シンナメート エステル類 4 103-41-3

220 benzyl 2-butenoate benzyl 2-butenoate ベンジル 2-ブテノエート ベンジル 2-ブテノエート エステル類 4 65416-24-2

221 benzyl decanoate benzyl decanoate ベンジル デカノエート ベンジル デカノエート エステル類 4 42175-41-7
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

222 benzyl ethyl ether benzyl ethyl ether
ベンジル エチル エーテ
ル

ベンジル エチル エーテ
ル

エーテル類 3 539-30-0

223 benzyl eugenyl ether benzyl eugenyl ether
ベンジル オイゲニル
エーテル

ベンジル オイゲニル
エーテル

フェノールエーテル類 13 57371-42-3

224 benzyl formate benzyl formate ベンジル ホーメート ベンジル ホーメート エステル類 4 104-57-4

225 benzyl hexanoate benzyl hexanoate ベンジル ヘキサノエート ベンジル ヘキサノエート エステル類 4 6938-45-0

226
4-methyl-1-phenyl-2-
pentanone

4-methyl-1-phenyl-2-
pentanone

4-メチル-1-フェニル-2-
ペンタノン

4-メチル-1-フェニル-2-
ペンタノン

ケトン類 5 5349-62-2

227 benzyl isobutyrate benzyl isobutyrate ベンジル イソブチレート ベンジル イソブチレート エステル類 4 103-28-6

228 benzyl isothiocyanate benzyl isothiocyanate
ベンジル イソチオシア
ネート

ベンジル イソチオシア
ネート

イソチオシアネート類 1 622-78-6

229 benzyl isovalerate benzyl isovalerate ベンジル イソバレレート ベンジル イソバレレート エステル類 4 103-38-8

230 benzyl lactate benzyl lactate ベンジル ラクテート ベンジル ラクテート エステル類 4 2051-96-9

231 benzyl laurate benzyl laurate ベンジル ラウレート ベンジル ラウレート エステル類 4 140-25-0

232 benzyl levulinate benzyl levulinate ベンジル レブリネート ベンジル レブリネート エステル類 4 6939-75-9

233 benzenemethanethiol benzenemethanethiol ベンゼンメタンチオール ベンゼンメタンチオール チオール類 11 100-53-8

234 benzyl methyl disulfide benzyl methyl disulfide
ベンジル メチル ジスル
フィド

ベンジル メチル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 699-10-5

235 benzyl methyl ether benzyl methyl ether
ベンジル メチル エーテ
ル

ベンジル メチル エーテ
ル

エーテル類 3 538-86-3

236 benzyl methyl sulfide benzyl methyl sulfide
ベンジル メチル スルフィ
ド

ベンジル メチル スルフィ
ド

チオエーテル類 10 766-92-7

237 benzyl nonanoate benzyl nonanoate ベンジル ノナノエート ベンジル ノナノエート エステル類 4 6471-66-5

238 benzyl octanoate benzyl octanoate ベンジル オクタノエート ベンジル オクタノエート エステル類 4 10276-85-4

239 benzyl phenylacetate benzyl phenylacetate
ベンジル フェニルアセ
テート

ベンジル フェニルアセ
テート

エステル類 4 102-16-9

241 benzyl salicylate benzyl salicylate ベンジル サリシレート ベンジル サリシレート エステル類 4 118-58-1

242 benzyl tiglate benzyl tiglate ベンジル チグレート ベンジル チグレート エステル類 4 37526-88-8

243 benzyl valerate benzyl valerate ベンジル バレレート ベンジル バレレート エステル類 4 10361-39-4

244 4-phenyl-3-buten-2-one 4-phenyl-3-buten-2-one
4-フェニル-3-ブテン-2-
オン

4-フェニル-3-ブテン-2-
オン

ケトン類 5 122-57-6

245 di-2-furylmethane di-2-furylmethane ジ-2-フリルメタン ジ-2-フリルメタン エーテル類 3 1197-40-6

246
bis(2-methyl-3-furyl)
disulfide

bis(2-methyl-3-furyl)
disulfide

ビス(2-メチル-3-フリル)
ジスルフィド

ビス(2-メチル-3-フリル)
ジスルフィド

チオエーテル類 10 28588-75-2

247
3,5-bis(2-
methyltetrahydrofuryl-
3)spiro-1,2,4-trithiolane

3,5-bis(2-
methyltetrahydrofuryl-
3)spiro-1,2,4-trithiolane

3,5-ビス(2-メチルテトラ
ヒドロフリル-3)スピロ-
1,2,4-トリチオラン

3,5-ビス(2-メチルテトラ
ヒドロフリル-3)スピロ-
1,2,4-トリチオラン

チオエーテル類 10

248 alpha-bisabolene alpha-bisabolene α-ビサボレン α-ビサボレン テルペン系炭化水素類 12 17627-44-0

249 bisabolene bisabolene ビサボレン ビサボレン テルペン系炭化水素類 12 495-62-5
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

250 alpha-bisabolol alpha-bisabolol α-ビサボロール α-ビサボロール 脂肪族高級アルコール類 7
515-69-5

23089-26-1

251 borneol borneol ボルネオール ボルネオール 脂肪族高級アルコール類 7 507-70-0

252 bornyl acetate bornyl acetate ボルニル アセテート ボルニル アセテート エステル類 4 76-49-3

253 bornyl butyrate bornyl butyrate ボルニル ブチレート ボルニル ブチレート エステル類 4 13109-70-1

254 bornyl formate bornyl formate ボルニル ホーメート ボルニル ホーメート エステル類 4 7492-41-3

255 bornyl isovalerate bornyl isovalerate ボルニル イソバレレート ボルニル イソバレレート エステル類 4 76-50-6

256 bornyl propionate bornyl propionate ボルニル プロピオネート ボルニル プロピオネート エステル類 4 20279-25-8

257 bornyl valerate bornyl valerate ボルニル バレレート ボルニル バレレート エステル類 4 7549-41-9

258 beta-bourbonene beta-bourbonene β-ブルボネン β-ブルボネン テルペン系炭化水素類 12 5208-59-3

259 butanal diethyl acetal butanal diethyl acetal
ブタナール ジエチル ア
セタール

ブタナール ジエチル ア
セタール

エーテル類 3 3658-95-5

260 2,3-butanediol diacetate 2,3-butanediol diacetate
2,3-ブタンジオール ジア
セテート

2,3-ブタンジオール ジア
セテート

エステル類 4 1114-92-7

261 2,3-butanedithiol 2,3-butanedithiol 2,3-ブタンジチオール 2,3-ブタンジチオール チオール類 11 4532-64-3

262 butanethiol butanethiol ブタンチオール ブタンチオール チオール類 11 109-79-5

263 2-butanethiol 2-butanethiol 2-ブタンチオール 2-ブタンチオール チオール類 11 513-53-1

264 3-butenyl isothiocyanate 3-butenyl isothiocyanate
3-ブテニル イソチオシア
ネート

3-ブテニル イソチオシア
ネート

イソチオシアネート類 1 3386-97-8

265 4-butoxybenzaldehyde 4-butoxybenzaldehyde
4-ブトキシベンズアルデ
ヒド

4-ブトキシベンズアルデ
ヒド

芳香族アルデヒド類 17 5736-88-9

266 butyl trans -2-butenoate butyl trans -2-butenoate
ブチル trans -2-ブテノ
エート

ブチル trans -2-ブテノ
エート

エステル類 4 591-63-9

267 butyl 2-decenoate butyl 2-decenoate ブチル 2-デセノエート ブチル 2-デセノエート エステル類 4 7492-45-7

268 butyl 2-hexenoate butyl 2-hexenoate ブチル 2-ヘキセノエート ブチル 2-ヘキセノエート エステル類 4 13416-74-5

269 butyl 2-methylbutyrate butyl 2-methylbutyrate
ブチル 2-メチルブチレー
ト

ブチル 2-メチルブチレー
ト

エステル類 4 15706-73-7

270 butyl 3-hexenoate butyl 3-hexenoate ブチル 3-ヘキセノエート ブチル 3-ヘキセノエート エステル類 4

271
S -sec -butyl 3-
methylbutanethioate

S -sec -butyl 3-
methylbutanethioate

S -sec -ブチル 3-メチル
ブタンチオエート

S -sec -ブチル 3-メチル
ブタンチオエート

エステル類 4 2432-91-9

272
butyl 3-
(methylthio)propionate

butyl 3-
(methylthio)propionate

ブチル 3-(メチルチオ)プ
ロピオネート

ブチル 3-(メチルチオ)プ
ロピオネート

エステル類 4

273 sec -butyl acetate sec -butyl acetate sec -ブチル アセテート sec -ブチル アセテート エステル類 4 105-46-4

275 butyl acetoacetate butyl acetoacetate ブチル アセトアセテート ブチル アセトアセテート エステル類 4 591-60-6

276 butyl angelate butyl angelate ブチル アンゲレート ブチル アンゲレート エステル類 4 7785-64-0

277 butyl anthranilate butyl anthranilate ブチル アンスラニレート ブチル アンスラニレート エステル類 4 7756-96-9

278 butyl benzoate butyl benzoate ブチル ベンゾエート ブチル ベンゾエート エステル類 4 136-60-7
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

280 butyl butyryllactate butyl butyryllactate
ブチル ブチリルラクテー
ト

ブチル ブチリルラクテー
ト

エステル類 4 7492-70-8

281 butyl butyrylacetate butyl butyrylacetate
ブチル ブチリルアセテー
ト

ブチル ブチリルアセテー
ト

エステル類 4

282 butyl cinnamate butyl cinnamate ブチル シンナメート ブチル シンナメート エステル類 4 538-65-8

283 butyl 2-butenoate butyl 2-butenoate ブチル 2-ブテノエート ブチル 2-ブテノエート エステル類 4 7299-91-4

284 butyl decanoate butyl decanoate ブチル デカノエート ブチル デカノエート エステル類 4 30673-36-0

285 sec -butyl ethyl ether sec -butyl ethyl ether
sec -ブチル エチル エー
テル

sec -ブチル エチル エー
テル

エーテル類 3 2679-87-0

286 butyl formate butyl formate ブチル ホーメート ブチル ホーメート エステル類 4 592-84-7

287 butyl heptanoate butyl heptanoate ブチル ヘプタノエート ブチル ヘプタノエート エステル類 4 5454-28-4

288 butyl hexanoate butyl hexanoate ブチル ヘキサノエート ブチル ヘキサノエート エステル類 4 626-82-4

289 butyl isobutyrate butyl isobutyrate ブチル イソブチレート ブチル イソブチレート エステル類 4 97-87-0

290 butyl isothiocyanate butyl isothiocyanate
ブチル イソチオシアネー
ト

ブチル イソチオシアネー
ト

イソチオシアネート類 1 592-82-5

291 sec -butyl isothiocyanate sec -butyl isothiocyanate
sec -ブチル イソチオシ
アネート

sec -ブチル イソチオシ
アネート

イソチオシアネート類 1 4426-79-3

292 butyl isovalerate butyl isovalerate ブチル イソバレレート ブチル イソバレレート エステル類 4 109-19-3

293 butyl lactate butyl lactate ブチル ラクテート ブチル ラクテート エステル類 4 138-22-7

294 butyl laurate butyl laurate ブチル ラウレート ブチル ラウレート エステル類 4 106-18-3

295 butyl levulinate butyl levulinate ブチル レブリネート ブチル レブリネート エステル類 4 2052-15-5

296 butyl methacrylate butyl methacrylate ブチル メタクリレート ブチル メタクリレート エステル類 4 97-88-1

297 2-hexanone 2-hexanone 2-ヘキサノン 2-ヘキサノン ケトン類 5 591-78-6

298
2-hexanone
propyleneglycol acetal

2-hexanone
propyleneglycol acetal

2-ヘキサノン プロピレン
グリコール アセタール

2-ヘキサノン プロピレン
グリコール アセタール

エーテル類 3

299
butyl beta-methyl-beta-
phenylglycidate

butyl beta-methyl-beta-
phenylglycidate

ブチル β-メチル-β-
フェニルグリシデート

ブチル β-メチル-β-
フェニルグリシデート

エステル類 4

300 butyl myristate butyl myristate ブチル ミリステート ブチル ミリステート エステル類 4 110-36-1

301 butyl nonanoate butyl nonanoate ブチル ノナノエート ブチル ノナノエート エステル類 4 50623-57-9

302 butyl octanoate butyl octanoate ブチル オクタノエート ブチル オクタノエート エステル類 4 589-75-3

303 butyl oleate butyl oleate ブチル オレート ブチル オレート エステル類 4 142-77-8

304 butyl palmitate butyl palmitate ブチル パルミテート ブチル パルミテート エステル類 4 111-06-8

305 butyl phenylacetate butyl phenylacetate
ブチル フェニルアセテー
ト

ブチル フェニルアセテー
ト

エステル類 4 122-43-0

307 butyl pivalate butyl pivalate ブチル ピバレート ブチル ピバレート エステル類 4 5129-37-3

308 butyl propionate butyl propionate ブチル プロピオネート ブチル プロピオネート エステル類 4 590-01-2
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

309 butyl propyl disulfide butyl propyl disulfide
ブチル プロピル ジスル
フィド

ブチル プロピル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 72437-64-0

310 butyl salicylate butyl salicylate ブチル サリシレート ブチル サリシレート エステル類 4 2052-14-4

311 butyl sorbate butyl sorbate ブチル ソルベート ブチル ソルベート エステル類 4 7367-78-4

312 butyl stearate butyl stearate ブチル ステアレート ブチル ステアレート エステル類 4 123-95-5

313 butyl tiglate butyl tiglate ブチル チグレート ブチル チグレート エステル類 4 7785-66-2

314 butyl undecanoate butyl undecanoate ブチル ウンデカノエート ブチル ウンデカノエート エステル類 4

315 butyl 10-undecenoate butyl 10-undecenoate
ブチル 10-ウンデセノ
エート

ブチル 10-ウンデセノ
エート

エステル類 4 109-42-2

316 butyl valerate butyl valerate ブチル バレレート ブチル バレレート エステル類 4 591-68-4

317
2-sec -butyl-3-
methoxypyrazine

2-sec -butyl-3-
methoxypyrazine

2-sec -ブチル-3-メトキ
シピラジン

2-sec -ブチル-3-メトキ
シピラジン

エーテル類 3 24168-70-5

318
2-butyl-4,5-
dimethylthiazole

2-butyl-4,5-
dimethylthiazole

2-ブチル-4,5-ジメチル
チアゾール

2-ブチル-4,5-ジメチル
チアゾール

チオエーテル類 10 76572-48-0

319 2-butoxyethanol 2-butoxyethanol 2-ブトキシエタノール 2-ブトキシエタノール 脂肪族高級アルコール類 7 111-76-2

320 2-butoxyethyl acetate 2-butoxyethyl acetate
2-ブトキシエチル アセ
テート

2-ブトキシエチル アセ
テート

エステル類 4 112-07-2

321
alpha-
butylcinnamaldehyde

alpha-
butylcinnamaldehyde

α-ブチルシンナムアル
デヒド

α-ブチルシンナムアル
デヒド

芳香族アルデヒド類 17 7492-44-6

322
2-sec -
butylcyclohexanone

2-sec -
butylcyclohexanone

2-sec -ブチルシクロヘキ
サノン

2-sec -ブチルシクロヘキ
サノン

ケトン類 5 14765-30-1

323 2-butylfuran 2-butylfuran 2-ブチルフラン 2-ブチルフラン エーテル類 3 4466-24-4

324 3-hepten-2-one 3-hepten-2-one 3-ヘプテン-2-オン 3-ヘプテン-2-オン ケトン類 5 1119-44-4

325 3-butylidenephthalide 3-butylidenephthalide 3-ブチリデンフタリド 3-ブチリデンフタリド ラクトン類 18 551-08-6

326 2-sec -butylthiazole 2-sec -butylthiazole
2-sec -ブチルチアゾー
ル

2-sec -ブチルチアゾー
ル

チオエーテル類 10 18277-27-5

327 2-butylthiophene 2-butylthiophene 2-ブチルチオフェン 2-ブチルチオフェン チオエーテル類 10 1455-20-5

328 butanal dibenzyl thioacetal butanal dibenzyl thioacetal
ブタナール ジベンジル
チオアセタール

ブタナール ジベンジル
チオアセタール

チオエーテル類 10 101780-73-8

329 butanal dimethyl acetal butanal dimethyl acetal
ブタナール ジメチル ア
セタール

ブタナール ジメチル ア
セタール

エーテル類 3

331 gamma-butyrolactone gamma-butyrolactone γ-ブチロラクトン γ-ブチロラクトン ラクトン類 18 96-48-0

332 1-phenyl-1-butanone 1-phenyl-1-butanone 1-フェニル-1-ブタノン 1-フェニル-1-ブタノン ケトン類 5 495-40-9

333 delta-cadinene delta-cadinene δ-カジネン δ-カジネン テルペン系炭化水素類 12 483-76-1

334 camphene camphene カンフェン カンフェン テルペン系炭化水素類 12
79-92-5

5794-03-6

335 campholenic aldehyde campholenic aldehyde
カンフォレニック アルデ
ヒド

カンフォレニック アルデ
ヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8
4501-58-0
91819-58-8

336 alpha-campholenol alpha-campholenol α-カンフォレノール α-カンフォレノール 脂肪族高級アルコール類 7 1901-38-8

337 d -camphor d -camphor d -カンファー d -カンファー ケトン類 5 464-49-3
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

339 camphor camphor カンファー カンファー ケトン類 5
76-22-2

21368-68-3

340 3-carene 3-carene 3-カレン 3-カレン テルペン系炭化水素類 12 13466-78-9

341 carvacrol carvacrol カルバクロール カルバクロール フェノール類 14 499-75-2

342 l -carveol l -carveol l -カルベオール l -カルベオール 脂肪族高級アルコール類 7 2102-59-2

343 carveol carveol カルベオール カルベオール 脂肪族高級アルコール類 7 99-48-9

344 d -carvone d -carvone d -カルボン d -カルボン ケトン類 5 2244-16-8

345 l -carvone l -carvone l -カルボン l -カルボン ケトン類 5 6485-40-1

346 carvone carvone カルボン カルボン ケトン類 5 99-49-0

347 1,6-epoxycarvone 1,6-epoxycarvone 1,6-エポキシカルボン 1,6-エポキシカルボン ケトン類 5
18383-49-8
33204-74-9

348 carvyl 2-methylbutyrate carvyl 2-methylbutyrate
カルビル 2-メチルブチ
レート

カルビル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4

349 cis -carvyl acetate cis -carvyl acetate cis -カルビル アセテート cis -カルビル アセテート エステル類 4 1205-42-1

350 carvyl acetate carvyl acetate カルビル アセテート カルビル アセテート エステル類 4 97-42-7

351 carvyl butyrate carvyl butyrate カルビル ブチレート カルビル ブチレート エステル類 4 93919-04-1

352 carvyl formate carvyl formate カルビル ホーメート カルビル ホーメート エステル類 4 29239-07-4

353 carvyl hexanoate carvyl hexanoate カルビル ヘキサノエート カルビル ヘキサノエート エステル類 4

354 carvyl isobutyrate carvyl isobutyrate カルビル イソブチレート カルビル イソブチレート エステル類 4

355 carvyl isovalerate carvyl isovalerate カルビル イソバレレート カルビル イソバレレート エステル類 4 94386-39-7

356 carvyl propionate carvyl propionate カルビル プロピオネート カルビル プロピオネート エステル類 4 97-45-0

357 carvyl valerate carvyl valerate カルビル バレレート カルビル バレレート エステル類 4

358 alpha-humulene alpha-humulene α-フムレン α-フムレン テルペン系炭化水素類 12 6753-98-6

359 beta-caryophyllene beta-caryophyllene β-カリオフィレン β-カリオフィレン テルペン系炭化水素類 12 87-44-5

360
beta-caryophyllene
acetate

beta-caryophyllene
acetate

β-カリオフィレン アセ
テート

β-カリオフィレン アセ
テート

エステル類 4 57082-24-3

361
beta-caryophyllene
alcohol

beta-caryophyllene
alcohol

β-カリオフィレン アル
コール

β-カリオフィレン アル
コール

脂肪族高級アルコール類 7 472-97-9

362 beta-caryophyllene oxide beta-caryophyllene oxide
β-カリオフィレン オキシ
ド

β-カリオフィレン オキシ
ド

エーテル類 3 1139-30-6

363 2-hydroxyphenol 2-hydroxyphenol 2-ヒドロキシフェノール 2-ヒドロキシフェノール フェノール類 14 120-80-9

364 1,2-diethoxybenzene 1,2-diethoxybenzene 1,2-ジエトキシベンゼン 1,2-ジエトキシベンゼン フェノールエーテル類 13 2050-46-6

365 alpha-cedrene alpha-cedrene α-セドレン α-セドレン テルペン系炭化水素類 12 469-61-4
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

366 cedrenol cedrenol セドレノール セドレノール 脂肪族高級アルコール類 7 28231-03-0

367 cedrol cedrol セドロール セドロール 脂肪族高級アルコール類 7 77-53-2

368 cedryl acetate cedryl acetate セドリル アセテート セドリル アセテート エステル類 4 77-54-3

369
3-methyl-5-propyl-2-
cyclohexenone

3-methyl-5-propyl-2-
cyclohexenone

3-メチル-5-プロピル-
2-シクロヘキセノン

3-メチル-5-プロピル-
2-シクロヘキセノン

ケトン類 5 3720-16-9

370 hexadecyl acetate hexadecyl acetate ヘキサデシル アセテート ヘキサデシル アセテート エステル類 4 629-70-9

371 1,4-cineole 1,4-cineole 1,4-シネオール 1,4-シネオール エーテル類 3 470-67-7

374
cinnamaldehyde diethyl
acetal

cinnamaldehyde diethyl
acetal

シンナムアルデヒド ジエ
チル アセタール

シンナムアルデヒド ジエ
チル アセタール

エーテル類 3
7148-78-9
25226-98-6

375
cinnamaldehyde dimethyl
acetal

cinnamaldehyde dimethyl
acetal

シンナムアルデヒド ジメ
チル アセタール

シンナムアルデヒド ジメ
チル アセタール

エーテル類 3 4364-06-1

376
cinnamaldehyde
propyleneglycol acetal

cinnamaldehyde
propyleneglycol acetal

シンナムアルデヒド プロ
ピレングリコール アセ
タール

シンナムアルデヒド プロ
ピレングリコール アセ
タール

エーテル類 3 4353-01-9

380 cinnamyl anthranilate cinnamyl anthranilate
シンナミル アンスラニ
レート

シンナミル アンスラニ
レート

エステル類 4 87-29-6

381 cinnamyl benzoate cinnamyl benzoate シンナミル ベンゾエート シンナミル ベンゾエート エステル類 4 5320-75-2

382 cinnamyl butyrate cinnamyl butyrate シンナミル ブチレート シンナミル ブチレート エステル類 4 103-61-7

383 cinnamyl cinnamate cinnamyl cinnamate シンナミル シンナメート シンナミル シンナメート エステル類 4 122-69-0

384 cinnamyl formate cinnamyl formate シンナミル ホーメート シンナミル ホーメート エステル類 4 104-65-4

385 cinnamyl hexanoate cinnamyl hexanoate
シンナミル ヘキサノエー
ト

シンナミル ヘキサノエー
ト

エステル類 4 6994-20-3

386 cinnamyl isobutyrate cinnamyl isobutyrate
シンナミル イソブチレー
ト

シンナミル イソブチレー
ト

エステル類 4 103-59-3

387 cinnamyl isovalerate cinnamyl isovalerate
シンナミル イソバレレー
ト

シンナミル イソバレレー
ト

エステル類 4 140-27-2

388 cinnamyl phenylacetate cinnamyl phenylacetate
シンナミル フェニルアセ
テート

シンナミル フェニルアセ
テート

エステル類 4 7492-65-1

389 cinnamyl propionate cinnamyl propionate
シンナミル プロピオネー
ト

シンナミル プロピオネー
ト

エステル類 4 103-56-0

390 cinnamyl tiglate cinnamyl tiglate シンナミル チグレート シンナミル チグレート エステル類 4 61792-12-9

391 cinnamyl valerate cinnamyl valerate シンナミル バレレート シンナミル バレレート エステル類 4 10482-65-2

393 citral diethyl acetal citral diethyl acetal
シトラール ジエチル アセ
タール

シトラール ジエチル アセ
タール

エーテル類 3 7492-66-2

394 citral dimethyl acetal citral dimethyl acetal
シトラール ジメチル アセ
タール

シトラール ジメチル アセ
タール

エーテル類 3 7549-37-3

395
citral hexyleneglycol
acetal

citral hexyleneglycol
acetal

シトラール ヘキシレング
リコール アセタール

シトラール ヘキシレング
リコール アセタール

エーテル類 3 68258-94-6

396
citral propyleneglycol
acetal

citral propyleneglycol
acetal

シトラール プロピレング
リコール アセタール

シトラール プロピレング
リコール アセタール

エーテル類 3 10444-50-5

397 citronellyl propionate citronellyl propionate
シトロネリル プロピオ
ネート

シトロネリル プロピオ
ネート

エステル類 4 141-14-0

399 citronellal diethyl acetal citronellal diethyl acetal
シトロネラール ジエチル
アセタール

シトロネラール ジエチル
アセタール

エーテル類 3 71662-17-4
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

400 citronellal dimethyl acetal citronellal dimethyl acetal
シトロネラール ジメチル
アセタール

シトロネラール ジメチル
アセタール

エーテル類 3 923-69-3

401
citronellal ethyleneglycol
acetal

citronellal ethyleneglycol
acetal

シトロネラール エチレン
グリコール アセタール

シトロネラール エチレン
グリコール アセタール

エーテル類 3 66512-92-3

402
citronellal propyleneglycol
acetal

citronellal propyleneglycol
acetal

シトロネラール プロピレ
ングリコール アセタール

シトロネラール プロピレ
ングリコール アセタール

エーテル類 3 74094-64-7

403 citronellic acid citronellic acid シトロネリック アシド シトロネリック アシド 脂肪酸類 6 502-47-6

404 l -citronellol l -citronellol l -シトロネロール l -シトロネロール 脂肪族高級アルコール類 7 7540-51-4

407 citronellyl butyrate citronellyl butyrate シトロネリル ブチレート シトロネリル ブチレート エステル類 4 141-16-2

408 citronellyl decanoate citronellyl decanoate シトロネリル デカノエート シトロネリル デカノエート エステル類 4 72934-06-6

410 citronellyl hexanoate citronellyl hexanoate
シトロネリル ヘキサノ
エート

シトロネリル ヘキサノ
エート

エステル類 4 10580-25-3

411 citronellyl isobutyrate citronellyl isobutyrate
シトロネリル イソブチ
レート

シトロネリル イソブチ
レート

エステル類 4 97-89-2

412 citronellyl isovalerate citronellyl isovalerate
シトロネリル イソバレ
レート

シトロネリル イソバレ
レート

エステル類 4 68922-10-1

413 citronellyl octanoate citronellyl octanoate
シトロネリル オクタノエー
ト

シトロネリル オクタノエー
ト

エステル類 4 72934-05-5

414 citronellyloxyacetaldehyde citronellyloxyacetaldehyde
シトロネリルオキシアセト
アルデヒド

シトロネリルオキシアセト
アルデヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8 7492-67-3

415 citronellyl phenylacetate citronellyl phenylacetate
シトロネリル フェニルア
セテート

シトロネリル フェニルア
セテート

エステル類 4 139-70-8

416 citronellyl tiglate citronellyl tiglate シトロネリル チグレート シトロネリル チグレート エステル類 4 24717-85-9

417 citronellyl valerate citronellyl valerate シトロネリル バレレート シトロネリル バレレート エステル類 4 7540-53-6

418 9-cycloheptadecenone 9-cycloheptadecenone 9-シクロヘプタデセノン 9-シクロヘプタデセノン ケトン類 5 542-46-1

419 creosol creosol クレオゾール クレオゾール フェノール類 14 93-51-6

420 3-methylphenol 3-methylphenol 3-メチルフェノール 3-メチルフェノール フェノール類 14 108-39-4

421 2-methylphenol 2-methylphenol 2-メチルフェノール 2-メチルフェノール フェノール類 14 95-48-7

422 4-methylphenol 4-methylphenol 4-メチルフェノール 4-メチルフェノール フェノール類 14 106-44-5

423
4-methylphenoxyacetic
acid

4-methylphenoxyacetic
acid

4-メチルフェノキシアセ
チック アシド

4-メチルフェノキシアセ
チック アシド

脂肪酸類 6 940-64-7

424 4-methylphenyl butyrate 4-methylphenyl butyrate
4-メチルフェニル ブチ
レート

4-メチルフェニル ブチ
レート

エステル類 4 14617-92-6

425
ethyl 4-methylphenyl
ether

ethyl 4-methylphenyl
ether

エチル 4-メチルフェニル
エーテル

エチル 4-メチルフェニル
エーテル

フェノールエーテル類 13 622-60-6

426 4-methylphenyl hexanoate 4-methylphenyl hexanoate
4-メチルフェニル ヘキサ
ノエート

4-メチルフェニル ヘキサ
ノエート

エステル類 4 68141-11-7

427
4-methylphenyl
isobutyrate

4-methylphenyl
isobutyrate

4-メチルフェニル イソブ
チレート

4-メチルフェニル イソブ
チレート

エステル類 4 103-93-5

428
4-methylphenyl
phenylacetate

4-methylphenyl
phenylacetate

4-メチルフェニル フェニ
ルアセテート

4-メチルフェニル フェニ
ルアセテート

エステル類 4 101-94-0

429 4-methylphenyl valerate 4-methylphenyl valerate
4-メチルフェニル バレ
レート

4-メチルフェニル バレ
レート

エステル類 4 10415-86-8

430 2-butenoic acid 2-butenoic acid 2-ブテノイック アシド 2-ブテノイック アシド 脂肪酸類 6
107-93-7
3724-65-0
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

431 cuminaldehyde cuminaldehyde クミンアルデヒド クミンアルデヒド 芳香族アルデヒド類 17 122-03-2

432 cuminyl acetate cuminyl acetate クミニル アセテート クミニル アセテート エステル類 4 59230-57-8

433 cuminyl alcohol cuminyl alcohol クミニル アルコール クミニル アルコール 芳香族アルコール類 16 536-60-7

434 cyclamen aldehyde cyclamen aldehyde シクラメン アルデヒド シクラメン アルデヒド 芳香族アルデヒド類 17 103-95-7

435 cyclocitral cyclocitral シクロシトラール シクロシトラール 脂肪族高級アルデヒド類 8
432-25-7

52844-21-0

436
4-tert -butylcyclohexyl
acetate

4-tert -butylcyclohexyl
acetate

4-tert -ブチルシクロヘ
キシル アセテート

4-tert -ブチルシクロヘ
キシル アセテート

エステル類 4 32210-23-4

437
4-tert -butylcyclohexyl
propionate

4-tert -butylcyclohexyl
propionate

4-tert -ブチルシクロヘ
キシル プロピオネート

4-tert -ブチルシクロヘ
キシル プロピオネート

エステル類 4 68797-70-6

438 cyclododecyl formate cyclododecyl formate
シクロドデシル ホーメー
ト

シクロドデシル ホーメー
ト

エステル類 4 59052-82-3

439 cycloheptanone cycloheptanone シクロヘプタノン シクロヘプタノン ケトン類 5 502-42-1

440 cyclohexylacetic acid cyclohexylacetic acid
シクロヘキシルアセチッ
ク アシド

シクロヘキシルアセチッ
ク アシド

脂肪酸類 6 5292-21-7

441 cyclohexylcarboxylic acid cyclohexylcarboxylic acid
シクロヘキシルカルボキ
シリック アシド

シクロヘキシルカルボキ
シリック アシド

脂肪酸類 6 98-89-5

442 cyclohexanol cyclohexanol シクロヘキサノール シクロヘキサノール 脂肪族高級アルコール類 7 108-93-0

443 cyclohexanone cyclohexanone シクロヘキサノン シクロヘキサノン ケトン類 5 108-94-1

444
cyclohexanone diethyl
acetal

cyclohexanone diethyl
acetal

シクロヘキサノン ジエチ
ル アセタール

シクロヘキサノン ジエチ
ル アセタール

エーテル類 3 1670-47-9

446 cyclohexyl acetoacetate cyclohexyl acetoacetate
シクロヘキシル アセトア
セテート

シクロヘキシル アセトア
セテート

エステル類 4 6947-02-0

447 cyclohexyl anthranilate cyclohexyl anthranilate
シクロヘキシル アンスラ
ニレート

シクロヘキシル アンスラ
ニレート

エステル類 4 7779-16-0

448 cyclohexyl benzoate cyclohexyl benzoate
シクロヘキシル ベンゾ
エート

シクロヘキシル ベンゾ
エート

エステル類 4 2412-73-9

450 cyclohexyl cinnamate cyclohexyl cinnamate
シクロヘキシル シンナ
メート

シクロヘキシル シンナ
メート

エステル類 4 7779-17-1

451 cyclohexyl formate cyclohexyl formate
シクロヘキシル ホーメー
ト

シクロヘキシル ホーメー
ト

エステル類 4 4351-54-6

452 cyclohexyl hexanoate cyclohexyl hexanoate
シクロヘキシル ヘキサノ
エート

シクロヘキシル ヘキサノ
エート

エステル類 4 6243-10-3

453 cyclohexyl isobutyrate cyclohexyl isobutyrate
シクロヘキシル イソブチ
レート

シクロヘキシル イソブチ
レート

エステル類 4 1129-47-1

454 cyclohexyl isovalerate cyclohexyl isovalerate
シクロヘキシル イソバレ
レート

シクロヘキシル イソバレ
レート

エステル類 4 7774-44-9

455 cyclohexanethiol cyclohexanethiol シクロヘキサンチオール シクロヘキサンチオール チオール類 11 1569-69-3

456 cyclohexyl phenylacetate cyclohexyl phenylacetate
シクロヘキシル フェニル
アセテート

シクロヘキシル フェニル
アセテート

エステル類 4 42288-75-5

457 cyclohexyl propionate cyclohexyl propionate
シクロヘキシル プロピオ
ネート

シクロヘキシル プロピオ
ネート

エステル類 4 6222-35-1

458 cyclohexyl salicylate cyclohexyl salicylate
シクロヘキシル サリシ
レート

シクロヘキシル サリシ
レート

エステル類 4 25485-88-5

459 cyclohexyl valerate cyclohexyl valerate
シクロヘキシル バレレー
ト

シクロヘキシル バレレー
ト

エステル類 4 1551-43-5

460 2-cyclohexylethanol 2-cyclohexylethanol
2-シクロヘキシルエタ
ノール

2-シクロヘキシルエタ
ノール

脂肪族高級アルコール類 7 4442-79-9
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

461 2-cyclohexylethyl acetate 2-cyclohexylethyl acetate
2-シクロヘキシルエチル
アセテート

2-シクロヘキシルエチル
アセテート

エステル類 4 21722-83-8

462 cyclohexylethyl benzoate cyclohexylethyl benzoate
シクロヘキシルエチル ベ
ンゾエート

シクロヘキシルエチル ベ
ンゾエート

エステル類 4

463 cyclohexylethyl butyrate cyclohexylethyl butyrate
シクロヘキシルエチル ブ
チレート

シクロヘキシルエチル ブ
チレート

エステル類 4 63449-88-7

464 cyclohexylethyl formate cyclohexylethyl formate
シクロヘキシルエチル
ホーメート

シクロヘキシルエチル
ホーメート

エステル類 4

465
cyclohexylethyl
isobutyrate

cyclohexylethyl
isobutyrate

シクロヘキシルエチル イ
ソブチレート

シクロヘキシルエチル イ
ソブチレート

エステル類 4

466
cyclohexylethyl
isovalerate

cyclohexylethyl
isovalerate

シクロヘキシルエチル イ
ソバレレート

シクロヘキシルエチル イ
ソバレレート

エステル類 4

467 cyclohexylethyl propionate cyclohexylethyl propionate
シクロヘキシルエチル プ
ロピオネート

シクロヘキシルエチル プ
ロピオネート

エステル類 4

468 cyclohexylethyl valerate cyclohexylethyl valerate
シクロヘキシルエチル
バレレート

シクロヘキシルエチル
バレレート

エステル類 4

469
3-cyclohexylpropionic
acid

3-cyclohexylpropionic
acid

3-シクロヘキシルプロピ
オニック アシド

3-シクロヘキシルプロピ
オニック アシド

脂肪酸類 6 701-97-3

470 15-pentadecanolide 15-pentadecanolide 15-ペンタデカノリド 15-ペンタデカノリド ラクトン類 18 106-02-5

471 cyclopentanethiol cyclopentanethiol シクロペンタンチオール シクロペンタンチオール チオール類 11 1679-07-8

472 cyclopentanone cyclopentanone シクロペンタノン シクロペンタノン ケトン類 5 120-92-3

473
(2-cyclopentenyl)acetic
acid

(2-cyclopentenyl)acetic
acid

(2-シクロペンテニル)ア
セチック アシド

(2-シクロペンテニル)ア
セチック アシド

脂肪酸類 6 13668-61-6

474
2-
cyclopentylcyclopentanon
e

2-
cyclopentylcyclopentanon
e

2-シクロペンチルシクロ
ペンタノン

2-シクロペンチルシクロ
ペンタノン

ケトン類 5 4884-24-6

475 cyclotene cyclotene シクロテン シクロテン ケトン類 5
80-71-7
765-70-8

476 cyclotene butyrate cyclotene butyrate シクロテン ブチレート シクロテン ブチレート エステル類 4 68227-51-0

477 cyclotene isobutyrate cyclotene isobutyrate
シクロテン イソブチレー
ト

シクロテン イソブチレー
ト

エステル類 4

478 cyclotene propionate cyclotene propionate
シクロテン プロピオネー
ト

シクロテン プロピオネー
ト

エステル類 4 87-55-8

479 p -cymen-8-ol p -cymen-8-ol p -サイメン-8-オール p -サイメン-8-オール 芳香族アルコール類 16 1197-01-9

480 p -cymene p -cymene p -サイメン p -サイメン テルペン系炭化水素類 12 99-87-6

481 alpha-damascenone alpha-damascenone α-ダマセノン α-ダマセノン ケトン類 5

482 beta-damascenone beta-damascenone β-ダマセノン β-ダマセノン ケトン類 5
23696-85-7
23726-93-4

483 alpha-damascone alpha-damascone α-ダマスコン α-ダマスコン ケトン類 5 43052-87-5

484 beta-damascone beta-damascone β-ダマスコン β-ダマスコン ケトン類 5
23726-91-2
23726-92-3
35044-68-9

485 delta-damascone delta-damascone δ-ダマスコン δ-ダマスコン ケトン類 5 57378-68-4

486 2,4-decadienal 2,4-decadienal 2,4-デカジエナール 2,4-デカジエナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 2363-88-4

487
trans,trans -2,4-
decadienal

trans,trans -2,4-
decadienal

trans,trans -2,4-デカジ
エナール

trans,trans -2,4-デカジ
エナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 25152-84-5
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

488 2,4-decadienol 2,4-decadienol 2,4-デカジエノール 2,4-デカジエノール 脂肪族高級アルコール類 7
14507-02-9
18409-21-7

489 delta-decalactone delta-decalactone δ-デカラクトン δ-デカラクトン ラクトン類 18 705-86-2

490 gamma-decalactone gamma-decalactone γ-デカラクトン γ-デカラクトン ラクトン類 18 706-14-9

492 decanal diethyl acetal decanal diethyl acetal
デカナール ジエチル ア
セタール

デカナール ジエチル ア
セタール

エーテル類 3 34764-02-8

493 decanal dimethyl acetal decanal dimethyl acetal
デカナール ジメチル ア
セタール

デカナール ジメチル ア
セタール

エーテル類 3 7779-41-1

494
decanal propyleneglycol
acetal

decanal propyleneglycol
acetal

デカナール プロピレング
リコール アセタール

デカナール プロピレング
リコール アセタール

エーテル類 3 5421-12-5

495 decanoic acid decanoic acid デカノイック アシド デカノイック アシド 脂肪酸類 6 334-48-5

496 3-decanol 3-decanol 3-デカノール 3-デカノール 脂肪族高級アルコール類 7 1565-81-7

498 3-decanone 3-decanone 3-デカノン 3-デカノン ケトン類 5 928-80-3

499 7-decen-4-olide 7-decen-4-olide 7-デセン-4-オリド 7-デセン-4-オリド ラクトン類 18 67114-38-9

500 3-decen-2-one 3-decen-2-one 3-デセン-2-オン 3-デセン-2-オン ケトン類 5 10519-33-2

501 9-decen-5-olide 9-decen-5-olide 9-デセン-5-オリド 9-デセン-5-オリド ラクトン類 18 74585-00-5

502 2-decenal 2-decenal 2-デセナール 2-デセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 3913-71-1

503 4-decenal 4-decenal 4-デセナール 4-デセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 30390-50-2

504 9-decenal 9-decenal 9-デセナール 9-デセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 39770-05-3

505 cis -4-decenal cis -4-decenal cis -4-デセナール cis -4-デセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 21662-09-9

506 trans -2-decenal trans -2-decenal trans -2-デセナール trans -2-デセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 3913-81-3

507 trans -4-decenal trans -4-decenal trans -4-デセナール trans -4-デセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 65405-70-1

508 cis -7-decenal cis -7-decenal cis -7-デセナール cis -7-デセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 21661-97-2

509 2-decenoic acid 2-decenoic acid 2-デセノイック アシド 2-デセノイック アシド 脂肪酸類 6
334-49-6
3913-85-7

510 4-decenoic acid 4-decenoic acid 4-デセノイック アシド 4-デセノイック アシド 脂肪酸類 6
505-90-8

26303-90-2

511 9-decenoic acid 9-decenoic acid 9-デセノイック アシド 9-デセノイック アシド 脂肪酸類 6 14436-32-9

512 2-decenol 2-decenol 2-デセノール 2-デセノール 脂肪族高級アルコール類 7
18409-18-2
22104-80-9

513 9-decenol 9-decenol 9-デセノール 9-デセノール 脂肪族高級アルコール類 7 13019-22-2

514 4-decenol 4-decenol 4-デセノール 4-デセノール 脂肪族高級アルコール類 7 57074-37-0

515 2-decen-5-olide 2-decen-5-olide 2-デセン-5-オリド 2-デセン-5-オリド ラクトン類 18 54814-64-1

516 7-decen-5-olide 7-decen-5-olide 7-デセン-5-オリド 7-デセン-5-オリド ラクトン類 18
25524-95-2
34686-71-0

517 9-decenyl acetate 9-decenyl acetate 9-デセニル アセテート 9-デセニル アセテート エステル類 4 50816-18-7
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

518 2-decenyl acetate 2-decenyl acetate 2-デセニル アセテート 2-デセニル アセテート エステル類 4 19487-61-7

519 decyl acetate decyl acetate デシル アセテート デシル アセテート エステル類 4 112-17-4

520 decyl butyrate decyl butyrate デシル ブチレート デシル ブチレート エステル類 4 5454-09-1

521 decyl formate decyl formate デシル ホーメート デシル ホーメート エステル類 4 5451-52-5

522 decyl hexanoate decyl hexanoate デシル ヘキサノエート デシル ヘキサノエート エステル類 4 52363-43-6

523 decyl isobutyrate decyl isobutyrate デシル イソブチレート デシル イソブチレート エステル類 4 5454-22-8

524 decyl isovalerate decyl isovalerate デシル イソバレレート デシル イソバレレート エステル類 4 72928-48-4

525 2-dodecanone 2-dodecanone 2-ドデカノン 2-ドデカノン ケトン類 5 6175-49-1

526 decyl nonanoate decyl nonanoate デシル ノナノエート デシル ノナノエート エステル類 4

527 decyl octanoate decyl octanoate デシル オクタノエート デシル オクタノエート エステル類 4 2306-89-0

528 decyl propionate decyl propionate デシル プロピオネート デシル プロピオネート エステル類 4 5454-19-3

529
4-isopropenylbenzyl
alcohol

4-isopropenylbenzyl
alcohol

4-イソプロペニルベンジ
ル アルコール

4-イソプロペニルベンジ
ル アルコール

芳香族アルコール類 16

530 dehydronootkatone dehydronootkatone デヒドロヌートカトン デヒドロヌートカトン ケトン類 5 5090-63-1

531
1-isopropenyl-4-
methylbenzene

1-isopropenyl-4-
methylbenzene

1-イソプロペニル-4-メチ
ルベンゼン

1-イソプロペニル-4-メチ
ルベンゼン

テルペン系炭化水素類 12 1195-32-0

532
4-hydroxy-4-methyl-2-
pentanone

4-hydroxy-4-methyl-2-
pentanone

4-ヒドロキシ-4-メチル-
2-ペンタノン

4-ヒドロキシ-4-メチル-
2-ペンタノン

ケトン類 5 123-42-2

533 diacetyl diacetyl ジアセチル ジアセチル ケトン類 5 431-03-8

534 diallyl disulfide diallyl disulfide ジアリル ジスルフィド ジアリル ジスルフィド チオエーテル類 10 2179-57-9

535 diallyl polysulfides diallyl polysulfides ジアリル ポリスルフィズ ジアリル ポリスルフィズ チオエーテル類 10 72869-75-1

536 diallyl sulfide diallyl sulfide ジアリル スルフィド ジアリル スルフィド チオエーテル類 10 592-88-1

537 dibenzyl disulfide dibenzyl disulfide ジベンジル ジスルフィド ジベンジル ジスルフィド チオエーテル類 10 150-60-7

538 dibenzyl ether dibenzyl ether ジベンジル エーテル ジベンジル エーテル エーテル類 3 103-50-4

539 1,3-diphenyl-2-propanone 1,3-diphenyl-2-propanone
1,3-ジフェニル-2-プロパ
ノン

1,3-ジフェニル-2-プロパ
ノン

ケトン類 5 102-04-5

540 dibutyl malate dibutyl malate ジブチル マレート ジブチル マレート エステル類 4 1587-18-4

541 dibutyl sebacate dibutyl sebacate ジブチル セバケート ジブチル セバケート エステル類 4 109-43-3

542 dibutyl succinate dibutyl succinate ジブチル サクシネート ジブチル サクシネート エステル類 4 141-03-7

543 dibutyl sulfide dibutyl sulfide ジブチル スルフィド ジブチル スルフィド チオエーテル類 10 544-40-1

544 dicyclohexyl disulfide dicyclohexyl disulfide
ジシクロヘキシル ジスル
フィド

ジシクロヘキシル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 2550-40-5

545 diethyl adipate diethyl adipate ジエチル アジペート ジエチル アジペート エステル類 4 141-28-6
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546 diethyl carbonate diethyl carbonate ジエチル カーボネート ジエチル カーボネート エステル類 4 105-58-8

547 diethyl disulfide diethyl disulfide ジエチル ジスルフィド ジエチル ジスルフィド チオエーテル類 10 110-81-6

548
diethyl 1,12-
dodecanedioate

diethyl 1,12-
dodecanedioate

ジエチル 1,12-ドデカン
ジオエート

ジエチル 1,12-ドデカン
ジオエート

エステル類 4 10471-28-0

549 diethyl fumarate diethyl fumarate ジエチル フマレート ジエチル フマレート エステル類 4 623-91-6

550 diethyl malate diethyl malate ジエチル マレート ジエチル マレート エステル類 4 7554-12-3

551 diethyl maleate diethyl maleate ジエチル マレエート ジエチル マレエート エステル類 4 141-05-9

552 diethyl malonate diethyl malonate ジエチル マロネート ジエチル マロネート エステル類 4 105-53-3

553 diethyl oxalate diethyl oxalate ジエチル オキサレート ジエチル オキサレート エステル類 4 95-92-1

554 diethyl sebacate diethyl sebacate ジエチル セバケート ジエチル セバケート エステル類 4 110-40-7

555 diethyl succinate diethyl succinate ジエチル サクシネート ジエチル サクシネート エステル類 4 123-25-1

556 diethyl sulfide diethyl sulfide ジエチル スルフィド ジエチル スルフィド チオエーテル類 10 352-93-2

557 diethyl tartrate diethyl tartrate ジエチル タータレート ジエチル タータレート エステル類 4 87-91-2

558 2,5-diethyltetrahydrofuran 2,5-diethyltetrahydrofuran
2,5-ジエチルテトラヒドロ
フラン

2,5-ジエチルテトラヒドロ
フラン

エーテル類 3 41239-48-9

559 difurfuryl disulfide difurfuryl disulfide
ジフルフリル ジスルフィ
ド

ジフルフリル ジスルフィ
ド

チオエーテル類 10 4437-20-1

560 difurfuryl ether difurfuryl ether ジフルフリル エーテル ジフルフリル エーテル エーテル類 3 4437-22-3

561 difurfuryl sulfide difurfuryl sulfide ジフルフリル スルフィド ジフルフリル スルフィド チオエーテル類 10 13678-67-6

562
4,5-dihydro-3(2H )-
thiophenone

4,5-dihydro-3(2H )-
thiophenone

4,5-ジヒドロ-3(2H )-チオ
フェノン

4,5-ジヒドロ-3(2H )-チオ
フェノン

ケトン類 5 1003-04-9

563
3,5-dihydroxy-6-methyl-
2,3-dihydro-4(4H )-
pyranone

2,3-dihydro-3,5-
dihydroxy-6-methyl-4H -
pyran-4-one

3,5-ジヒドロキシ-6-メチ
ル-2,3-ジヒドロ-4(4H )-
ピラノン

2,3-ジヒドロ-3,5-ジヒドロ
キシ-6-メチル-4H -ピラ
ン-4-オン

ケトン類 5 28564-83-2

564 dihydroactinidiolide dihydroactinidiolide ジヒドロアクチニジオリド ジヒドロアクチニジオリド ラクトン類 18

15356-74-8
17092-92-1
19432-05-4
81800-41-1

565 3,4-dihydro-alpha-ionone 3,4-dihydro-alpha-ionone 3,4-ジヒドロ-α-イオノン 3,4-ジヒドロ-α-イオノン ケトン類 5 31499-72-6

566 16-hexadecanolide 16-hexadecanolide 16-ヘキサデカノリド 16-ヘキサデカノリド ラクトン類 18 109-29-5

567 dihydro-beta-ionone dihydro-beta-ionone ジヒドロ-β-イオノン ジヒドロ-β-イオノン ケトン類 5 17283-81-7

568 dihydrocarveol dihydrocarveol ジヒドロカルベオール ジヒドロカルベオール 脂肪族高級アルコール類 7
619-01-2

22567-21-1
38049-26-2

569 dihydrocarvone dihydrocarvone ジヒドロカルボン ジヒドロカルボン ケトン類 5
5524-05-0
5948-04-9
7764-50-3

570 dihydrocarvyl acetate dihydrocarvyl acetate
ジヒドロカルビル アセ
テート

ジヒドロカルビル アセ
テート

エステル類 4 20777-49-5
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571 dihydrocarvyl butyrate dihydrocarvyl butyrate
ジヒドロカルビル ブチ
レート

ジヒドロカルビル ブチ
レート

エステル類 4 93892-03-6

572 dihydrocarvyl formate dihydrocarvyl formate
ジヒドロカルビル ホー
メート

ジヒドロカルビル ホー
メート

エステル類 4 93892-04-7

573 dihydrocarvyl hexanoate dihydrocarvyl hexanoate
ジヒドロカルビル ヘキサ
ノエート

ジヒドロカルビル ヘキサ
ノエート

エステル類 4

574 dihydrocarvyl isobutyrate dihydrocarvyl isobutyrate
ジヒドロカルビル イソブ
チレート

ジヒドロカルビル イソブ
チレート

エステル類 4

575 dihydrocarvyl isovalerate dihydrocarvyl isovalerate
ジヒドロカルビル イソバ
レレート

ジヒドロカルビル イソバ
レレート

エステル類 4 93892-05-8

576 dihydrocarvyl propionate dihydrocarvyl propionate
ジヒドロカルビル プロピ
オネート

ジヒドロカルビル プロピ
オネート

エステル類 4

577 dihydrocarvyl valerate dihydrocarvyl valerate
ジヒドロカルビル バレ
レート

ジヒドロカルビル バレ
レート

エステル類 4

578 3-phenylpropanal 3-phenylpropanal 3-フェニルプロパナール 3-フェニルプロパナール 芳香族アルデヒド類 17 104-53-0

579 3-phenylpropanol 3-phenylpropanol 3-フェニルプロパノール 3-フェニルプロパノール 芳香族アルコール類 16 122-97-4

580 dihydrocoumarin dihydrocoumarin ジヒドロクマリン ジヒドロクマリン ラクトン類 18 119-84-6

581
2-methoxy-4-
propylphenol

2-methoxy-4-
propylphenol

2-メトキシ-4-プロピル
フェノール

2-メトキシ-4-プロピル
フェノール

フェノール類 14 2785-87-7

582 7,8-dihydro-beta-ionol 7,8-dihydro-beta-ionol
7,8-ジヒドロ-β-イオノー
ル

7,8-ジヒドロ-β-イオノー
ル

脂肪族高級アルコール類 7 3293-47-8

583
3-methyl-2-pentyl-2-
cyclopentenone

3-methyl-2-pentyl-2-
cyclopentenone

3-メチル-2-ペンチル-2-
シクロペンテノン

3-メチル-2-ペンチル-2-
シクロペンテノン

ケトン類 5 1128-08-1

584
3,7-dimethyl-6-octen-3-
ol

3,7-dimethyl-6-octen-3-
ol

3,7-ジメチル-6-オクテン
-3-オール

3,7-ジメチル-6-オクテン
-3-オール

脂肪族高級アルコール類 7
2270-57-7
18479-51-1

585 dihydrolinalyl acetate dihydrolinalyl acetate
ジヒドロリナリル アセ
テート

ジヒドロリナリル アセ
テート

エステル類 4
50373-60-9
63270-23-5

586 dihydrolinalyl butyrate dihydrolinalyl butyrate
ジヒドロリナリル ブチ
レート

ジヒドロリナリル ブチ
レート

エステル類 4

587 dihydromyrcenol dihydromyrcenol ジヒドロミルセノール ジヒドロミルセノール 脂肪族高級アルコール類 7
18479-58-8
18479-59-9
53219-21-9

588 1,10-dihydronootkatone 1,10-dihydronootkatone 1,10-ジヒドロヌートカトン 1,10-ジヒドロヌートカトン ケトン類 5 20489-53-6

589 dihydroperillyl alcohol dihydroperillyl alcohol
ジヒドロペリリル アル
コール

ジヒドロペリリル アル
コール

脂肪族高級アルコール類 7 18479-64-6

590
1,3-dihydroxyacetone
(monomer and dimer)

1,3-dihydroxyacetone
(monomer and dimer)

1,3-ジヒドロキシアセトン
(モノマー and ダイマー)

1,3-ジヒドロキシアセトン
(モノマー アンド ダイ
マー)

ケトン類 5
96-26-4

62147-49-3
89727-88-8

591
2,5-dihydroxy-2,5-
dimethyl-1,4-dithiane

2,5-dihydroxy-2,5-
dimethyl-1,4-dithiane

2,5-ジヒドロキシ-2,5-ジ
メチル-1,4-ジチアン

2,5-ジヒドロキシ-2,5-ジ
メチル-1,4-ジチアン

脂肪族高級アルコール類 7 55704-78-4

592
3,4-
dihydroxybenzaldehyde

3,4-
dihydroxybenzaldehyde

3,4-ジヒドロキシベンズ
アルデヒド

3,4-ジヒドロキシベンズ
アルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 139-85-5

593 diisoamyl disulfide diisoamyl disulfide ジイソアミル ジスルフィド ジイソアミル ジスルフィド チオエーテル類 10 2051-04-9

594 diisoamyl ether diisoamyl ether ジイソアミル エーテル ジイソアミル エーテル エーテル類 3 544-01-4

595 diisoamyl succinate diisoamyl succinate
ジイソアミル サクシネー
ト

ジイソアミル サクシネー
ト

エステル類 4 818-04-2

596 diisobutyl adipate diisobutyl adipate ジイソブチル アジペート ジイソブチル アジペート エステル類 4 141-04-8

597 2,6-dimethyl-4-heptanol 2,6-dimethyl-4-heptanol
2,6-ジメチル-4-ヘプタ
ノール

2,6-ジメチル-4-ヘプタ
ノール

脂肪族高級アルコール類 7 108-82-7
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598
diisoamyl
mercaptobutanedioate

diisoamyl
mercaptobutanedioate

ジイソアミル メルカプトブ
タンジオエート

ジイソアミル メルカプトブ
タンジオエート

エステル類 4 68084-03-7

599 diisopropyl disulfide diisopropyl disulfide
ジイソプロピル ジスル
フィド

ジイソプロピル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 4253-89-8

600 2,4-dimethyl-3-pentanone 2,4-dimethyl-3-pentanone
2,4-ジメチル-3-ペンタノ
ン

2,4-ジメチル-3-ペンタノ
ン

ケトン類 5 565-80-0

601 diisopropyl sulfide diisopropyl sulfide
ジイソプロピル スルフィ
ド

ジイソプロピル スルフィ
ド

チオエーテル類 10 625-80-9

602 1,2-ethanedithiol 1,2-ethanedithiol 1,2-エタンジチオール 1,2-エタンジチオール チオール類 11 540-63-6

603 2,3-dimercaptopropanol 2,3-dimercaptopropanol
2,3-ジメルカプトプロパ
ノール

2,3-ジメルカプトプロパ
ノール

チオール類 11 59-52-9

604
3,4-
dimethoxyacetophenone

3,4-
dimethoxyacetophenone

3,4-ジメトキシアセトフェ
ノン

3,4-ジメトキシアセトフェ
ノン

ケトン類 5 1131-62-0

605 1,3-dimethoxybenzene 1,3-dimethoxybenzene 1,3-ジメトキシベンゼン 1,3-ジメトキシベンゼン フェノールエーテル類 13 151-10-0

606 1,4-dimethoxybenzene 1,4-dimethoxybenzene 1,4-ジメトキシベンゼン 1,4-ジメトキシベンゼン フェノールエーテル類 13 150-78-7

607 2,6-dimethoxyphenol 2,6-dimethoxyphenol 2,6-ジメトキシフェノール 2,6-ジメトキシフェノール フェノール類 14 91-10-1

608
4-ethenyl-1,2-
dimethoxybenzene

4-ethenyl-1,2-
dimethoxybenzene

4-エテニル-1,2-ジメトキ
シベンゼン

4-エテニル-1,2-ジメトキ
シベンゼン

フェノールエーテル類 13 6380-23-0

609
1,2-dimethoxy-4-
methylbenzene

1,2-dimethoxy-4-
methylbenzene

1,2-ジメトキシ-4-メチル
ベンゼン

1,2-ジメトキシ-4-メチル
ベンゼン

フェノールエーテル類 13 494-99-5

611 2,4-dimethylbenzyl alcohol 2,4-dimethylbenzyl alcohol
2,4-ジメチルベンジル ア
ルコール

2,4-ジメチルベンジル ア
ルコール

芳香族アルコール類 16 16308-92-2

612
2-methyl-1-phenyl-2-
propanol

2-methyl-1-phenyl-2-
propanol

2-メチル-1-フェニル-2-
プロパノール

2-メチル-1-フェニル-2-
プロパノール

芳香族アルコール類 16 100-86-7

613
2-methyl-1-phenyl-2-
propyl butyrate

2-methyl-1-phenyl-2-
propyl butyrate

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル ブチレート

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル ブチレート

エステル類 4 10094-34-5

614
2-methyl-1-phenyl-2-
propyl 2-butenoate

2-methyl-1-phenyl-2-
propyl 2-butenoate

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル 2-ブテノエート

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル 2-ブテノエート

エステル類 4 93762-34-6

615
2-methyl-1-phenyl-2-
propyl formate

2-methyl-1-phenyl-2-
propyl formate

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル ホーメート

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル ホーメート

エステル類 4 10058-43-2

616
2-methyl-1-phenyl-2-
propyl isobutyrate

2-methyl-1-phenyl-2-
propyl isobutyrate

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル イソブチレート

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル イソブチレート

エステル類 4 59354-71-1

617
2-methyl-1-phenyl-2-
propyl propionate

2-methyl-1-phenyl-2-
propyl propionate

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル プロピオネート

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル プロピオネート

エステル類 4 67785-77-7

618 dimethyl malonate dimethyl malonate ジメチル マロネート ジメチル マロネート エステル類 4 108-59-8

619
4-methoxy-2,5-dimethyl-
3(2H )-furanone

4-methoxy-2,5-dimethyl-
3(2H )-furanone

4-メトキシ-2,5-ジメチル
-3(2H )-フラノン

4-メトキシ-2,5-ジメチル
-3(2H )-フラノン

ケトン類 5 4077-47-8

620
2-methyl-4-phenyl-2-
butyl acetate

2-methyl-4-phenyl-2-
butyl acetate

2-メチル-4-フェニル-2-
ブチル アセテート

2-メチル-4-フェニル-2-
ブチル アセテート

エステル類 4 103-07-1

621
2-methyl-4-phenyl-2-
butyl isobutyrate

2-methyl-4-phenyl-2-
butyl isobutyrate

2-メチル-4-フェニル-2-
ブチル イソブチレート

2-メチル-4-フェニル-2-
ブチル イソブチレート

エステル類 4 10031-71-7

622
2-phenyl-2-propyl
isobutyrate

2-phenyl-2-propyl
isobutyrate

2-フェニル-2-プロピル
イソブチレート

2-フェニル-2-プロピル
イソブチレート

エステル類 4 7774-60-9

623 dimethyl sebacate dimethyl sebacate ジメチル セバケート ジメチル セバケート エステル類 4 106-79-6

624 dimethyl succinate dimethyl succinate ジメチル サクシネート ジメチル サクシネート エステル類 4 106-65-0

625 dimethyl sulfide dimethyl sulfide ジメチル スルフィド ジメチル スルフィド チオエーテル類 10 75-18-3
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627 dimethyl tetrasulfide dimethyl tetrasulfide ジメチル テトラスルフィド ジメチル テトラスルフィド チオエーテル類 10 5756-24-1

628 dimethyl trisulfide dimethyl trisulfide ジメチル トリスルフィド ジメチル トリスルフィド チオエーテル類 10 3658-80-8

629
3,5-dimethyl-1,2,4-
trithiolane

3,5-dimethyl-1,2,4-
trithiolane

3,5-ジメチル-1,2,4-トリ
チオラン

3,5-ジメチル-1,2,4-トリ
チオラン

チオエーテル類 10 23654-92-4

630
3,4-dimethyl-1,2-
cyclopentanedione

3,4-dimethyl-1,2-
cyclopentanedione

3,4-ジメチル-1,2-シクロ
ペンタンジオン

3,4-ジメチル-1,2-シクロ
ペンタンジオン

ケトン類 5
13494-06-9
21835-00-7

631
3,5-dimethyl-1,2-
cyclopentanedione

3,5-dimethyl-1,2-
cyclopentanedione

3,5-ジメチル-1,2-シクロ
ペンタンジオン

3,5-ジメチル-1,2-シクロ
ペンタンジオン

ケトン類 5
13494-07-0
21834-98-0

632
cis -3,7-dimethyl-1,3,6-
octatriene

cis -3,7-dimethyl-1,3,6-
octatriene

cis -3,7-ジメチル-1,3,6-
オクタトリエン

cis -3,7-ジメチル-1,3,6-
オクタトリエン

テルペン系炭化水素類 12 3338-55-4

633
3,7-dimethyl-1,5,7-
octatrien-3-ol

3,7-dimethyl-1,5,7-
octatrien-3-ol

3,7-ジメチル-1,5,7-オク
タトリエン-3-オール

3,7-ジメチル-1,5,7-オク
タトリエン-3-オール

脂肪族高級アルコール類 7

20053-88-7
29957-43-5
53834-70-1
54831-37-7

634
2,5-epoxy-2,5-dimethyl-
1,4-dithiane

2,5-epoxy-2,5-dimethyl-
1,4-dithiane

2,5-エポキシ-2,5-ジメチ
ル-1,4-ジチアン

2,5-エポキシ-2,5-ジメチ
ル-1,4-ジチアン

チオエーテル類 10

635
2-ethyl-4,5-
dimethyloxazole

2-ethyl-4,5-
dimethyloxazole

2-エチル-4,5-ジメチル
オキサゾール

2-エチル-4,5-ジメチル
オキサゾール

エーテル類 3 53833-30-0

636
2-ethyl-4,5-
dimethylthiazole

2-ethyl-4,5-
dimethylthiazole

2-エチル-4,5-ジメチル
チアゾール

2-エチル-4,5-ジメチル
チアゾール

チオエーテル類 10 873-64-3

637 2,6-dimethyl-2-heptanol 2,6-dimethyl-2-heptanol
2,6-ジメチル-2-ヘプタ
ノール

2,6-ジメチル-2-ヘプタ
ノール

脂肪族高級アルコール類 7 13254-34-7

638
2-hydroxy-3,3-dimethyl-
4-butanolide

2-hydroxy-3,3-dimethyl-
4-butanolide

2-ヒドロキシ-3,3-ジメチ
ル-4-ブタノリド

2-ヒドロキシ-3,3-ジメチ
ル-4-ブタノリド

ラクトン類 18 79-50-5

639
2-isobutyl-4,5-dimethyl-
3-thiazoline

2-isobutyl-4,5-dimethyl-
3-thiazoline

2-イソブチル-4,5-ジメチ
ル-3-チアゾリン

2-イソブチル-4,5-ジメチ
ル-3-チアゾリン

チオエーテル類 10 65894-83-9

640
2-isopropyl-4,5-
dimethyloxazole

2-isopropyl-4,5-
dimethyloxazole

2-イソプロピル-4,5-ジメ
チルオキサゾール

2-イソプロピル-4,5-ジメ
チルオキサゾール

エーテル類 3 19519-45-0

641
4,5-dimethyl-2-
propyloxazole

4,5-dimethyl-2-
propyloxazole

4,5-ジメチル-2-プロピル
オキサゾール

4,5-ジメチル-2-プロピル
オキサゾール

エーテル類 3 53833-32-2

642
4,5-dimethyl-2-
propylthiazole

4,5-dimethyl-2-
propylthiazole

4,5-ジメチル-2-プロピル
チアゾール

4,5-ジメチル-2-プロピル
チアゾール

チオエーテル類 10 41981-72-0

643
2,5-dimethyl-3(2H )-
furanone

2,5-dimethyl-3(2H )-
furanone

2,5-ジメチル-3(2H )-フラ
ノン

2,5-ジメチル-3(2H )-フラ
ノン

ケトン類 5 14400-67-0

644 2,5-dimethyl-3-furanthiol 2,5-dimethyl-3-furanthiol
2,5-ジメチル-3-フランチ
オール

2,5-ジメチル-3-フランチ
オール

チオール類 11 55764-23-3

645 3,6-dimethyl-3-octanol 3,6-dimethyl-3-octanol
3,6-ジメチル-3-オクタ
ノール

3,6-ジメチル-3-オクタ
ノール

脂肪族高級アルコール類 7 151-19-9

646 2,4-dimethyl-3-pentanol 2,4-dimethyl-3-pentanol
2,4-ジメチル-3-ペンタ
ノール

2,4-ジメチル-3-ペンタ
ノール

脂肪族高級アルコール類 7 600-36-2

647
2,6-dimethyl-4-heptenyl
acetate

2,6-dimethyl-4-heptenyl
acetate

2,6-ジメチル-4-ヘプテニ
ル アセテート

2,6-ジメチル-4-ヘプテニ
ル アセテート

エステル類 4

648
2,6-dimethyl-4-heptyl
acetate

2,6-dimethyl-4-heptyl
acetate

2,6-ジメチル-4-ヘプチ
ル アセテート

2,6-ジメチル-4-ヘプチ
ル アセテート

エステル類 4 10250-45-0

649 2,4-dimethyl-4-nonanol 2,4-dimethyl-4-nonanol
2,4-ジメチル-4-ノナノー
ル

2,4-ジメチル-4-ノナノー
ル

脂肪族高級アルコール類 7 74356-31-3

650
2,2-dimethyl-5-(1-
methyl-1-
propenyl)tetrahydrofuran

2,2-dimethyl-5-(1-
methyl-1-
propenyl)tetrahydrofuran

2,2-ジメチル-5-(1-メチ
ル-1-プロペニル)テトラ
ヒドロフラン

2,2-ジメチル-5-(1-メチ
ル-1-プロペニル)テトラ
ヒドロフラン

エーテル類 3 7416-35-5

651
2,6-dimethyl-5-heptenal
propyleneglycol acetal

2,6-dimethyl-5-heptenal
propyleneglycol acetal

2,6-ジメチル-5-ヘプテ
ナール プロピレングリ
コール アセタール

2,6-ジメチル-5-ヘプテ
ナール プロピレングリ
コール アセタール

エーテル類 3 74094-63-6

652
2,3-dimethyl-2-nonen-4-
olide

2,3-dimethyl-2-nonen-4-
olide

2,3-ジメチル-2-ノネン-
4-オリド

2,3-ジメチル-2-ノネン-
4-オリド

ラクトン類 18 10547-84-9
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

653 2,4-dimethylacetophenone 2,4-dimethylacetophenone
2,4-ジメチルアセトフェノ
ン

2,4-ジメチルアセトフェノ
ン

ケトン類 5 89-74-7

654
1,1-dimethyl-2-propenyl
acetate

1,1-dimethyl-2-propenyl
acetate

1,1-ジメチル-2-プロペニ
ル アセテート

1,1-ジメチル-2-プロペニ
ル アセテート

エステル類 4 24509-88-4

655 2,4-dimethylbenzaldehyde 2,4-dimethylbenzaldehyde
2,4-ジメチルベンズアル
デヒド

2,4-ジメチルベンズアル
デヒド

芳香族アルデヒド類 17 15764-16-6

656 2,3-dimethylbenzofuran 2,3-dimethylbenzofuran 2,3-ジメチルベンゾフラン 2,3-ジメチルベンゾフラン フェノールエーテル類 13 3782-00-1

657
2-phenyl-2-propyl
acetate

2-phenyl-2-propyl
acetate

2-フェニル-2-プロピル
アセテート

2-フェニル-2-プロピル
アセテート

エステル類 4 3425-72-7

658
2,4-dimethylbenzyl
acetate

2,4-dimethylbenzyl
acetate

2,4-ジメチルベンジル ア
セテート

2,4-ジメチルベンジル ア
セテート

エステル類 4 62346-96-7

659
1-(4-
methylphenyl)ethanol

1-(4-
methylphenyl)ethanol

1-(4-メチルフェニル)エタ
ノール

1-(4-メチルフェニル)エタ
ノール

芳香族アルコール類 16 536-50-5

660
2-methyl-1-phenyl-2-
propyl acetate

2-methyl-1-phenyl-2-
propyl acetate

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル アセテート

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル アセテート

エステル類 4 151-05-3

661
2-phenyl-2-propyl
formate

2-phenyl-2-propyl
formate

2-フェニル-2-プロピル
ホーメート

2-フェニル-2-プロピル
ホーメート

エステル類 4

662 3,3-dimethylbutanethiol 3,3-dimethylbutanethiol
3,3-ジメチルブタンチ
オール

3,3-ジメチルブタンチ
オール

チオール類 11 1638-98-8

663 2,5-dimethylfuran 2,5-dimethylfuran 2,5-ジメチルフラン 2,5-ジメチルフラン エーテル類 3 625-86-5

664 2,6-dimethyl-4-heptanone 2,6-dimethyl-4-heptanone
2,6-ジメチル-4-ヘプタノ
ン

2,6-ジメチル-4-ヘプタノ
ン

ケトン類 5 108-83-8

665 2,6-dimethyloctanal 2,6-dimethyloctanal
2,6-ジメチルオクタナー
ル

2,6-ジメチルオクタナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 7779-07-9

666 3,7-dimethyloctyl butyrate 3,7-dimethyloctyl butyrate
3,7-ジメチルオクチル ブ
チレート

3,7-ジメチルオクチル ブ
チレート

エステル類 4 67874-80-0

667 2,3-dimethylphenol 2,3-dimethylphenol 2,3-ジメチルフェノール 2,3-ジメチルフェノール フェノール類 14 526-75-0

668 2,6-dimethylphenol 2,6-dimethylphenol 2,6-ジメチルフェノール 2,6-ジメチルフェノール フェノール類 14 576-26-1

669 3,5-dimethylphenol 3,5-dimethylphenol 3,5-ジメチルフェノール 3,5-ジメチルフェノール フェノール類 14 108-68-9

670
dimethylcyclohexenylcarb
aldehyde

dimethylcyclohexenylcarb
aldehyde

ジメチルシクロヘキセニ
ルカルバルデヒド

ジメチルシクロヘキセニ
ルカルバルデヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8 68737-61-1

671
2,5-
dimethyltetrahydrofuran

2,5-
dimethyltetrahydrofuran

2,5-ジメチルテトラヒドロ
フラン

2,5-ジメチルテトラヒドロ
フラン

エーテル類 3 1003-38-9

672 2,4-dimethylthiazole 2,4-dimethylthiazole 2,4-ジメチルチアゾール 2,4-ジメチルチアゾール チオエーテル類 10 541-58-2

673 2,5-dimethylthiazole 2,5-dimethylthiazole 2,5-ジメチルチアゾール 2,5-ジメチルチアゾール チオエーテル類 10 4175-66-0

674 4,5-dimethylthiazole 4,5-dimethylthiazole 4,5-ジメチルチアゾール 4,5-ジメチルチアゾール チオエーテル類 10 3581-91-7

675 2,5-dimethylthiophene 2,5-dimethylthiophene 2,5-ジメチルチオフェン 2,5-ジメチルチオフェン チオエーテル類 10 638-02-8

676 3,4-dimethylthiophene 3,4-dimethylthiophene 3,4-ジメチルチオフェン 3,4-ジメチルチオフェン チオエーテル類 10 632-15-5

677 dinonyl sulfide dinonyl sulfide ジノニル スルフィド ジノニル スルフィド チオエーテル類 10 929-98-6

678
2-hydroxy-6-isopropyl-3-
methyl-2-cyclohexenone

2-hydroxy-6-isopropyl-3-
methyl-2-cyclohexenone

2-ヒドロキシ-6-イソプロ
ピル-3-メチル-2-シクロ
ヘキセノン

2-ヒドロキシ-6-イソプロ
ピル-3-メチル-2-シクロ
ヘキセノン

ケトン類 5 490-03-9

679
bis(2-methylphenyl)
disulfide

bis(2-methylphenyl)
disulfide

ビス(2-メチルフェニル)
ジスルフィド

ビス(2-メチルフェニル)
ジスルフィド

チオエーテル類 10 4032-80-8
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

680 diphenyl ether diphenyl ether ジフェニル エーテル ジフェニル エーテル フェノールエーテル類 13 101-84-8

681 dipropyl adipate dipropyl adipate ジプロピル アジペート ジプロピル アジペート エステル類 4 106-19-4

682 4-heptanone 4-heptanone 4-ヘプタノン 4-ヘプタノン ケトン類 5 123-19-3

683 dipropyl malonate dipropyl malonate ジプロピル マロネート ジプロピル マロネート エステル類 4 1117-19-7

684 dipropyl polysulfides dipropyl polysulfides
ジプロピル ポリスルフィ
ズ

ジプロピル ポリスルフィ
ズ

チオエーテル類 10 72869-76-2

685 dipropyl succinate dipropyl succinate ジプロピル サクシネート ジプロピル サクシネート エステル類 4 925-15-5

686 dipropyl sulfide dipropyl sulfide ジプロピル スルフィド ジプロピル スルフィド チオエーテル類 10 111-47-7

687 dipropyl trisulfide dipropyl trisulfide ジプロピル トリスルフィド ジプロピル トリスルフィド チオエーテル類 10 6028-61-1

688 di-tert -amyl disulfide di-tert -amyl disulfide
ジ-tert -アミル ジスル
フィド

ジ-tert -アミル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 34965-30-5

689 di-2-thienyl disulfide di-2-thienyl disulfide
ジ-2-チエニル ジスル
フィド

ジ-2-チエニル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 6911-51-9

690 2,4-dodecadienal 2,4-dodecadienal 2,4-ドデカジエナール 2,4-ドデカジエナール 脂肪族高級アルデヒド類 8
13162-47-5
21662-15-7
21662-16-8

691 2,6-dodecadienal 2,6-dodecadienal 2,6-ドデカジエナール 2,6-ドデカジエナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 21662-13-5

692 delta-dodecalactone delta-dodecalactone δ-ドデカラクトン δ-ドデカラクトン ラクトン類 18 713-95-1

693 gamma-dodecalactone gamma-dodecalactone γ-ドデカラクトン γ-ドデカラクトン ラクトン類 18 2305-05-7

694 dodecanal dodecanal ドデカナール ドデカナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 112-54-9

695 dodecanal diethyl acetal dodecanal diethyl acetal
ドデカナール ジエチル
アセタール

ドデカナール ジエチル
アセタール

エーテル類 3 53405-98-4

696 dodecanal dihexyl acetal dodecanal dihexyl acetal
ドデカナール ジヘキシル
アセタール

ドデカナール ジヘキシル
アセタール

エーテル類 3

697 dodecanal dimethyl acetal dodecanal dimethyl acetal
ドデカナール ジメチル ア
セタール

ドデカナール ジメチル ア
セタール

エーテル類 3 14620-52-1

698 dodecane dodecane ドデカン ドデカン 脂肪族高級炭化水素類 9 112-40-3

699 2-dodecanol 2-dodecanol 2-ドデカノール 2-ドデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 10203-28-8

700 dodecanol dodecanol ドデカノール ドデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 112-53-8

701 2-dodecenal 2-dodecenal 2-ドデセナール 2-ドデセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 4826-62-4

702 trans -2-dodecenal trans -2-dodecenal trans -2-ドデセナール trans -2-ドデセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 20407-84-5

703 1-dodecene 1-dodecene 1-ドデセン 1-ドデセン 脂肪族高級炭化水素類 9 112-41-4

704 2-dodecenoic acid 2-dodecenoic acid 2-ドデセノイック アシド 2-ドデセノイック アシド 脂肪酸類 6
4412-16-2
32466-54-9

705 2-dodecenol 2-dodecenol 2-ドデセノール 2-ドデセノール 脂肪族高級アルコール類 7 22104-81-0

706 6-dodecen-4-olide 6-dodecen-4-olide 6-ドデセン-4-オリド 6-ドデセン-4-オリド ラクトン類 18 18679-18-0
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類番
号

CAS番号

707 2-dodecenyl acetate 2-dodecenyl acetate 2-ドデセニル アセテート 2-ドデセニル アセテート エステル類 4 38363-23-4

708 dodecyl butyrate dodecyl butyrate ドデシル ブチレート ドデシル ブチレート エステル類 4 3724-61-6

709 dodecyl isobutyrate dodecyl isobutyrate ドデシル イソブチレート ドデシル イソブチレート エステル類 4 6624-71-1

710 dodecyl isovalerate dodecyl isovalerate ドデシル イソバレレート ドデシル イソバレレート エステル類 4

711 dodecyl lactate dodecyl lactate ドデシル ラクテート ドデシル ラクテート エステル類 4 6283-92-7

712 dodecanethiol dodecanethiol ドデカンチオール ドデカンチオール チオール類 11 112-55-0

713 dodecyl propionate dodecyl propionate ドデシル プロピオネート ドデシル プロピオネート エステル類 4 6221-93-8

714 eicosane eicosane エイコサン エイコサン 脂肪族高級炭化水素類 9 112-95-8

715 delta-elemene delta-elemene δ-エレメン δ-エレメン テルペン系炭化水素類 12 20307-84-0

716 beta-elemene beta-elemene β-エレメン β-エレメン テルペン系炭化水素類 12
515-13-9

33880-83-0

717 elemol elemol エレモール エレモール 脂肪族高級アルコール類 7 639-99-6

718
7,15-epoxy-3-
caryophyllene

7,15-epoxy-3-
caryophyllene

7,15-エポキシ-3-カリオ
フィレン

7,15-エポキシ-3-カリオ
フィレン

エーテル類 3

719 epsilon-decalactone epsilon-decalactone ε-デカラクトン ε-デカラクトン ラクトン類 18 5579-78-2

720 epsilon-dodecalactone epsilon-dodecalactone ε-ドデカラクトン ε-ドデカラクトン ラクトン類 18 16429-21-3

721 estragole estragole エストラゴール エストラゴール フェノールエーテル類 13 140-67-0

722 ethanethiol ethanethiol エタンチオール エタンチオール チオール類 11 75-08-1

723 2-ethoxybenzaldehyde 2-ethoxybenzaldehyde
2-エトキシベンズアルデ
ヒド

2-エトキシベンズアルデ
ヒド

芳香族アルデヒド類 17 613-69-4

724
1-ethoxy-2-
methoxybenzene

1-ethoxy-2-
methoxybenzene

1-エトキシ-2-メトキシベ
ンゼン

1-エトキシ-2-メトキシベ
ンゼン

フェノールエーテル類 13 17600-72-5

725
2-ethoxy-(3or5or6)-
methylpyrazine

2-ethoxy-(3or5or6)-
methylpyrazine

2-エトキシ-(3or5or6)-メ
チルピラジン

2-エトキシ-(3or5or6)-メ
チルピラジン

エーテル類 3

32737-14-7
53163-97-6
65504-94-1
67845-34-5

726 2-ethoxy-3-ethylpyrazine 2-ethoxy-3-ethylpyrazine
2-エトキシ-3-エチルピラ
ジン

2-エトキシ-3-エチルピラ
ジン

エーテル類 3 35243-43-7

727
2-ethoxy-3-
isopropylpyrazine

2-ethoxy-3-
isopropylpyrazine

2-エトキシ-3-イソプロピ
ルピラジン

2-エトキシ-3-イソプロピ
ルピラジン

エーテル類 3 72797-16-1

728 ethoxyacetic acid ethoxyacetic acid エトキシアセチック アシド エトキシアセチック アシド 脂肪酸類 6 627-03-2

729 4-ethoxybenzaldehyde 4-ethoxybenzaldehyde
4-エトキシベンズアルデ
ヒド

4-エトキシベンズアルデ
ヒド

芳香族アルデヒド類 17 10031-82-0

730 2-ethoxybenzyl alcohol 2-ethoxybenzyl alcohol
2-エトキシベンジル アル
コール

2-エトキシベンジル アル
コール

芳香族アルコール類 16 71672-75-8

731 4-ethoxybenzyl alcohol 4-ethoxybenzyl alcohol
4-エトキシベンジル アル
コール

4-エトキシベンジル アル
コール

芳香族アルコール類 16 6214-44-4

732 4-ethoxyphenol 4-ethoxyphenol 4-エトキシフェノール 4-エトキシフェノール フェノール類 14 622-62-8

733 2-ethoxythiazole 2-ethoxythiazole 2-エトキシチアゾール 2-エトキシチアゾール チオエーテル類 10 15679-19-3
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類番
号
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734 ethyl 10-undecenoate ethyl 10-undecenoate
エチル 10-ウンデセノ
エート

エチル 10-ウンデセノ
エート

エステル類 4 692-86-4

735
ethyl 2-
(methyldithio)propionate

ethyl 2-
(methyldithio)propionate

エチル 2-(メチルジチオ)
プロピオネート

エチル 2-(メチルジチオ)
プロピオネート

エステル類 4 23747-43-5

736 ethyl (methylthio)acetate ethyl (methylthio)acetate
エチル (メチルチオ)アセ
テート

エチル (メチルチオ)アセ
テート

エステル類 4 4455-13-4

737 ethyl 2,4-decadienoate ethyl 2,4-decadienoate
エチル 2,4-デカジエノ
エート

エチル 2,4-デカジエノ
エート

エステル類 4
7328-34-9
37549-74-9

738
ethyl alpha-
acetylcinnamate

ethyl alpha-
acetylcinnamate

エチル α-アセチルシン
ナメート

エチル α-アセチルシン
ナメート

エステル類 4 620-80-4

739 ethyl 2-acetyldecanoate ethyl 2-acetyldecanoate
エチル 2-アセチルデカノ
エート

エチル 2-アセチルデカノ
エート

エステル類 4 24317-95-1

740
ethyl 2-
acetyldodecanoate

ethyl 2-
acetyldodecanoate

エチル 2-アセチルドデカ
ノエート

エチル 2-アセチルドデカ
ノエート

エステル類 4 40778-32-3

741 ethyl 2-acetylhexanoate ethyl 2-acetylhexanoate
エチル 2-アセチルヘキ
サノエート

エチル 2-アセチルヘキ
サノエート

エステル類 4 1540-29-0

742 ethyl 2-acetyloctanoate ethyl 2-acetyloctanoate
エチル 2-アセチルオクタ
ノエート

エチル 2-アセチルオクタ
ノエート

エステル類 4 29214-60-6

743 ethyl 2-acetylpropionate ethyl 2-acetylpropionate
エチル 2-アセチルプロピ
オネート

エチル 2-アセチルプロピ
オネート

エステル類 4 609-14-3

744
ethyl 2-acetyl-3-
phenylpropionate

ethyl 2-acetyl-3-
phenylpropionate

エチル 2-アセチル-3-
フェニルプロピオネート

エチル 2-アセチル-3-
フェニルプロピオネート

エステル類 4 620-79-1

745 ethyl 2-ethoxybenzoate ethyl 2-ethoxybenzoate
エチル 2-エトキシベンゾ
エート

エチル 2-エトキシベンゾ
エート

エステル類 4

746
ethyl alpha-ethyl-beta-
methyl-beta-
phenylglycidate

ethyl alpha-ethyl-beta-
methyl-beta-
phenylglycidate

エチル α-エチル-β-メ
チル-β-フェニルグリシ
デート

エチル α-エチル-β-メ
チル-β-フェニルグリシ
デート

エステル類 4
19464-94-9
56630-76-3

747
ethyl alpha-ethyl-beta-
phenylglycidate

ethyl alpha-ethyl-beta-
phenylglycidate

エチル α-エチル-β-
フェニルグリシデート

エチル α-エチル-β-
フェニルグリシデート

エステル類 4

748 ethyl 2-benzylbutyrate ethyl 2-benzylbutyrate
エチル 2-ベンジルブチ
レート

エチル 2-ベンジルブチ
レート

エステル類 4 2983-36-0

749 ethyl 2-ethylbutyrate ethyl 2-ethylbutyrate
エチル 2-エチルブチ
レート

エチル 2-エチルブチ
レート

エステル類 4 2983-38-2

750 ethyl 2-ethylhexanoate ethyl 2-ethylhexanoate
エチル 2-エチルヘキサ
ノエート

エチル 2-エチルヘキサ
ノエート

エステル類 4 2983-37-1

751 ethyl 2-furfurylpropionate ethyl 2-furfurylpropionate
エチル 2-フルフリルプロ
ピオネート

エチル 2-フルフリルプロ
ピオネート

エステル類 4

752 ethyl 2-furoate ethyl 2-furoate エチル 2-フロエート エチル 2-フロエート エステル類 4 614-99-3

753 2-propionylfuran 2-propionylfuran 2-プロピオニルフラン 2-プロピオニルフラン ケトン類 5 3194-15-8

754
ethyl 2-
hexanoyloxyhexanoate

ethyl 2-
hexanoyloxyhexanoate

エチル 2-ヘキサノイル
オキシヘキサノエート

エチル 2-ヘキサノイル
オキシヘキサノエート

エステル類 4

755 ethyl 2-hexenoate ethyl 2-hexenoate エチル 2-ヘキセノエート エチル 2-ヘキセノエート エステル類 4 1552-67-6

756
ethyl 2-hydroxy-3-
phenylpropionate

ethyl 2-hydroxy-3-
phenylpropionate

エチル 2-ヒドロキシ-3-
フェニルプロピオネート

エチル 2-ヒドロキシ-3-
フェニルプロピオネート

エステル類 4 15399-05-0

757
ethyl 2-hydroxyethyl
sulfide

ethyl 2-hydroxyethyl
sulfide

エチル 2-ヒドロキシエチ
ル スルフィド

エチル 2-ヒドロキシエチ
ル スルフィド

チオエーテル類 10 110-77-0

758
ethyl 2-hydroxy-4-
methylpentanoate

ethyl 2-hydroxy-4-
methylpentanoate

エチル 2-ヒドロキシ-4-
メチルペンタノエート

エチル 2-ヒドロキシ-4-
メチルペンタノエート

エステル類 4 10348-47-7

759 ethyl mercaptoacetate ethyl mercaptoacetate
エチル メルカプトアセ
テート

エチル メルカプトアセ
テート

エステル類 4 623-51-8

760
ethyl 2-
mercaptopropionate

ethyl 2-
mercaptopropionate

エチル 2-メルカプトプロ
ピオネート

エチル 2-メルカプトプロ
ピオネート

エステル類 4 19788-49-9
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

761
ethyl 2-methoxybenzyl
ether

ethyl 2-methoxybenzyl
ether

エチル 2-メトキシベンジ
ル エーテル

エチル 2-メトキシベンジ
ル エーテル

フェノールエーテル類 13 64988-06-3

762
ethyl 2-methyl-(3or4)-
pentenoate

ethyl 2-methyl-(3or4)-
pentenoate

エチル 2-メチル-(3or4)-
ペンテノエート

エチル 2-メチル-(3or4)-
ペンテノエート

エステル類 4
1617-23-8
53399-81-8

763
ethyl 2-methyl-3,4-
pentadienoate

ethyl 2-methyl-3,4-
pentadienoate

エチル 2-メチル-3,4-ペ
ンタジエノエート

エチル 2-メチル-3,4-ペ
ンタジエノエート

エステル類 4 60523-21-9

764
ethyl 2-methyl-3-
pentenoate

ethyl 2-methyl-3-
pentenoate

エチル 2-メチル-3-ペン
テノエート

エチル 2-メチル-3-ペン
テノエート

エステル類 4 1617-23-8

765
ethyl 2-methyl-4-
pentenoate

ethyl 2-methyl-4-
pentenoate

エチル 2-メチル-4-ペン
テノエート

エチル 2-メチル-4-ペン
テノエート

エステル類 4 53399-81-8

766 ethyl 2-methylbutyrate ethyl 2-methylbutyrate
エチル 2-メチルブチレー
ト

エチル 2-メチルブチレー
ト

エステル類 4 7452-79-1

767 ethyl 2-methylpentanoate ethyl 2-methylpentanoate
エチル 2-メチルペンタノ
エート

エチル 2-メチルペンタノ
エート

エステル類 4
28959-02-6
39255-32-8

768
ethyl 2-
(methylthio)propionate

ethyl 2-
(methylthio)propionate

エチル 2-(メチルチオ)プ
ロピオネート

エチル 2-(メチルチオ)プ
ロピオネート

エステル類 4 40800-76-8

769 ethyl 2-nonenoate ethyl 2-nonenoate エチル 2-ノネノエート エチル 2-ノネノエート エステル類 4 17463-01-3

770 ethyl 2-octenoate ethyl 2-octenoate エチル 2-オクテノエート エチル 2-オクテノエート エステル類 4
2351-90-8
7367-82-0

771
ethyl 2-oxo-3-
phenylbutyrate

ethyl 2-oxo-3-
phenylbutyrate

エチル 2-オキソ-3-フェ
ニルブチレート

エチル 2-オキソ-3-フェ
ニルブチレート

エステル類 4

772 ethyl 2-phenyl-3-furoate ethyl 2-phenyl-3-furoate
エチル 2-フェニル-3-フ
ロエート

エチル 2-フェニル-3-フ
ロエート

エステル類 4 50626-02-3

773
ethyl 3-
(methylthio)propionate

ethyl 3-
(methylthio)propionate

エチル 3-(メチルチオ)プ
ロピオネート

エチル 3-(メチルチオ)プ
ロピオネート

エステル類 4 13327-56-5

774
ethyl 3,5,5-
trimethylhexanoate

ethyl 3,5,5-
trimethylhexanoate

エチル 3,5,5-トリメチル
ヘキサノエート

エチル 3,5,5-トリメチル
ヘキサノエート

エステル類 4 67707-75-9

775
ethyl 3-acetoxy-2-
methylbutyrate

ethyl 3-acetoxy-2-
methylbutyrate

エチル 3-アセトキシ-2-
メチルブチレート

エチル 3-アセトキシ-2-
メチルブチレート

エステル類 4 139564-43-5

776 ethyl 3-acetoxybutyrate ethyl 3-acetoxybutyrate
エチル 3-アセトキシブチ
レート

エチル 3-アセトキシブチ
レート

エステル類 4 27846-49-7

777 ethyl 3-acetoxyhexanoate ethyl 3-acetoxyhexanoate
エチル 3-アセトキシヘキ
サノエート

エチル 3-アセトキシヘキ
サノエート

エステル類 4 21188-61-4

778 ethyl 3-acetoxyoctanoate ethyl 3-acetoxyoctanoate
エチル 3-アセトキシオク
タノエート

エチル 3-アセトキシオク
タノエート

エステル類 4 85554-66-1

779
ethyl 3-
(furfurylthio)propionate

ethyl 3-
(furfurylthio)propionate

エチル 3-(フルフリルチ
オ)プロピオネート

エチル 3-(フルフリルチ
オ)プロピオネート

エステル類 4 94278-27-0

780 ethyl 3-hexenoate ethyl 3-hexenoate エチル 3-ヘキセノエート エチル 3-ヘキセノエート エステル類 4
2396-83-0
26553-46-8
64187-83-3

781 ethyl 3-hydroxybutyrate ethyl 3-hydroxybutyrate
エチル 3-ヒドロキシブチ
レート

エチル 3-ヒドロキシブチ
レート

エステル類 4 5405-41-4

782 ethyl 3-hydroxyhexanoate ethyl 3-hydroxyhexanoate
エチル 3-ヒドロキシヘキ
サノエート

エチル 3-ヒドロキシヘキ
サノエート

エステル類 4 2305-25-1

783 ethyl 3-hydroxyoctanoate ethyl 3-hydroxyoctanoate
エチル 3-ヒドロキシオク
タノエート

エチル 3-ヒドロキシオク
タノエート

エステル類 4 7367-90-0

784
ethyl 3-
mercaptopropionate

ethyl 3-
mercaptopropionate

エチル 3-メルカプトプロ
ピオネート

エチル 3-メルカプトプロ
ピオネート

エステル類 4 5466-06-8

785 ethyl 3-methylpentanoate ethyl 3-methylpentanoate
エチル 3-メチルペンタノ
エート

エチル 3-メチルペンタノ
エート

エステル類 4 5870-68-8

786 ethyl 3-nonenoate ethyl 3-nonenoate エチル 3-ノネノエート エチル 3-ノネノエート エステル類 4 54211-36-8

787 ethyl 3-octenoate ethyl 3-octenoate エチル 3-オクテノエート エチル 3-オクテノエート エステル類 4
1117-65-3
69668-87-7
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

788 ethyl 3-oxohexanoate ethyl 3-oxohexanoate
エチル 3-オキソヘキサノ
エート

エチル 3-オキソヘキサノ
エート

エステル類 4 3249-68-1

789 ethyl 3-oxooctanoate ethyl 3-oxooctanoate
エチル 3-オキソオクタノ
エート

エチル 3-オキソオクタノ
エート

エステル類 4 10488-95-6

790 ethyl 3-phenylpropionate ethyl 3-phenylpropionate
エチル 3-フェニルプロピ
オネート

エチル 3-フェニルプロピ
オネート

エステル類 4 2021-28-5

792 2-ethyl-4-methylthiazole 2-ethyl-4-methylthiazole
2-エチル-4-メチルチア
ゾール

2-エチル-4-メチルチア
ゾール

チオエーテル類 10 15679-12-6

793 ethyl 4-octenoate ethyl 4-octenoate エチル 4-オクテノエート エチル 4-オクテノエート エステル類 4 34495-71-1

794
ethyl 4-(4-
methylphenoxy)benzoate

ethyl 4-(4-
methylphenoxy)benzoate

エチル 4-(4-メチルフェノ
キシ)ベンゾエート

エチル 4-(4-メチルフェノ
キシ)ベンゾエート

エステル類 4

795 ethyl 5-acetoxydecanoate ethyl 5-acetoxydecanoate
エチル 5-アセトキシデカ
ノエート

エチル 5-アセトキシデカ
ノエート

エステル類 4

796 ethyl 5-acetoxyoctanoate ethyl 5-acetoxyoctanoate
エチル 5-アセトキシオク
タノエート

エチル 5-アセトキシオク
タノエート

エステル類 4 35234-25-4

797 ethyl 5-hexenoate ethyl 5-hexenoate エチル 5-ヘキセノエート エチル 5-ヘキセノエート エステル類 4 54653-25-7

798 ethyl 5-hydroxydecanoate ethyl 5-hydroxydecanoate
エチル 5-ヒドロキシデカ
ノエート

エチル 5-ヒドロキシデカ
ノエート

エステル類 4 75587-06-3

799 ethyl 5-hydroxynonanoate ethyl 5-hydroxynonanoate
エチル 5-ヒドロキシノナ
ノエート

エチル 5-ヒドロキシノナ
ノエート

エステル類 4

800 ethyl 5-hydroxyoctanoate ethyl 5-hydroxyoctanoate
エチル 5-ヒドロキシオク
タノエート

エチル 5-ヒドロキシオク
タノエート

エステル類 4 75587-05-2

801 ethyl 5-oxodecanoate ethyl 5-oxodecanoate
エチル 5-オキソデカノ
エート

エチル 5-オキソデカノ
エート

エステル類 4 93919-00-7

802 ethyl 5-oxooctanoate ethyl 5-oxooctanoate
エチル 5-オキソオクタノ
エート

エチル 5-オキソオクタノ
エート

エステル類 4

803 ethyl 9-decenoate ethyl 9-decenoate エチル 9-デセノエート エチル 9-デセノエート エステル類 4 67233-91-4

804 ethyl 9-hexadecenoate ethyl 9-hexadecenoate
エチル 9-ヘキサデセノ
エート

エチル 9-ヘキサデセノ
エート

エステル類 4 54546-22-4

807
ethyl acetoacetate
ethyleneglycol acetal

ethyl acetoacetate
ethyleneglycol acetal

エチル アセトアセテート
エチレングリコール アセ
タール

エチル アセトアセテート
エチレングリコール アセ
タール

エステル類 4 6413-10-1

808
ethyl acetoacetate
propyleneglycol acetal

ethyl acetoacetate
propyleneglycol acetal

エチル アセトアセテート
プロピレングリコール ア
セタール

エチル アセトアセテート
プロピレングリコール ア
セタール

エステル類 4 6290-17-1

809 ethyl acetyllactate ethyl acetyllactate
エチル アセチルラクテー
ト

エチル アセチルラクテー
ト

エステル類 4 2985-28-6

810 ethyl acrylate ethyl acrylate エチル アクリレート エチル アクリレート エステル類 4 140-88-5

811
ethyl 2-ethyl-3-hydroxy-
3-phenylpropionate

ethyl 2-ethyl-3-hydroxy-
3-phenylpropionate

エチル 2-エチル-3-ヒド
ロキシ-3-フェニルプロピ
オネート

エチル 2-エチル-3-ヒド
ロキシ-3-フェニルプロピ
オネート

エステル類 4 24744-97-6

812
ethyl 2-methyl-1-
oxaspiro[2.5]octane-2-
carboxylate

ethyl 2-methyl-1-
oxaspiro[2.5]octane-2-
carboxylate

エチル 2-メチル-1-オキ
サスピロ[2.5]オクタン-2-
カルボキシレート

エチル 2-メチル-1-オキ
サスピロ[2.5]オクタン-2-
カルボキシレート

エステル類 4 31045-09-7

813 3-octanone 3-octanone 3-オクタノン 3-オクタノン ケトン類 5 106-68-3

814 ethyl 4-methoxybenzoate ethyl 4-methoxybenzoate
エチル 4-メトキシベンゾ
エート

エチル 4-メトキシベンゾ
エート

エステル類 4 94-30-4

816 ethyl anthranilate ethyl anthranilate エチル アンスラニレート エチル アンスラニレート エステル類 4 87-25-2

817 ethyl benzoate ethyl benzoate エチル ベンゾエート エチル ベンゾエート エステル類 4 93-89-0
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

818 ethyl benzoylacetate ethyl benzoylacetate
エチル ベンゾイルアセ
テート

エチル ベンゾイルアセ
テート

エステル類 4 94-02-0

819
ethyl 3-(methylthio)-2-
propenoate

ethyl 3-(methylthio)-2-
propenoate

エチル 3-(メチルチオ)-
2-プロペノエート

エチル 3-(メチルチオ)-
2-プロペノエート

エステル類 4
77105-51-2
136115-65-6
136115-66-7

820 ethyl beta-phenylglycidate ethyl beta-phenylglycidate
エチル β-フェニルグリ
シデート

エチル β-フェニルグリ
シデート

エステル類 4 121-39-1

821 3-heptanone 3-heptanone 3-ヘプタノン 3-ヘプタノン ケトン類 5 106-35-4

823 ethyl butyryllactate ethyl butyryllactate
エチル ブチリルラクテー
ト

エチル ブチリルラクテー
ト

エステル類 4 71662-27-6

825 ethyl cis -4-decenoate ethyl cis -4-decenoate
エチル cis -4-デセノエー
ト

エチル cis -4-デセノエー
ト

エステル類 4 7367-84-2

826 ethyl 2-butenoate ethyl 2-butenoate エチル 2-ブテノエート エチル 2-ブテノエート エステル類 4
623-70-1

10544-63-5

827
ethyl 3-
cyclohexylpropionate

ethyl 3-
cyclohexylpropionate

エチル 3-シクロヘキシ
ルプロピオネート

エチル 3-シクロヘキシ
ルプロピオネート

エステル類 4 10094-36-7

828
3-ethyl-2-hydroxy-2-
cyclopentenone

3-ethyl-2-hydroxy-2-
cyclopentenone

3-エチル-2-ヒドロキシ-
2-シクロペンテノン

3-エチル-2-ヒドロキシ-
2-シクロペンテノン

ケトン類 5 21835-01-8

830 ethyl formate ethyl formate エチル ホーメート エチル ホーメート エステル類 4 109-94-4

831 2-ethylfuran 2-ethylfuran 2-エチルフラン 2-エチルフラン エーテル類 3 3208-16-0

832
ethyl 3-(2-
furyl)propionate

ethyl 3-(2-
furyl)propionate

エチル 3-(2-フリル)プロ
ピオネート

エチル 3-(2-フリル)プロ
ピオネート

エステル類 4 10031-90-0

833 ethyl geranate ethyl geranate エチル ゲラネート エチル ゲラネート エステル類 4
13058-12-3
32659-21-5

834 ethyl geranyl ether ethyl geranyl ether
エチル ゲラニル エーテ
ル

エチル ゲラニル エーテ
ル

エーテル類 3
22882-91-3
40267-72-9

835 ethyl heptadecanoate ethyl heptadecanoate
エチル ヘプタデカノエー
ト

エチル ヘプタデカノエー
ト

エステル類 4 14010-23-2

838 3-nonanone 3-nonanone 3-ノナノン 3-ノナノン ケトン類 5 925-78-0

839 ethyl isobutyrate ethyl isobutyrate エチル イソブチレート エチル イソブチレート エステル類 4 97-62-1

840 ethyl isoeugenyl ether ethyl isoeugenyl ether
エチル イソオイゲニル
エーテル

エチル イソオイゲニル
エーテル

フェノールエーテル類 13 7784-67-0

841 ethyl 4-methylpentanoate ethyl 4-methylpentanoate
エチル 4-メチルペンタノ
エート

エチル 4-メチルペンタノ
エート

エステル類 4 25415-67-2

843 ethyl lactate ethyl lactate エチル ラクテート エチル ラクテート エステル類 4 97-64-3

844 ethyl laurate ethyl laurate エチル ラウレート エチル ラウレート エステル類 4 106-33-2

845 ethyl levulinate ethyl levulinate エチル レブリネート エチル レブリネート エステル類 4 539-88-8

846
ethyl levulinate diethyl
acetal

ethyl levulinate diethyl
acetal

エチル レブリネート ジエ
チル アセタール

エチル レブリネート ジエ
チル アセタール

エステル類 4

847
ethyl levulinate
propyleneglycol acetal

ethyl levulinate
propyleneglycol acetal

エチル レブリネート プロ
ピレングリコール アセ
タール

エチル レブリネート プロ
ピレングリコール アセ
タール

エステル類 4

848 ethyl linoleate ethyl linoleate エチル リノレート エチル リノレート エステル類 4 544-35-4

849 ethyl linolenate ethyl linolenate エチル リノレネート エチル リノレネート エステル類 4 1191-41-9

850 ethyl maltol ethyl maltol エチル マルトール エチル マルトール ケトン類 5 4940-11-8

30 / 123 ページ



　

SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

851 ethyl methoxyacetate ethyl methoxyacetate
エチル メトキシアセテー
ト

エチル メトキシアセテー
ト

エステル類 4 3938-96-3

852
2-butanone
propyleneglycol acetal

2-butanone
propyleneglycol acetal

2-ブタノン プロピレング
リコール アセタール

2-ブタノン プロピレング
リコール アセタール

エーテル類 3 2916-28-1

853
ethyl beta-methyl-beta-
phenylglycidate

ethyl beta-methyl-beta-
phenylglycidate

エチル β-メチル-β-
フェニルグリシデート

エチル β-メチル-β-
フェニルグリシデート

エステル類 4 77-83-8

854
ethyl beta-methyl-beta-
(4-methylphenyl)glycidate

ethyl beta-methyl-beta-
(4-methylphenyl)glycidate

エチル β-メチル-β-
(4-メチルフェニル)グリシ
デート

エチル β-メチル-β-
(4-メチルフェニル)グリシ
デート

エステル類 4 74367-97-8

855 ethyl myristate ethyl myristate エチル ミリステート エチル ミリステート エステル類 4 124-06-1

856 ethyl nicotinate ethyl nicotinate エチル ニコチネート エチル ニコチネート エステル類 4 614-18-6

857 ethyl nonadecanoate ethyl nonadecanoate エチル ノナデカノエート エチル ノナデカノエート エステル類 4 18281-04-4

858 ethyl nonanoate ethyl nonanoate エチル ノナノエート エチル ノナノエート エステル類 4 123-29-5

859 ethyl 2-methoxybenzoate ethyl 2-methoxybenzoate
エチル 2-メトキシベンゾ
エート

エチル 2-メトキシベンゾ
エート

エステル類 4 7335-26-4

861 ethyl oleate ethyl oleate エチル オレート エチル オレート エステル類 4 111-62-6

862 ethyl palmitate ethyl palmitate エチル パルミテート エチル パルミテート エステル類 4 628-97-7

863 ethyl pentadecanoate ethyl pentadecanoate
エチル ペンタデカノエー
ト

エチル ペンタデカノエー
ト

エステル類 4 41114-00-5

864 1-phenylpropyl butyrate 1-phenylpropyl butyrate
1-フェニルプロピル ブチ
レート

1-フェニルプロピル ブチ
レート

エステル類 4 10031-86-4

866 ethyl pivalate ethyl pivalate エチル ピバレート エチル ピバレート エステル類 4 3938-95-2

867
ethyl beta-(4-
methylphenyl)glycidate

ethyl beta-(4-
methylphenyl)glycidate

エチル β-(4-メチルフェ
ニル)グリシデート

エチル β-(4-メチルフェ
ニル)グリシデート

エステル類 4 52788-71-3

868 ethyl 1-propenyl sulfide ethyl 1-propenyl sulfide
エチル 1-プロペニル ス
ルフィド

エチル 1-プロペニル ス
ルフィド

チオエーテル類 10 36784-55-1

870 ethyl propionyllactate ethyl propionyllactate
エチル プロピオニルラク
テート

エチル プロピオニルラク
テート

エステル類 4

871 3-hexanone 3-hexanone 3-ヘキサノン 3-ヘキサノン ケトン類 5 589-38-8

872 ethyl pyruvate ethyl pyruvate エチル ピルベート エチル ピルベート エステル類 4 617-35-6

873 ethyl ricinoleate ethyl ricinoleate エチル リシノレート エチル リシノレート エステル類 4 55066-53-0

874 ethyl safranate ethyl safranate エチル サフラネート エチル サフラネート エステル類 4
35044-57-6
35044-58-7
35044-59-8

875 ethyl salicylate ethyl salicylate エチル サリシレート エチル サリシレート エステル類 4 118-61-6

876 ethyl sorbate ethyl sorbate エチル ソルベート エチル ソルベート エステル類 4 2396-84-1

877 ethyl stearate ethyl stearate エチル ステアレート エチル ステアレート エステル類 4 111-61-5

878 S -ethyl ethanethioate S -ethyl ethanethioate
S -エチル エタンチオ
エート

S -エチル エタンチオ
エート

エステル類 4 625-60-5

879 ethyl tiglate ethyl tiglate エチル チグレート エチル チグレート エステル類 4 5837-78-5

880
ethyl trans,cis -2,4-
decadienoate

ethyl trans,cis -2,4-
decadienoate

エチル trans,cis -2,4-デ
カジエノエート

エチル trans,cis -2,4-デ
カジエノエート

エステル類 4 3025-30-7
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

881 ethyl trans -2-decenoate ethyl trans -2-decenoate
エチル trans -2-デセノ
エート

エチル trans -2-デセノ
エート

エステル類 4 7367-88-6

882 ethyl trans -2-hexenoate ethyl trans -2-hexenoate
エチル trans -2-ヘキセノ
エート

エチル trans -2-ヘキセノ
エート

エステル類 4 27829-72-7

883 ethyl trans -3-decenoate ethyl trans -3-decenoate
エチル trans -3-デセノ
エート

エチル trans -3-デセノ
エート

エステル類 4

884
ethyl 3-ethoxy-trans -2-
butenoate

ethyl 3-ethoxy-trans -2-
butenoate

エチル 3-エトキシ-
trans -2-ブテノエート

エチル 3-エトキシ-
trans -2-ブテノエート

エステル類 4 57592-45-7

885 ethyl trans -3-octenoate ethyl trans -3-octenoate
エチル trans -3-オクテノ
エート

エチル trans -3-オクテノ
エート

エステル類 4 26553-47-9

886 ethyl trans -4-decenoate ethyl trans -4-decenoate
エチル trans -4-デセノ
エート

エチル trans -4-デセノ
エート

エステル類 4 76649-16-6

887 ethyl trans -4-octenoate ethyl trans -4-octenoate
エチル trans -4-オクテノ
エート

エチル trans -4-オクテノ
エート

エステル類 4 78989-37-4

888 ethyl undecanoate ethyl undecanoate エチル ウンデカノエート エチル ウンデカノエート エステル類 4 627-90-7

889 ethyl valerate ethyl valerate エチル バレレート エチル バレレート エステル類 4 539-82-2

890 ethyl vanillate ethyl vanillate エチル バニレート エチル バニレート エステル類 4 617-05-0

892 1-penten-3-one 1-penten-3-one 1-ペンテン-3-オン 1-ペンテン-3-オン ケトン類 5 1629-58-9

893
3-methyl-1-phenyl-3-
pentyl acetate

3-methyl-1-phenyl-3-
pentyl acetate

3-メチル-1-フェニル-3-
ペンチル アセテート

3-メチル-1-フェニル-3-
ペンチル アセテート

エステル類 4 72007-81-9

894
1-ethyl-2-
pyrrolylcarbaldehyde

1-ethyl-2-
pyrrolylcarbaldehyde

1-エチル-2-ピロリルカ
ルバルデヒド

1-エチル-2-ピロリルカ
ルバルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 2167-14-8

895 2-ethyl-2-hexenal 2-ethyl-2-hexenal
2-エチル-2-ヘキセナー
ル

2-エチル-2-ヘキセナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 645-62-5

896 4-ethyl-2-octenoic acid 4-ethyl-2-octenoic acid
4-エチル-2-オクテノイッ
ク アシド

4-エチル-2-オクテノイッ
ク アシド

脂肪酸類 6
60308-75-0
60308-76-1
90464-78-1

897
2-hydroxy-3-methyl-2-
hexen-4-olide

2-hydroxy-3-methyl-2-
hexen-4-olide

2-ヒドロキシ-3-メチル-
2-ヘキセン-4-オリド

2-ヒドロキシ-3-メチル-
2-ヘキセン-4-オリド

ラクトン類 18 698-10-2

898
2-ethyl-3-
methoxypyrazine

2-ethyl-3-
methoxypyrazine

2-エチル-3-メトキシピラ
ジン

2-エチル-3-メトキシピラ
ジン

エーテル類 3 25680-58-4

899
5-ethyl-4-hydroxy-2-
methyl-3(2H )-furanone

5-ethyl-4-hydroxy-2-
methyl-3(2H )-furanone

5-エチル-4-ヒドロキシ-
2-メチル-3(2H )-フラノン

5-エチル-4-ヒドロキシ-
2-メチル-3(2H )-フラノン

ケトン類 5 27538-09-6

900
propanal propyleneglycol
acetal

propanal propyleneglycol
acetal

プロパナール プロピレン
グリコール アセタール

プロパナール プロピレン
グリコール アセタール

エーテル類 3 4359-46-0

901 5-ethyl-4-methylthiazole 5-ethyl-4-methylthiazole
5-エチル-4-メチルチア
ゾール

5-エチル-4-メチルチア
ゾール

チオエーテル類 10 31883-01-9

902
2-ethyl-5-methyl-1,3-
dioxolan-4-one

2-ethyl-5-methyl-1,3-
dioxolan-4-one

2-エチル-5-メチル-1,3-
ジオキソラン-4-オン

2-エチル-5-メチル-1,3-
ジオキソラン-4-オン

ケトン類 5

903 4-ethyl-5-methylthiazole 4-ethyl-5-methylthiazole
4-エチル-5-メチルチア
ゾール

4-エチル-5-メチルチア
ゾール

チオエーテル類 10 52414-91-2

904 4-ethylbenzaldehyde 4-ethylbenzaldehyde
4-エチルベンズアルデヒ
ド

4-エチルベンズアルデヒ
ド

芳香族アルデヒド類 17 4748-78-1

905 2-ethylbutanal 2-ethylbutanal 2-エチルブタナール 2-エチルブタナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 97-96-1

906 2-ethylbutanol 2-ethylbutanol 2-エチルブタノール 2-エチルブタノール 脂肪族高級アルコール類 7 97-95-0

907 2-ethylbutyl acetate 2-ethylbutyl acetate
2-エチルブチル アセ
テート

2-エチルブチル アセ
テート

エステル類 4 10031-87-5

908 2-ethylbutyric acid 2-ethylbutyric acid
2-エチルブチリック アシ
ド

2-エチルブチリック アシ
ド

脂肪酸類 6 88-09-5

32 / 123 ページ



　

SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

909
3,7-dimethyl-2,6-
nonadienal

3,7-dimethyl-2,6-
nonadienal

3,7-ジメチル-2,6-ノナジ
エナール

3,7-ジメチル-2,6-ノナジ
エナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 41448-29-7

910 2-ethyl-2-butenal 2-ethyl-2-butenal 2-エチル-2-ブテナール 2-エチル-2-ブテナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 19780-25-7

911
1,4-
dioxacycloheptadecane-
5,17-dione

1,4-
dioxacycloheptadecane-
5,17-dione

1,4-ジオキサシクロヘプ
タデカン-5,17-ジオン

1,4-ジオキサシクロヘプ
タデカン-5,17-ジオン

ラクトン類 18 105-95-3

912 ethyleneglycol diacetate ethyleneglycol diacetate
エチレングリコール ジア
セテート

エチレングリコール ジア
セテート

エステル類 4 111-55-7

913 2-ethoxyethyl acetate 2-ethoxyethyl acetate
2-エトキシエチル アセ
テート

2-エトキシエチル アセ
テート

エステル類 4 111-15-9

914 ethyl eugenyl ether ethyl eugenyl ether
エチル オイゲニル エー
テル

エチル オイゲニル エー
テル

フェノール類 14 1755-54-0

915 2-ethylfenchol 2-ethylfenchol 2-エチルフェンコール 2-エチルフェンコール 脂肪族高級アルコール類 7 18368-91-7

916 4-ethyl-2-methoxyphenol 4-ethyl-2-methoxyphenol
4-エチル-2-メトキシフェ
ノール

4-エチル-2-メトキシフェ
ノール

フェノール類 14 2785-89-9

917 2-ethylhexanal 2-ethylhexanal 2-エチルヘキサナール 2-エチルヘキサナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 123-05-7

918
2-ethylhexanal diethyl
acetal

2-ethylhexanal diethyl
acetal

2-エチルヘキサナール
ジエチル アセタール

2-エチルヘキサナール
ジエチル アセタール

エーテル類 3

919 2-ethylhexanoic acid 2-ethylhexanoic acid
2-エチルヘキサノイック
アシド

2-エチルヘキサノイック
アシド

脂肪酸類 6 149-57-5

920
2-ethylhexyl 3-
mercaptopropionate

2-ethylhexyl 3-
mercaptopropionate

2-エチルヘキシル 3-メ
ルカプトプロピオネート

2-エチルヘキシル 3-メ
ルカプトプロピオネート

エステル類 4 50448-95-8

921 2-ethylhexyl acetate 2-ethylhexyl acetate
2-エチルヘキシル アセ
テート

2-エチルヘキシル アセ
テート

エステル類 4 103-09-3

922 2-ethylhexanol 2-ethylhexanol 2-エチルヘキサノール 2-エチルヘキサノール 脂肪族高級アルコール類 7 104-76-7

923 2-ethylhexyl benzoate 2-ethylhexyl benzoate
2-エチルヘキシル ベン
ゾエート

2-エチルヘキシル ベン
ゾエート

エステル類 4 5444-75-7

924 2-ethylhexyl formate 2-ethylhexyl formate
2-エチルヘキシル ホー
メート

2-エチルヘキシル ホー
メート

エステル類 4 5460-45-7

925 2-ethylhexyl hexanoate 2-ethylhexyl hexanoate
2-エチルヘキシル ヘキ
サノエート

2-エチルヘキシル ヘキ
サノエート

エステル類 4 16397-75-4

926 2-ethylhexyl propionate 2-ethylhexyl propionate
2-エチルヘキシル プロ
ピオネート

2-エチルヘキシル プロ
ピオネート

エステル類 4 6293-37-4

927 ethyl maltol propionate ethyl maltol propionate
エチル マルトール プロ
ピオネート

エチル マルトール プロ
ピオネート

エステル類 4

928 ethyl maltol butyrate ethyl maltol butyrate
エチル マルトール ブチ
レート

エチル マルトール ブチ
レート

エステル類 4 93805-72-2

929 ethyl maltol isobutyrate ethyl maltol isobutyrate
エチル マルトール イソブ
チレート

エチル マルトール イソブ
チレート

エステル類 4 852997-28-5

930 4-ethyloctanoic acid 4-ethyloctanoic acid
4-エチルオクタノイック
アシド

4-エチルオクタノイック
アシド

脂肪酸類 6 16493-80-4

931 2-ethylphenol 2-ethylphenol 2-エチルフェノール 2-エチルフェノール フェノール類 14 90-00-6

932 3-ethylphenol 3-ethylphenol 3-エチルフェノール 3-エチルフェノール フェノール類 14 620-17-7

933 4-ethylphenol 4-ethylphenol 4-エチルフェノール 4-エチルフェノール フェノール類 14 123-07-9

934 2-ethylthiazole 2-ethylthiazole 2-エチルチアゾール 2-エチルチアゾール チオエーテル類 10 15679-09-1

935 2-(ethylthio)phenol 2-(ethylthio)phenol
2-(エチルチオ)フェノー
ル

2-(エチルチオ)フェノー
ル

チオール類 11 29549-60-8
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936 2-ethylthiophene 2-ethylthiophene 2-エチルチオフェン 2-エチルチオフェン チオエーテル類 10 872-55-9

937 ethylvanillin isobutyrate ethylvanillin isobutyrate
エチルバニリン イソブチ
レート

エチルバニリン イソブチ
レート

エステル類 4 188417-26-7

938
ethylvanillin
propyleneglycol acetal

ethylvanillin
propyleneglycol acetal

エチルバニリン プロピレ
ングリコール アセタール

エチルバニリン プロピレ
ングリコール アセタール

フェノール類 14 68527-76-4

940 eugenyl acetate eugenyl acetate オイゲニル アセテート オイゲニル アセテート エステル類 4 93-28-7

941 eugenyl benzoate eugenyl benzoate オイゲニル ベンゾエート オイゲニル ベンゾエート エステル類 4 531-26-0

942 eugenyl formate eugenyl formate オイゲニル ホーメート オイゲニル ホーメート エステル類 4 10031-96-6

943 eugenyl phenylacetate eugenyl phenylacetate
オイゲニル フェニルアセ
テート

オイゲニル フェニルアセ
テート

エステル類 4 10402-33-2

944
methyl 2,4-dihydroxy-3,6-
dimethylbenzoate

methyl 2,4-dihydroxy-3,6-
dimethylbenzoate

メチル 2,4-ジヒドロキシ-
3,6-ジメチルベンゾエート

メチル 2,4-ジヒドロキシ-
3,6-ジメチルベンゾエート

エステル類 4 4707-47-5

945 alpha-farnesene alpha-farnesene α-ファルネセン α-ファルネセン テルペン系炭化水素類 12
502-61-4

28973-99-1
125037-13-0

946 beta-farnesene beta-farnesene β-ファルネセン β-ファルネセン テルペン系炭化水素類 12
18794-84-8
77129-48-7

947 farnesene farnesene ファルネセン ファルネセン テルペン系炭化水素類 12

948 farnesol farnesol ファルネソール ファルネソール 脂肪族高級アルコール類 7 4602-84-0

949 farnesyl acetate farnesyl acetate ファルネシル アセテート ファルネシル アセテート エステル類 4 29548-30-9

950 farnesylacetone farnesylacetone ファルネシルアセトン ファルネシルアセトン ケトン類 5
762-29-8
1117-52-8

951 d -fenchone d -fenchone d -フェンコン d -フェンコン ケトン類 5 4695-62-9

952 fenchone fenchone フェンコン フェンコン ケトン類 5
1195-79-5
7787-20-4

953 fenchyl acetate fenchyl acetate フェンキル アセテート フェンキル アセテート エステル類 4 13851-11-1

954 fenchyl alcohol fenchyl alcohol フェンキル アルコール フェンキル アルコール 脂肪族高級アルコール類 7
512-13-0
1632-73-1
14575-74-7

955 fenchyl butyrate fenchyl butyrate フェンキル ブチレート フェンキル ブチレート エステル類 4

956
formaｌdehyde diethyl
acetal

formadehyde diethyl
acetal

ホルムアルデヒド ジエチ
ル アセタール

ホルムアルデヒド ジエチ
ル アセタール

エーテル類 3 462-95-3

957 2,4-dithiapentane 2,4-dithiapentane 2,4-ジチアペンタン 2,4-ジチアペンタン チオエーテル類 10 1618-26-4

958 formic acid formic acid ホルミック アシド ホルミック アシド 脂肪酸類 6 64-18-6

959
4-hydroxy-2,5-dimethyl-
3(2H )-furanone

4-hydroxy-2,5-dimethyl-
3(2H )-furanone

4-ヒドロキシ-2,5-ジメチ
ル-3(2H )-フラノン

4-ヒドロキシ-2,5-ジメチ
ル-3(2H )-フラノン

ケトン類 5 3658-77-3

960
2,5-dimethyl-4-oxo-
3(5H )-furyl acetate

2,5-dimethyl-4-oxo-
3(5H )-furyl acetate

2,5-ジメチル-4-オキソ-
3(5H )-フリル アセテート

2,5-ジメチル-4-オキソ-
3(5H )-フリル アセテート

エステル類 4 4166-20-5

961 furfural furfural フルフラール フルフラール
フルフラール及びその誘
導体

15 98-01-1

962 furfural diethyl acetal furfural diethyl acetal
フルフラール ジエチル
アセタール

フルフラール ジエチル
アセタール

フルフラール及びその誘
導体

15 13529-27-6
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類番
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963 furfural diisoamyl acetal furfural diisoamyl acetal
フルフラール ジイソアミ
ル アセタール

フルフラール ジイソアミ
ル アセタール

フルフラール及びその誘
導体

15 18091-14-0

964 furfural glyceryl acetal furfural glyceryl acetal
フルフラール グリセリル
アセタール

フルフラール グリセリル
アセタール

フルフラール及びその誘
導体

15

965
furfural propyleneglycol
acetal

furfural propyleneglycol
acetal

フルフラール プロピレン
グリコール アセタール

フルフラール プロピレン
グリコール アセタール

フルフラール及びその誘
導体

15 4359-54-0

966 furfuryl isobutyrate furfuryl isobutyrate
フルフリル イソブチレー
ト

フルフリル イソブチレー
ト

エステル類 4 6270-55-9

967 furfuryl acetate furfuryl acetate フルフリル アセテート フルフリル アセテート エステル類 4 623-17-6

968 furfuryl alcohol furfuryl alcohol フルフリル アルコール フルフリル アルコール 芳香族アルコール類 16 98-00-0

969 furfuryl butyrate furfuryl butyrate フルフリル ブチレート フルフリル ブチレート エステル類 4 623-21-2

970 furfuryl decanoate furfuryl decanoate フルフリル デカノエート フルフリル デカノエート エステル類 4 39252-05-6

971 furfuryl formate furfuryl formate フルフリル ホーメート フルフリル ホーメート エステル類 4 13493-97-5

972 furfuryl heptanoate furfuryl heptanoate フルフリル ヘプタノエート フルフリル ヘプタノエート エステル類 4 39481-28-2

973 furfuryl hexanoate furfuryl hexanoate
フルフリル ヘキサノエー
ト

フルフリル ヘキサノエー
ト

エステル類 4 39252-02-3

974 furfuryl isopropyl sulfide furfuryl isopropyl sulfide
フルフリル イソプロピル
スルフィド

フルフリル イソプロピル
スルフィド

チオエーテル類 10 1883-78-9

975 furfuryl isovalerate furfuryl isovalerate
フルフリル イソバレレー
ト

フルフリル イソバレレー
ト

エステル類 4 13678-60-9

976 2-furanmethanethiol 2-furanmethanethiol 2-フランメタンチオール 2-フランメタンチオール チオール類 11 98-02-2

977 furfuryl methyl ether furfuryl methyl ether
フルフリル メチル エーテ
ル

フルフリル メチル エーテ
ル

エーテル類 3 13679-46-4

978 (2-furyl)-2-propanone (2-furyl)-2-propanone (2-フリル)-2-プロパノン (2-フリル)-2-プロパノン ケトン類 5 6975-60-6

979 furfuryl methyl sulfide furfuryl methyl sulfide
フルフリル メチル スル
フィド

フルフリル メチル スル
フィド

チオエーテル類 10 1438-91-1

980 furfuryl octanoate furfuryl octanoate フルフリル オクタノエート フルフリル オクタノエート エステル類 4 39252-03-4

981 furfuryl propionate furfuryl propionate
フルフリル プロピオネー
ト

フルフリル プロピオネー
ト

エステル類 4 623-19-8

982 S -furfuryl ethanethioate S -furfuryl ethanethioate
S -フルフリル エタンチオ
エート

S -フルフリル エタンチオ
エート

エステル類 4 13678-68-7

983 S -furfuryl propanethioate S -furfuryl propanethioate
S -フルフリル プロパンチ
オエート

S -フルフリル プロパンチ
オエート

エステル類 4 59020-85-8

984 furfuryl valerate furfuryl valerate フルフリル バレレート フルフリル バレレート エステル類 4 36701-01-6

985
4-(2-furyl)-3-buten-2-
one

4-(2-furyl)-3-buten-2-
one

4-(2-フリル)-3-ブテン-
2-オン

4-(2-フリル)-3-ブテン-
2-オン

ケトン類 5 623-15-4

986 S -furfuryl methanethioate S -furfuryl methanethioate
S -フルフリル メタンチオ
エート

S -フルフリル メタンチオ
エート

エステル類 4 59020-90-5

987
1-(2-furfurylthio)-2-
propanone

1-(2-furfurylthio)-2-
propanone

1-(2-フルフリルチオ)-2-
プロパノン

1-(2-フルフリルチオ)-2-
プロパノン

ケトン類 5 58066-86-7

988
4-(furfurylthio)-4-methyl-
2-pentanone

4-(furfurylthio)-4-methyl-
2-pentanone

4-(フルフリルチオ)-4-メ
チル-2-ペンタノン

4-(フルフリルチオ)-4-メ
チル-2-ペンタノン

ケトン類 5

989 2-furoic acid 2-furoic acid 2-フロイック アシド 2-フロイック アシド 脂肪酸類 6 88-14-2

990 3-(2-furyl)-2-propenal 3-(2-furyl)-2-propenal
3-(2-フリル)-2-プロペ
ナール

3-(2-フリル)-2-プロペ
ナール

芳香族アルデヒド類 17 623-30-3
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

991
5-(2-furyl)-2,4-
pentadienal

5-(2-furyl)-2,4-
pentadienal

5-(2-フリル)-2,4-ペンタ
ジエナール

5-(2-フリル)-2,4-ペンタ
ジエナール

芳香族アルデヒド類 17 5916-94-9

992 geranial geranial ゲラニアール ゲラニアール 脂肪族高級アルデヒド類 8 141-27-5

993 geranic acid geranic acid ゲラニック アシド ゲラニック アシド 脂肪酸類 6
459-80-3
4698-08-2

995 geranoxyacetaldehyde geranoxyacetaldehyde
ゲラノキシアセトアルデヒ
ド

ゲラノキシアセトアルデヒ
ド

脂肪族高級アルデヒド類 8 65405-73-4

996 geranyl 2-methylbutyrate geranyl 2-methylbutyrate
ゲラニル 2-メチルブチ
レート

ゲラニル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4 68705-63-5

998 geranyl acetoacetate geranyl acetoacetate
ゲラニル アセトアセテー
ト

ゲラニル アセトアセテー
ト

エステル類 4 10032-00-5

999 geranyl acetone geranyl acetone ゲラニル アセトン ゲラニル アセトン ケトン類 5 3796-70-1

1000 geranyl anthranilate geranyl anthranilate
ゲラニル アンスラニレー
ト

ゲラニル アンスラニレー
ト

エステル類 4 67874-69-5

1001 geranyl benzoate geranyl benzoate ゲラニル ベンゾエート ゲラニル ベンゾエート エステル類 4 94-48-4

1002 geranyl butyrate geranyl butyrate ゲラニル ブチレート ゲラニル ブチレート エステル類 4 106-29-6

1003 geranyl 2-butenoate geranyl 2-butenoate ゲラニル 2-ブテノエート ゲラニル 2-ブテノエート エステル類 4 56172-46-4

1005 geranyl hexanoate geranyl hexanoate ゲラニル ヘキサノエート ゲラニル ヘキサノエート エステル類 4 10032-02-7

1006 geranyl isobutyrate geranyl isobutyrate ゲラニル イソブチレート ゲラニル イソブチレート エステル類 4 2345-26-8

1007 geranyl isovalerate geranyl isovalerate ゲラニル イソバレレート ゲラニル イソバレレート エステル類 4 109-20-6

1008 geranyllinalool geranyllinalool ゲラニルリナロール ゲラニルリナロール 脂肪族高級アルコール類 7 1113-21-9

1009 geranyl phenylacetate geranyl phenylacetate
ゲラニル フェニルアセ
テート

ゲラニル フェニルアセ
テート

エステル類 4 102-22-7

1010 geranyl propionate geranyl propionate ゲラニル プロピオネート ゲラニル プロピオネート エステル類 4 105-90-8

1011 geranyl tiglate geranyl tiglate ゲラニル チグレート ゲラニル チグレート エステル類 4 7785-33-3

1012 geranyl valerate geranyl valerate ゲラニル バレレート ゲラニル バレレート エステル類 4 10402-47-8

1013 2-geranylcyclopentanone 2-geranylcyclopentanone
2-ゲラニルシクロペンタ
ノン

2-ゲラニルシクロペンタ
ノン

ケトン類 5 68133-79-9

1014 germacrene D germacrene D ゲルマクレン D ゲルマクレン D テルペン系炭化水素類 12 23986-74-5

1015
glyceryl (mono or di or
tri)-5-hydroxydecanoate

glyceryl (mono or di or
tri)-5-hydroxydecanoate

グリセリル (モノ or ジ or
トリ)-5-ヒドロキシデカノ
エート

グリセリル (モノ or ジ or
トリ)-5-ヒドロキシデカノ
エート

エステル類 4 26446-31-1

1016
glyceryl (mono or di or
tri)-5-
hydroxydodecanoate

glyceryl (mono or di or
tri)-5-
hydroxydodecanoate

グリセリル (モノ or ジ or
トリ)-5-ヒドロキシドデカ
ノエート

グリセリル (モノ or ジ or
トリ)-5-ヒドロキシドデカ
ノエート

エステル類 4 26446-32-2

1017 guaiacol guaiacol グアイアコール グアイアコール フェノール類 14 90-05-1

1018 2-methoxyphenyl acetate 2-methoxyphenyl acetate
2-メトキシフェニル アセ
テート

2-メトキシフェニル アセ
テート

エステル類 4 613-70-7

1019
2-methoxyphenyl
phenylacetate

2-methoxyphenyl
phenylacetate

2-メトキシフェニル フェニ
ルアセテート

2-メトキシフェニル フェニ
ルアセテート

エステル類 4 4112-89-4

1020 beta-guaiene beta-guaiene β-グアイエン β-グアイエン テルペン系炭化水素類 12 88-84-6
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1021 guaiyl acetate guaiyl acetate グアイル アセテート グアイル アセテート エステル類 4 134-28-1

1022
piperonal propyleneglycol
acetal

piperonal propyleneglycol
acetal

ピペロナール プロピレン
グリコール アセタール

ピペロナール プロピレン
グリコール アセタール

エーテル類 3 61683-99-6

1023 heptadecanoic acid heptadecanoic acid ヘプタデカノイック アシド ヘプタデカノイック アシド 脂肪酸類 6 506-12-7

1024 heptadecanol heptadecanol ヘプタデカノール ヘプタデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 1454-85-9

1025 2-heptadecanone 2-heptadecanone 2-ヘプタデカノン 2-ヘプタデカノン ケトン類 5 2922-51-2

1026
trans,trans -2,4-
heptadienal

trans,trans -2,4-
heptadienal

trans,trans -2,4-ヘプタジ
エナール

trans,trans -2,4-ヘプタジ
エナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 4313-03-5

1027 2,4-heptadienal 2,4-heptadienal 2,4-ヘプタジエナール 2,4-ヘプタジエナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 5910-85-0

1028 delta-heptalactone delta-heptalactone δ-ヘプタラクトン δ-ヘプタラクトン ラクトン類 18 3301-90-4

1029 gamma-heptalactone gamma-heptalactone γ-ヘプタラクトン γ-ヘプタラクトン ラクトン類 18 105-21-5

1030 heptanal heptanal ヘプタナール ヘプタナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 111-71-7

1031
heptanal propyleneglycol
acetal

heptanal propyleneglycol
acetal

ヘプタナール プロピレン
グリコール アセタール

ヘプタナール プロピレン
グリコール アセタール

エーテル類 3 4351-10-4

1032 heptanal dibutyl acetal heptanal dibutyl acetal
ヘプタナール ジブチル
アセタール

ヘプタナール ジブチル
アセタール

エーテル類 3

1033 heptanal diethyl acetal heptanal diethyl acetal
ヘプタナール ジエチル
アセタール

ヘプタナール ジエチル
アセタール

エーテル類 3 688-82-4

1034 heptanal dimethyl acetal heptanal dimethyl acetal
ヘプタナール ジメチル
アセタール

ヘプタナール ジメチル
アセタール

エーテル類 3 10032-05-0

1035 heptanal glyceryl acetal heptanal glyceryl acetal
ヘプタナール グリセリル
アセタール

ヘプタナール グリセリル
アセタール

脂肪族高級アルコール類 7
1708-35-6
72854-42-3

1036 2,3-heptanedione 2,3-heptanedione 2,3-ヘプタンジオン 2,3-ヘプタンジオン ケトン類 5 96-04-8

1037 heptanoic acid heptanoic acid ヘプタノイック アシド ヘプタノイック アシド 脂肪酸類 6 111-14-8

1038 2-heptanol 2-heptanol 2-ヘプタノール 2-ヘプタノール 脂肪族高級アルコール類 7 543-49-7

1039 3-heptanol 3-heptanol 3-ヘプタノール 3-ヘプタノール 脂肪族高級アルコール類 7 589-82-2

1040 4-heptanol 4-heptanol 4-ヘプタノール 4-ヘプタノール 脂肪族高級アルコール類 7 589-55-9

1041 heptanol heptanol ヘプタノール ヘプタノール 脂肪族高級アルコール類 7 111-70-6

1042
2-heptanone
propyleneglycol acetal

2-heptanone
propyleneglycol acetal

2-ヘプタノン プロピレン
グリコール アセタール

2-ヘプタノン プロピレン
グリコール アセタール

エーテル類 3

1043 1-hepten-3-ol 1-hepten-3-ol 1-ヘプテン-3-オール 1-ヘプテン-3-オール 脂肪族高級アルコール類 7 4938-52-7

1044 2-heptenal 2-heptenal 2-ヘプテナール 2-ヘプテナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 2463-63-0

1045 cis -4-heptenal cis -4-heptenal cis -4-ヘプテナール cis -4-ヘプテナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 6728-31-0

1046 trans -2-heptenal trans -2-heptenal trans -2-ヘプテナール trans -2-ヘプテナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 18829-55-5

1047 trans -4-heptenal trans -4-heptenal trans -4-ヘプテナール trans -4-ヘプテナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 929-22-6

1048 4-heptenal diethyl acetal 4-heptenal diethyl acetal
4-ヘプテナール ジエチ
ル アセタール

4-ヘプテナール ジエチ
ル アセタール

エーテル類 3
18492-65-4
18492-66-5
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1049 2-heptenoic acid 2-heptenoic acid 2-ヘプテノイック アシド 2-ヘプテノイック アシド 脂肪酸類 6
10352-88-2
18999-28-5

1050 2-heptenol 2-heptenol 2-ヘプテノール 2-ヘプテノール 脂肪族高級アルコール類 7
22104-77-4
33467-76-4

1051 3-heptenol 3-heptenol 3-ヘプテノール 3-ヘプテノール 脂肪族高級アルコール類 7 10606-47-0

1052 cis -4-heptenol cis -4-heptenol cis -4-ヘプテノール cis -4-ヘプテノール 脂肪族高級アルコール類 7 6191-71-5

1053 2-heptenyl acetate 2-heptenyl acetate 2-ヘプテニル アセテート 2-ヘプテニル アセテート エステル類 4 16939-73-4

1054 heptyl 2-methylbutyrate heptyl 2-methylbutyrate
ヘプチル 2-メチルブチ
レート

ヘプチル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4 50862-12-9

1055 2-heptyl acetate 2-heptyl acetate 2-ヘプチル アセテート 2-ヘプチル アセテート エステル類 4 5921-82-4

1056 heptyl acetate heptyl acetate ヘプチル アセテート ヘプチル アセテート エステル類 4 112-06-1

1057 heptyl butyrate heptyl butyrate ヘプチル ブチレート ヘプチル ブチレート エステル類 4 5870-93-9

1058 heptyl butyryllactate heptyl butyryllactate
ヘプチル ブチリルラク
テート

ヘプチル ブチリルラク
テート

エステル類 4

1059 heptyl cinnamate heptyl cinnamate ヘプチル シンナメート ヘプチル シンナメート エステル類 4 10032-08-3

1060 heptyl decanoate heptyl decanoate ヘプチル デカノエート ヘプチル デカノエート エステル類 4 60160-17-0

1061 heptyl formate heptyl formate ヘプチル ホーメート ヘプチル ホーメート エステル類 4 112-23-2

1062 heptyl heptanoate heptyl heptanoate ヘプチル ヘプタノエート ヘプチル ヘプタノエート エステル類 4 624-09-9

1063 heptyl hexanoate heptyl hexanoate ヘプチル ヘキサノエート ヘプチル ヘキサノエート エステル類 4 6976-72-3

1064 heptyl isobutyrate heptyl isobutyrate ヘプチル イソブチレート ヘプチル イソブチレート エステル類 4 2349-13-5

1065
heptyl 4-
methylpentanoate

heptyl 4-
methylpentanoate

ヘプチル 4-メチルペンタ
ノエート

ヘプチル 4-メチルペンタ
ノエート

エステル類 4

1066 heptyl isovalerate heptyl isovalerate ヘプチル イソバレレート ヘプチル イソバレレート エステル類 4 56423-43-9

1067 heptanethiol heptanethiol ヘプタンチオール ヘプタンチオール チオール類 11 1639-09-4

1068
2-nonanone
propyleneglycol acetal

2-nonanone
propyleneglycol acetal

2-ノナノン プロピレング
リコール アセタール

2-ノナノン プロピレング
リコール アセタール

エーテル類 3 165191-91-3

1069 heptyl nonanoate heptyl nonanoate ヘプチル ノナノエート ヘプチル ノナノエート エステル類 4 71605-85-1

1070 heptyl octanoate heptyl octanoate ヘプチル オクタノエート ヘプチル オクタノエート エステル類 4 4265-97-8

1071 heptyl propionate heptyl propionate ヘプチル プロピオネート ヘプチル プロピオネート エステル類 4 2216-81-1

1072 2-heptyl-4-pentanolide 2-heptyl-4-pentanolide
2-ヘプチル-4-ペンタノリ
ド

2-ヘプチル-4-ペンタノリ
ド

ラクトン類 18 40923-64-6

1073 gamma-hexadecalactone gamma-hexadecalactone γ-ヘキサデカラクトン γ-ヘキサデカラクトン ラクトン類 18 730-46-1

1074 hexadecanal hexadecanal ヘキサデカナール ヘキサデカナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 629-80-1

1075 hexadecanethiol hexadecanethiol ヘキサデカンチオール ヘキサデカンチオール チオール類 11 2917-26-2

1076 hexadecanol hexadecanol ヘキサデカノール ヘキサデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 36653-82-4
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1077 delta-hexadecalactone delta-hexadecalactone δ-ヘキサデカラクトン δ-ヘキサデカラクトン ラクトン類 18 7370-44-7

1078 2-hexadecenoic acid 2-hexadecenoic acid
2-ヘキサデセノイック ア
シド

2-ヘキサデセノイック ア
シド

脂肪酸類 6 629-56-1

1079 2,4-hexadienol 2,4-hexadienol 2,4-ヘキサジエノール 2,4-ヘキサジエノール 脂肪族高級アルコール類 7 111-28-4

1080
trans,trans -2,4-
hexadienal

trans,trans -2,4-
hexadienal

trans,trans -2,4-ヘキサ
ジエナール

trans,trans -2,4-ヘキサ
ジエナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 142-83-6

1081 2,4-hexadienyl acetate 2,4-hexadienyl acetate
2,4-ヘキサジエニル アセ
テート

2,4-ヘキサジエニル アセ
テート

エステル類 4 1516-17-2

1082 3,4-hexanedione 3,4-hexanedione 3,4-ヘキサンジオン 3,4-ヘキサンジオン ケトン類 5 4437-51-8

1084
6,10,14-trimethyl-2-
pentadecanone

6,10,14-trimethyl-2-
pentadecanone

6,10,14-トリメチル-2-ペ
ンタデカノン

6,10,14-トリメチル-2-ペ
ンタデカノン

ケトン類 5 502-69-2

1085 delta-hexalactone delta-hexalactone δ-ヘキサラクトン δ-ヘキサラクトン ラクトン類 18 823-22-3

1086 gamma-hexalactone gamma-hexalactone γ-ヘキサラクトン γ-ヘキサラクトン ラクトン類 18 695-06-7

1087 hexanal hexanal ヘキサナール ヘキサナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 66-25-1

1088 hexanal diamyl acetal hexanal diamyl acetal
ヘキサナール ジアミル
アセタール

ヘキサナール ジアミル
アセタール

エーテル類 3

1089 hexanal dibutyl acetal hexanal dibutyl acetal
ヘキサナール ジブチル
アセタール

ヘキサナール ジブチル
アセタール

エーテル類 3 93892-07-0

1090 hexanal diethyl acetal hexanal diethyl acetal
ヘキサナール ジエチル
アセタール

ヘキサナール ジエチル
アセタール

エーテル類 3 3658-93-3

1091 hexanal dihexyl acetal hexanal dihexyl acetal
ヘキサナール ジヘキシ
ル アセタール

ヘキサナール ジヘキシ
ル アセタール

エーテル類 3 33673-65-3

1092 hexanal diisoamyl acetal hexanal diisoamyl acetal
ヘキサナール ジイソアミ
ル アセタール

ヘキサナール ジイソアミ
ル アセタール

エーテル類 3 93892-09-2

1093 hexanal dimethyl acetal hexanal dimethyl acetal
ヘキサナール ジメチル
アセタール

ヘキサナール ジメチル
アセタール

エーテル類 3 1599-47-9

1094
hexanal ethyl isoamyl
acetal

hexanal ethyl isoamyl
acetal

ヘキサナール エチル イ
ソアミル アセタール

ヘキサナール エチル イ
ソアミル アセタール

エーテル類 3

1095 hexanal glyceryl acetal hexanal glyceryl acetal
ヘキサナール グリセリル
アセタール

ヘキサナール グリセリル
アセタール

脂肪族高級アルコール類 7 4379-20-8

1096
hexanal hexyl isoamyl
acetal

hexanal hexyl isoamyl
acetal

ヘキサナール ヘキシル
イソアミル アセタール

ヘキサナール ヘキシル
イソアミル アセタール

エーテル類 3 896447-13-5

1097
hexanal propyleneglycol
acetal

hexanal propyleneglycol
acetal

ヘキサナール プロピレン
グリコール アセタール

ヘキサナール プロピレン
グリコール アセタール

エーテル類 3
1599-49-1
26563-74-6

1098 1,6-hexanedithiol 1,6-hexanedithiol 1,6-ヘキサンジチオール 1,6-ヘキサンジチオール チオール類 11 1191-43-1

1100 2-hexanol 2-hexanol 2-ヘキサノール 2-ヘキサノール 脂肪族高級アルコール類 7 626-93-7

1101 3-hexanol 3-hexanol 3-ヘキサノール 3-ヘキサノール 脂肪族高級アルコール類 7 623-37-0

1102 hexanol hexanol ヘキサノール ヘキサノール 脂肪族高級アルコール類 7 111-27-3

1103 4-hexenol 4-hexenol 4-ヘキセノール 4-ヘキセノール 脂肪族高級アルコール類 7 6126-50-7

1104 5-hexen-2-one 5-hexen-2-one 5-ヘキセン-2-オン 5-ヘキセン-2-オン ケトン類 5 109-49-9

1105 1-hexen-3-ol 1-hexen-3-ol 1-ヘキセン-3-オール 1-ヘキセン-3-オール 脂肪族高級アルコール類 7 4798-44-1

1106 4-hexen-3-one 4-hexen-3-one 4-ヘキセン-3-オン 4-ヘキセン-3-オン ケトン類 5
2497-21-4
50396-87-7
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1107 1-hexen-3-one 1-hexen-3-one 1-ヘキセン-3-オン 1-ヘキセン-3-オン ケトン類 5 1629-60-3

1108 2-hexenal 2-hexenal 2-ヘキセナール 2-ヘキセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 505-57-7

1109 3-hexenal 3-hexenal 3-ヘキセナール 3-ヘキセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 4440-65-7

1110 cis -3-hexenal cis -3-hexenal cis -3-ヘキセナール cis -3-ヘキセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 6789-80-6

1111 trans -2-hexenal trans -2-hexenal trans -2-ヘキセナール trans -2-ヘキセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 6728-26-3

1112 trans -3-hexenal trans -3-hexenal trans -3-ヘキセナール trans -3-ヘキセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 69112-21-6

1113
cis -3-hexenal diethyl
acetal

cis -3-hexenal diethyl
acetal

cis -3-ヘキセナール ジ
エチル アセタール

cis -3-ヘキセナール ジ
エチル アセタール

エーテル類 3 73545-18-3

1114
trans -2-hexenal diethyl
acetal

trans -2-hexenal diethyl
acetal

trans -2-ヘキセナール
ジエチル アセタール

trans -2-ヘキセナール
ジエチル アセタール

エーテル類 3 67746-30-9

1115 hexenal dihexyl acetal hexenal dihexyl acetal
ヘキセナール ジヘキシ
ル アセタール

ヘキセナール ジヘキシ
ル アセタール

エーテル類 3

1116
trans -2-hexenal dimethyl
acetal

trans -2-hexenal dimethyl
acetal

trans -2-ヘキセナール
ジメチル アセタール

trans -2-ヘキセナール
ジメチル アセタール

エーテル類 3 18318-83-7

1117
trans -2-hexenal glyceryl
acetal

trans -2-hexenal glyceryl
acetal

trans -2-ヘキセナール
グリセリル アセタール

trans -2-ヘキセナール
グリセリル アセタール

脂肪族高級アルコール類 7

214220-85-6
897630-96-5
897672-50-3
897672-51-4

1118
trans -2-hexenal
propyleneglycol acetal

trans -2-hexenal
propyleneglycol acetal

trans -2-ヘキセナール
プロピレングリコール ア
セタール

trans -2-ヘキセナール
プロピレングリコール ア
セタール

エーテル類 3 94089-21-1

1119 2-hexenoic acid 2-hexenoic acid 2-ヘキセノイック アシド 2-ヘキセノイック アシド 脂肪酸類 6 1191-04-4

1120 3-hexenoic acid 3-hexenoic acid 3-ヘキセノイック アシド 3-ヘキセノイック アシド 脂肪酸類 6
1577-18-0
1775-43-5
4219-24-3

1121 trans -2-hexenoic acid trans -2-hexenoic acid
trans -2-ヘキセノイック
アシド

trans -2-ヘキセノイック
アシド

脂肪酸類 6 13419-69-7

1122 2-hexenol 2-hexenol 2-ヘキセノール 2-ヘキセノール 脂肪族高級アルコール類 7 2305-21-7

1123 3-hexenol 3-hexenol 3-ヘキセノール 3-ヘキセノール 脂肪族高級アルコール類 7 544-12-7

1124 cis -2-hexenol cis -2-hexenol cis -2-ヘキセノール cis -2-ヘキセノール 脂肪族高級アルコール類 7 928-94-9

1125 cis -3-hexenol cis -3-hexenol cis -3-ヘキセノール cis -3-ヘキセノール 脂肪族高級アルコール類 7 928-96-1

1126 cis -4-hexenol cis -4-hexenol cis -4-ヘキセノール cis -4-ヘキセノール 脂肪族高級アルコール類 7 928-91-6

1127 trans -2-hexenol trans -2-hexenol trans -2-ヘキセノール trans -2-ヘキセノール 脂肪族高級アルコール類 7 928-95-0

1128 trans -3-hexenol trans -3-hexenol trans -3-ヘキセノール trans -3-ヘキセノール 脂肪族高級アルコール類 7 928-97-2

1129 trans -4-hexenol trans -4-hexenol trans -4-ヘキセノール trans -4-ヘキセノール 脂肪族高級アルコール類 7 928-92-7

1130 3-hexenyl 2-ethylbutyrate 3-hexenyl 2-ethylbutyrate
3-ヘキセニル 2-エチル
ブチレート

3-ヘキセニル 2-エチル
ブチレート

エステル類 4 94071-12-2

1131 cis -3-hexenyl 2-furoate cis -3-hexenyl 2-furoate
cis -3-ヘキセニル 2-フ
ロエート

cis -3-ヘキセニル 2-フ
ロエート

エステル類 4

1132 3-hexenyl 2-hexenoate 3-hexenyl 2-hexenoate
3-ヘキセニル 2-ヘキセ
ノエート

3-ヘキセニル 2-ヘキセ
ノエート

エステル類 4 53398-87-1
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類番
号

CAS番号

1133
cis -3-hexenyl 2-
methylbutyrate

cis -3-hexenyl 2-
methylbutyrate

cis -3-ヘキセニル 2-メ
チルブチレート

cis -3-ヘキセニル 2-メ
チルブチレート

エステル類 4 53398-85-9

1134
3-hexenyl 2-
methylbutyrate

3-hexenyl 2-
methylbutyrate

3-ヘキセニル 2-メチル
ブチレート

3-ヘキセニル 2-メチル
ブチレート

エステル類 4 10094-41-4

1135
trans -2-hexenyl 2-
methylbutyrate

trans -2-hexenyl 2-
methylbutyrate

trans -2-ヘキセニル 2-
メチルブチレート

trans -2-ヘキセニル 2-
メチルブチレート

エステル類 4 94089-01-7

1136
cis -3-hexenyl 2-
methylpentanoate

cis -3-hexenyl 2-
methylpentanoate

cis -3-ヘキセニル 2-メ
チルペンタノエート

cis -3-ヘキセニル 2-メ
チルペンタノエート

エステル類 4

1137 3-hexenyl 3-hexenoate 3-hexenyl 3-hexenoate
3-ヘキセニル 3-ヘキセ
ノエート

3-ヘキセニル 3-ヘキセ
ノエート

エステル類 4 61444-38-0

1138
3-hexenyl 4-
methylpentanoate

3-hexenyl 4-
methylpentanoate

3-ヘキセニル 4-メチル
ペンタノエート

3-ヘキセニル 4-メチル
ペンタノエート

エステル類 4

1139 2-hexenyl acetate 2-hexenyl acetate 2-ヘキセニル アセテート 2-ヘキセニル アセテート エステル類 4 10094-40-3

1140 cis -2-hexenyl acetate cis -2-hexenyl acetate
cis -2-ヘキセニル アセ
テート

cis -2-ヘキセニル アセ
テート

エステル類 4 56922-75-9

1141 cis -3-hexenyl acetate cis -3-hexenyl acetate
cis -3-ヘキセニル アセ
テート

cis -3-ヘキセニル アセ
テート

エステル類 4 3681-71-8

1142 trans -2-hexenyl acetate trans -2-hexenyl acetate
trans -2-ヘキセニル ア
セテート

trans -2-ヘキセニル ア
セテート

エステル類 4 2497-18-9

1143 1-hexenyl acetate 1-hexenyl acetate 1-ヘキセニル アセテート 1-ヘキセニル アセテート エステル類 4 32797-50-5

1144 trans -3-hexenyl acetate trans -3-hexenyl acetate
trans -3-ヘキセニル ア
セテート

trans -3-ヘキセニル ア
セテート

エステル類 4 3681-82-1

1145 5-hexenyl acetate 5-hexenyl acetate 5-ヘキセニル アセテート 5-ヘキセニル アセテート エステル類 4 5048-26-0

1146
cis -3-hexenyl
acetoacetate

cis -3-hexenyl
acetoacetate

cis -3-ヘキセニル アセト
アセテート

cis -3-ヘキセニル アセト
アセテート

エステル類 4 84434-20-8

1147
cis -3-hexenyl 4-
methoxybenzoate

cis -3-hexenyl 4-
methoxybenzoate

cis -3-ヘキセニル 4-メト
キシベンゾエート

cis -3-ヘキセニル 4-メト
キシベンゾエート

エステル類 4 121432-33-5

1148
cis -3-hexenyl
anthranilate

cis -3-hexenyl
anthranilate

cis -3-ヘキセニル アン
スラニレート

cis -3-ヘキセニル アン
スラニレート

エステル類 4 65405-76-7

1149 cis -3-hexenyl benzoate cis -3-hexenyl benzoate
cis -3-ヘキセニル ベン
ゾエート

cis -3-ヘキセニル ベン
ゾエート

エステル類 4 25152-85-6

1150 trans -2-hexenyl benzoate trans -2-hexenyl benzoate
trans -2-ヘキセニル ベ
ンゾエート

trans -2-ヘキセニル ベ
ンゾエート

エステル類 4

1151 cis -3-hexenyl butyrate cis -3-hexenyl butyrate
cis -3-ヘキセニル ブチ
レート

cis -3-ヘキセニル ブチ
レート

エステル類 4 16491-36-4

1152 trans -2-hexenyl butyrate trans -2-hexenyl butyrate
trans -2-ヘキセニル ブ
チレート

trans -2-ヘキセニル ブ
チレート

エステル類 4 53398-83-7

1153 cis -4-hexenyl butyrate cis -4-hexenyl butyrate
cis -4-ヘキセニル ブチ
レート

cis -4-ヘキセニル ブチ
レート

エステル類 4

1154 cis -3-hexenyl cinnamate cis -3-hexenyl cinnamate
cis -3-ヘキセニル シン
ナメート

cis -3-ヘキセニル シン
ナメート

エステル類 4 68133-75-5

1155
trans -2-hexenyl
cinnamate

trans -2-hexenyl
cinnamate

trans -2-ヘキセニル シ
ンナメート

trans -2-ヘキセニル シ
ンナメート

エステル類 4

1156
cis -3-hexenyl 2-
butenoate

cis -3-hexenyl 2-
butenoate

cis -3-ヘキセニル 2-ブ
テノエート

cis -3-ヘキセニル クロト
ネート

エステル類 4 65405-80-3

1157 cis -3-hexenyl decanoate cis -3-hexenyl decanoate
cis -3-ヘキセニル デカノ
エート

cis -3-ヘキセニル デカノ
エート

エステル類 4 85554-69-4

1158
trans -2-hexenyl
decanoate

trans -2-hexenyl
decanoate

trans -2-ヘキセニル デ
カノエート

trans -2-ヘキセニル デ
カノエート

エステル類 4

1159 cis -3-hexenyl formate cis -3-hexenyl formate
cis -3-ヘキセニル ホー
メート

cis -3-ヘキセニル ホー
メート

エステル類 4 33467-73-1

1160 trans -2-hexenyl formate trans -2-hexenyl formate
trans -2-ヘキセニル
ホーメート

trans -2-ヘキセニル
ホーメート

エステル類 4 53398-78-0
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1161 cis -3-hexenyl heptanoate cis -3-hexenyl heptanoate
cis -3-ヘキセニル ヘプ
タノエート

cis -3-ヘキセニル ヘプ
タノエート

エステル類 4 61444-39-1

1162 cis -3-hexenyl hexanoate cis -3-hexenyl hexanoate
cis -3-ヘキセニル ヘキ
サノエート

cis -3-ヘキセニル ヘキ
サノエート

エステル類 4 31501-11-8

1163
trans -3-hexenyl
hexanoate

trans -3-hexenyl
hexanoate

trans -3-ヘキセニル ヘ
キサノエート

trans -3-ヘキセニル ヘ
キサノエート

エステル類 4 56922-82-8

1164
trans -2-hexenyl
hexanoate

trans -2-hexenyl
hexanoate

trans -2-ヘキセニル ヘ
キサノエート

trans -2-ヘキセニル ヘ
キサノエート

エステル類 4 53398-86-0

1165 cis -2-hexenyl hexanoate cis -2-hexenyl hexanoate
cis -2-ヘキセニル ヘキ
サノエート

cis -2-ヘキセニル ヘキ
サノエート

エステル類 4 56922-79-3

1166
trans -2-hexenyl
isobutyrate

trans -2-hexenyl
isobutyrate

trans -2-ヘキセニル イ
ソブチレート

trans -2-ヘキセニル イ
ソブチレート

エステル類 4

1167 cis -3-hexenyl isobutyrate cis -3-hexenyl isobutyrate
cis -3-ヘキセニル イソブ
チレート

cis -3-ヘキセニル イソブ
チレート

エステル類 4 41519-23-7

1168 5-hexenyl isothiocyanate 5-hexenyl isothiocyanate
5-ヘキセニル イソチオシ
アネート

5-ヘキセニル イソチオシ
アネート

イソチオシアネート類 1 49776-81-0

1169 3-hexenyl isovalerate 3-hexenyl isovalerate
3-ヘキセニル イソバレ
レート

3-ヘキセニル イソバレ
レート

エステル類 4 10032-11-8

1170 cis -3-hexenyl isovalerate cis -3-hexenyl isovalerate
cis -3-ヘキセニル イソ
バレレート

cis -3-ヘキセニル イソ
バレレート

エステル類 4 35154-45-1

1171
trans -2-hexenyl
isovalerate

trans -2-hexenyl
isovalerate

trans -2-ヘキセニル イ
ソバレレート

trans -2-ヘキセニル イ
ソバレレート

エステル類 4 68698-59-9

1172 cis -3-hexenyl lactate cis -3-hexenyl lactate
cis -3-ヘキセニル ラク
テート

cis -3-ヘキセニル ラク
テート

エステル類 4 61931-81-5

1173 trans -2-hexenyl lactate trans -2-hexenyl lactate
trans -2-ヘキセニル ラ
クテート

trans -2-ヘキセニル ラ
クテート

エステル類 4 85554-71-8

1174 cis -3-hexenyl levulinate cis -3-hexenyl levulinate
cis -3-ヘキセニル レブリ
ネート

cis -3-ヘキセニル レブリ
ネート

エステル類 4 85554-70-7

1175
cis -3-hexenyl methyl
carbonate

cis -3-hexenyl methyl
carbonate

cis -3-ヘキセニル メチ
ル カーボネート

cis -3-ヘキセニル メチ
ル カーボネート

エステル類 4 67633-96-9

1176 cis -3-hexenyl nonanoate cis -3-hexenyl nonanoate
cis -3-ヘキセニル ノナノ
エート

cis -3-ヘキセニル ノナノ
エート

エステル類 4 88191-46-2

1177 cis -3-hexenyl octanoate cis -3-hexenyl octanoate
cis -3-ヘキセニル オクタ
ノエート

cis -3-ヘキセニル オクタ
ノエート

エステル類 4 61444-41-5

1178
trans -2-hexenyl
octanoate

trans -2-hexenyl
octanoate

trans -2-ヘキセニル オ
クタノエート

trans -2-ヘキセニル オ
クタノエート

エステル類 4 85554-72-9

1179
cis -3-hexenyl
phenylacetate

cis -3-hexenyl
phenylacetate

cis -3-ヘキセニル フェニ
ルアセテート

cis -3-ヘキセニル フェニ
ルアセテート

エステル類 4 42436-07-7

1180
trans -2-hexenyl
phenylacetate

trans -2-hexenyl
phenylacetate

trans -2-ヘキセニル フェ
ニルアセテート

trans -2-ヘキセニル フェ
ニルアセテート

エステル類 4 68133-78-8

1181 cis -3-hexenyl propionate cis -3-hexenyl propionate
cis -3-ヘキセニル プロ
ピオネート

cis -3-ヘキセニル プロ
ピオネート

エステル類 4 33467-74-2

1182
trans -2-hexenyl
propionate

trans -2-hexenyl
propionate

trans -2-ヘキセニル プ
ロピオネート

trans -2-ヘキセニル プ
ロピオネート

エステル類 4 53398-80-4

1183 cis -3-hexenyl pyruvate cis -3-hexenyl pyruvate
cis -3-ヘキセニル ピル
ベート

cis -3-ヘキセニル ピル
ベート

エステル類 4 68133-76-6

1184 cis -3-hexenyl salicylate cis -3-hexenyl salicylate
cis -3-ヘキセニル サリ
シレート

cis -3-ヘキセニル サリ
シレート

エステル類 4 65405-77-8

1185
trans -2-hexenyl
salicylate

trans -2-hexenyl
salicylate

trans -2-ヘキセニル サ
リシレート

trans -2-ヘキセニル サ
リシレート

エステル類 4 68133-77-7

1186 cis -3-hexenyl tiglate cis -3-hexenyl tiglate
cis -3-ヘキセニル チグ
レート

cis -3-ヘキセニル チグ
レート

エステル類 4 67883-79-8

1187 cis -3-hexenyl valerate cis -3-hexenyl valerate
cis -3-ヘキセニル バレ
レート

cis -3-ヘキセニル バレ
レート

エステル類 4 35852-46-1

1188 trans -2-hexenyl valerate trans -2-hexenyl valerate
trans -2-ヘキセニル バ
レレート

trans -2-ヘキセニル バ
レレート

エステル類 4 56922-74-8
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1189
4-methyl-cis -7-decen-
4-olide

4-methyl-cis -7-decen-
4-olide

4-メチル-cis -7-デセン-
4-オリド

4-メチル-cis -7-デセン-
4-オリド

ラクトン類 18 70851-61-5

1190 hexyl 2-ethylbutyrate hexyl 2-ethylbutyrate
ヘキシル 2-エチルブチ
レート

ヘキシル 2-エチルブチ
レート

エステル類 4

1191 hexyl 2-furoate hexyl 2-furoate ヘキシル 2-フロエート ヘキシル 2-フロエート エステル類 4 39251-86-0

1192 hexyl 2-methylbutyrate hexyl 2-methylbutyrate
ヘキシル 2-メチルブチ
レート

ヘキシル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4 10032-15-2

1193 hexyl 2-methylpentanoate hexyl 2-methylpentanoate
ヘキシル 2-メチルペンタ
ノエート

ヘキシル 2-メチルペンタ
ノエート

エステル類 4

1194 2-hexyl acetate 2-hexyl acetate 2-ヘキシル アセテート 2-ヘキシル アセテート エステル類 4 5953-49-1

1195 hexyl acetate hexyl acetate ヘキシル アセテート ヘキシル アセテート エステル類 4 142-92-7

1196 hexyl benzoate hexyl benzoate ヘキシル ベンゾエート ヘキシル ベンゾエート エステル類 4 6789-88-4

1197 hexyl butyrate hexyl butyrate ヘキシル ブチレート ヘキシル ブチレート エステル類 4 2639-63-6

1198 hexyl cinnamate hexyl cinnamate ヘキシル シンナメート ヘキシル シンナメート エステル類 4 3488-00-4

1199 hexyl 2-butenoate hexyl 2-butenoate ヘキシル 2-ブテノエート ヘキシル クロトネート エステル類 4
1617-25-0
19089-92-0

1200 2-hexylcyclopentanone 2-hexylcyclopentanone
2-ヘキシルシクロペンタ
ノン

2-ヘキシルシクロペンタ
ノン

ケトン類 5 13074-65-2

1201 hexyl decanoate hexyl decanoate ヘキシル デカノエート ヘキシル デカノエート エステル類 4 10448-26-7

1202 hexyl formate hexyl formate ヘキシル ホーメート ヘキシル ホーメート エステル類 4 629-33-4

1203 hexyl heptanoate hexyl heptanoate ヘキシル ヘプタノエート ヘキシル ヘプタノエート エステル類 4 1119-06-8

1204 hexyl hexanoate hexyl hexanoate ヘキシル ヘキサノエート ヘキシル ヘキサノエート エステル類 4 6378-65-0

1205 hexyl isobutyrate hexyl isobutyrate ヘキシル イソブチレート ヘキシル イソブチレート エステル類 4 2349-07-7

1206 hexyl 4-methylpentanoate hexyl 4-methylpentanoate
ヘキシル 4-メチルペンタ
ノエート

ヘキシル 4-メチルペンタ
ノエート

エステル類 4

1207 hexyl isothiocyanate hexyl isothiocyanate
ヘキシル イソチオシア
ネート

ヘキシル イソチオシア
ネート

イソチオシアネート類 1 4404-45-9

1208 hexyl isovalerate hexyl isovalerate ヘキシル イソバレレート ヘキシル イソバレレート エステル類 4 10032-13-0

1209 hexyl lactate hexyl lactate ヘキシル ラクテート ヘキシル ラクテート エステル類 4 20279-51-0

1210 hexyl levulinate hexyl levulinate ヘキシル レブリネート ヘキシル レブリネート エステル類 4

1211 hexyl methyl ether hexyl methyl ether
ヘキシル メチル エーテ
ル

ヘキシル メチル エーテ
ル

エーテル類 3 4747-07-3

1212 hexyl nonanoate hexyl nonanoate ヘキシル ノナノエート ヘキシル ノナノエート エステル類 4 6561-39-3

1213 hexyl octanoate hexyl octanoate ヘキシル オクタノエート ヘキシル オクタノエート エステル類 4 1117-55-1

1214 hexyl phenylacetate hexyl phenylacetate
ヘキシル フェニルアセ
テート

ヘキシル フェニルアセ
テート

エステル類 4 5421-17-0

1215 hexyl pivalate hexyl pivalate ヘキシル ピバレート ヘキシル ピバレート エステル類 4 5434-57-1

1216 hexyl propionate hexyl propionate ヘキシル プロピオネート ヘキシル プロピオネート エステル類 4 2445-76-3
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1217 hexyl salicylate hexyl salicylate ヘキシル サリシレート ヘキシル サリシレート エステル類 4 6259-76-3

1218 hexyl sorbate hexyl sorbate ヘキシル ソルベート ヘキシル ソルベート エステル類 4

1219 hexyl tiglate hexyl tiglate ヘキシル チグレート ヘキシル チグレート エステル類 4 16930-96-4

1220 hexyl trans -2-hexenoate hexyl trans -2-hexenoate
ヘキシル trans -2-ヘキ
セノエート

ヘキシル trans -2-ヘキ
セノエート

エステル類 4 33855-57-1

1221 hexyl valerate hexyl valerate ヘキシル バレレート ヘキシル バレレート エステル類 4 1117-59-5

1222
2-hexyl-3-
methoxypyrazine

2-hexyl-3-
methoxypyrazine

2-ヘキシル-3-メトキシピ
ラジン

2-ヘキシル-3-メトキシピ
ラジン

エーテル類 3

1223
alpha-
hexylcinnamaldehyde

alpha-
hexylcinnamaldehyde

α-ヘキシルシンナムア
ルデヒド

α-ヘキシルシンナムア
ルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 101-86-0

1224 2-butyl-2-octenal 2-butyl-2-octenal
2-ブチル-2-オクテナー
ル

2-ブチル-2-オクテナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 13019-16-4

1225 hexyloxyacetic acid hexyloxyacetic acid
ヘキシルオキシアセチッ
ク アシド

ヘキシルオキシアセチッ
ク アシド

脂肪酸類 6 57931-25-6

1226 2-hexylthiophene 2-hexylthiophene 2-ヘキシルチオフェン 2-ヘキシルチオフェン チオエーテル類 10 18794-77-9

1227 hinokitiol hinokitiol ヒノキチオール ヒノキチオール ケトン類 5 499-44-5

1228
(2,6,6-trimethyl-1-
cyclohexenyl)acetaldehyd
e

2,6,6-trimethyl-1-
cyclohexene-1-
acetaldehyde

(2,6,6-トリメチル-1-シク
ロヘキセニル)アセトアル
デヒド

2,6,6-トリメチル-1-シク
ロヘキセン-1-アセトアル
デヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8 472-66-2

1229 2-phenylpropanal 2-phenylpropanal 2-フェニルプロパナール 2-フェニルプロパナール 芳香族アルデヒド類 17 93-53-8

1230
2-phenylpropanal diethyl
acetal

2-phenylpropanal diethyl
acetal

2-フェニルプロパナール
ジエチル アセタール

2-フェニルプロパナール
ジエチル アセタール

エーテル類 3 15295-60-0

1231
2-phenylpropanal
ethyleneglycol acetal

2-phenylpropanal
ethyleneglycol acetal

2-フェニルプロパナール
エチレングリコール アセ
タール

2-フェニルプロパナール
エチレングリコール アセ
タール

エーテル類 3 4362-22-5

1232
2-phenylpropanal glyceryl
acetal

2-phenylpropanal glyceryl
acetal

2-フェニルプロパナール
グリセリル アセタール

2-フェニルプロパナール
グリセリル アセタール

エーテル類 3

1233
2-phenylpropanal dimethyl
acetal

2-phenylpropanal dimethyl
acetal

2-フェニルプロパナール
ジメチル アセタール

2-フェニルプロパナール
ジメチル アセタール

エーテル類 3 90-87-9

1234 2-phenylpropanol 2-phenylpropanol 2-フェニルプロパノール 2-フェニルプロパノール 芳香族アルコール類 16 1123-85-9

1235 2-phenylpropyl butyrate 2-phenylpropyl butyrate
2-フェニルプロピル ブチ
レート

2-フェニルプロピル ブチ
レート

エステル類 4 80866-83-7

1236
2-phenylpropyl methyl
ether

2-phenylpropyl methyl
ether

2-フェニルプロピル メチ
ル エーテル

2-フェニルプロピル メチ
ル エーテル

エーテル類 3 65738-46-7

1238
2,2-dimethyl-1,3-dioxan-
5-yl 5-hydroxydecanoate

2,2-dimethyl-1,3-dioxan-
5-yl 5-hydroxydecanoate

2,2-ジメチル-1,3-ジオキ
サン-5-イル 5-ヒドロキ
シデカノエート

2,2-ジメチル-1,3-ジオキ
サン-5-イル 5-ヒドロキ
シデカノエート

エステル類 4

1239
3-hydroxy-2-butyl 2-
methylbutyrate

3-hydroxy-2-butyl 2-
methylbutyrate

3-ヒドロキシ-2-ブチル
2-メチルブチレート

3-ヒドロキシ-2-ブチル
2-メチルブチレート

エステル類 4

1240
3-hydroxy-2-butyl
butyrate

3-hydroxy-2-butyl
butyrate

3-ヒドロキシ-2-ブチル
ブチレート

3-ヒドロキシ-2-ブチル
ブチレート

エステル類 4 59517-17-8

1241 1-hydroxy-2-butanone 1-hydroxy-2-butanone 1-ヒドロキシ-2-ブタノン 1-ヒドロキシ-2-ブタノン ケトン類 5 5077-67-8

1242 4-hydroxy-2-butanone 4-hydroxy-2-butanone 4-ヒドロキシ-2-ブタノン 4-ヒドロキシ-2-ブタノン ケトン類 5 590-90-9

1243
2-hydroxy-2-
cyclohexenone

2-hydroxy-2-
cyclohexenone

2-ヒドロキシ-2-シクロヘ
キセノン

2-ヒドロキシ-2-シクロヘ
キセノン

ケトン類 5 10316-66-2
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1244 1-hydroxy-2-heptanone 1-hydroxy-2-heptanone
1-ヒドロキシ-2-ヘプタノ
ン

1-ヒドロキシ-2-ヘプタノ
ン

ケトン類 5 17046-01-4

1245 3-hydroxy-2-octanone 3-hydroxy-2-octanone
3-ヒドロキシ-2-オクタノ
ン

3-ヒドロキシ-2-オクタノ
ン

ケトン類 5 37160-77-3

1246
2-hydroxy-3,4-dimethyl-
2-cyclopentenone

2-hydroxy-3,4-dimethyl-
2-cyclopentenone

2-ヒドロキシ-3,4-ジメチ
ル-2-シクロペンテノン

2-ヒドロキシ-3,4-ジメチ
ル-2-シクロペンテノン

ケトン類 5 21835-00-7

1247
4'-hydroxy-3'-
methoxycinnamic acid

4'-hydroxy-3'-
methoxycinnamic acid

4'-ヒドロキシ-3'-メトキシ
シンナミック アシド

4'-ヒドロキシ-3'-メトキシ
シンナミック アシド

脂肪酸類 6 1135-24-6

1248
2-hydroxy-3-
methylpentanoic acid

2-hydroxy-3-
methylpentanoic acid

2-ヒドロキシ-3-メチルペ
ンタノイック アシド

2-ヒドロキシ-3-メチルペ
ンタノイック アシド

脂肪酸類 6 488-15-3

1249 2-hydroxy-3-pentanone 2-hydroxy-3-pentanone
2-ヒドロキシ-3-ペンタノ
ン

2-ヒドロキシ-3-ペンタノ
ン

ケトン類 5 5704-20-1

1250
2-hydroxy-3-methyl-2-
penten-4-olide

2-hydroxy-3-methyl-2-
penten-4-olide

2-ヒドロキシ-3-メチル-
2-ペンテン-4-オリド

2-ヒドロキシ-3-メチル-
2-ペンテン-4-オリド

ラクトン類 18 28664-35-9

1251
1-hydroxy-4-methyl-2-
pentanone

1-hydroxy-4-methyl-2-
pentanone

1-ヒドロキシ-4-メチル-
2-ペンタノン

1-ヒドロキシ-4-メチル-
2-ペンタノン

ケトン類 5 68113-55-3

1252
2-hydroxy-4-
methylbenzaldehyde

2-hydroxy-4-
methylbenzaldehyde

2-ヒドロキシ-4-メチルベ
ンズアルデヒド

2-ヒドロキシ-4-メチルベ
ンズアルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 698-27-1

1253
4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)-3-
cyclohexenylcarbaldehyde

4-(4-hydroxy-4-
methylpentyl)-3-
cyclohexenylcarbaldehyde

4-(4-ヒドロキシ-4-メチ
ルペンチル)-3-シクロヘ
キセニルカルバルデヒド

4-(4-ヒドロキシ-4-メチ
ルペンチル)-3-シクロヘ
キセニルカルバルデヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8 31906-04-4

1254
2-hydroxy-4-
methylpentanoic acid

2-hydroxy-4-
methylpentanoic acid

2-ヒドロキシ-4-メチルペ
ンタノイック アシド

2-ヒドロキシ-4-メチルペ
ンタノイック アシド

脂肪酸類 6 498-36-2

1255 5-hydroxy-4-octanone 5-hydroxy-4-octanone
5-ヒドロキシ-4-オクタノ
ン

5-ヒドロキシ-4-オクタノ
ン

ケトン類 5 496-77-5

1256
1-hydroxy-5-methyl-2-
hexanone

1-hydroxy-5-methyl-2-
hexanone

1-ヒドロキシ-5-メチル-
2-ヘキサノン

1-ヒドロキシ-5-メチル-
2-ヘキサノン

ケトン類 5

1257 8-undecen-5-olide 8-undecen-5-olide 8-ウンデセン-5-オリド 8-ウンデセン-5-オリド ラクトン類 18 68959-28-4

1258 2'-hydroxyacetophenone 2-hydroxyacetophenone
2'-ヒドロキシアセトフェノ
ン

2-ヒドロキシアセトフェノ
ン

ケトン類 5 118-93-4

1259 4-hydroxybenzaldehyde 4-hydroxybenzaldehyde
4-ヒドロキシベンズアル
デヒド

4-ヒドロキシベンズアル
デヒド

芳香族アルデヒド類 17 123-08-0

1260 4-hydroxybenzoic acid 4-hydroxybenzoic acid
4-ヒドロキシベンゾイック
アシド

4-ヒドロキシベンゾイック
アシド

フェノール類 14 99-96-7

1261 4-hydroxybenzyl acetate 4-hydroxybenzyl acetate
4-ヒドロキシベンジル ア
セテート

4-ヒドロキシベンジル ア
セテート

エステル類 4

1262 4-hydroxybenzyl alcohol 4-hydroxybenzyl alcohol
4-ヒドロキシベンジル ア
ルコール

4-ヒドロキシベンジル ア
ルコール

フェノール類 14 623-05-2

1263 4-(ethoxymethyl)phenol 4-(ethoxymethyl)phenol
4-(エトキシメチル)フェ
ノール

4-(エトキシメチル)フェ
ノール

フェノール類 14 57726-26-8

1264 4-(methoxymethyl)phenol 4-(methoxymethyl)phenol
4-(メトキシメチル)フェ
ノール

4-(メトキシメチル)フェ
ノール

フェノール類 14 5355-17-9

1265 3-hydroxybutyric acid 3-hydroxybutyric acid
3-ヒドロキシブチリック
アシド

3-ヒドロキシブチリック
アシド

脂肪酸類 6 300-85-6

1267
hydroxycitronellal dibutyl
acetal

hydroxycitronellal dibutyl
acetal

ヒドロキシシトロネラール
ジブチル アセタール

ヒドロキシシトロネラール
ジブチル アセタール

エーテル類 3

1268
hydroxycitronellal diethyl
acetal

hydroxycitronellal diethyl
acetal

ヒドロキシシトロネラール
ジエチル アセタール

ヒドロキシシトロネラール
ジエチル アセタール

脂肪族高級アルコール類 7 7779-94-4

1270
hydroxycitronellal
ethyleneglycol acetal

hydroxycitronellal
ethyleneglycol acetal

ヒドロキシシトロネラール
エチレングリコール アセ
タール

ヒドロキシシトロネラール
エチレングリコール アセ
タール

エーテル類 3

1271
hydroxycitronellal
propyleneglycol acetal

hydroxycitronellal
propyleneglycol acetal

ヒドロキシシトロネラール
プロピレングリコール ア
セタール

ヒドロキシシトロネラール
プロピレングリコール ア
セタール

エーテル類 3 93804-64-9
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1272 hydroxycitronellol hydroxycitronellol ヒドロキシシトロネロール ヒドロキシシトロネロール 脂肪族高級アルコール類 7 107-74-4

1273 hydroxycitronellyl acetate hydroxycitronellyl acetate
ヒドロキシシトロネリル ア
セテート

ヒドロキシシトロネリル ア
セテート

エステル類 4

1274 3-hydroxyhexanoic acid 3-hydroxyhexanoic acid
3-ヒドロキシヘキサノイッ
ク アシド

3-ヒドロキシヘキサノイッ
ク アシド

脂肪酸類 6
10191-24-9
88930-06-7

1275
5-(hydroxymethyl)-2-
furfural

5-(hydroxymethyl)-2-
furfural

5-(ヒドロキシメチル)-2-
フルフラール

5-(ヒドロキシメチル)-2-
フルフラール

フルフラール及びその誘
導体

15 67-47-0

1276 3-hydroxy-2-pentanone 3-hydroxy-2-pentanone
3-ヒドロキシ-2-ペンタノ
ン

3-ヒドロキシ-2-ペンタノ
ン

ケトン類 5 3142-66-3

1277
4-hydroxyphenethyl
alcohol

4-hydroxyphenethyl
alcohol

4-ヒドロキシフェネチル
アルコール

4-ヒドロキシフェネチル
アルコール

フェノール類 14 501-94-0

1278 indole indole インドール インドール
インドール及びその誘導
体

2 120-72-9

1279 alpha-ionol alpha-ionol α-イオノール α-イオノール 脂肪族高級アルコール類 7 25312-34-9

1280 beta-ionol beta-ionol β-イオノール β-イオノール 脂肪族高級アルコール類 7 22029-76-1

1281 alpha-ionone alpha-ionone α-イオノン α-イオノン ケトン類 5 127-41-3

1282 beta-ionone beta-ionone β-イオノン β-イオノン ケトン類 5
79-77-6

14901-07-6

1283 alpha-irone alpha-irone α-イロン α-イロン ケトン類 5 79-69-6

1284 isoamyl acetoacetate isoamyl acetoacetate
イソアミル アセトアセ
テート

イソアミル アセトアセ
テート

エステル類 4 2308-18-1

1285 isoamyl 2-butenoate isoamyl 2-butenoate
イソアミル 2-ブテノエー
ト

イソアミル 2-ブテノエー
ト

エステル類 4 25415-77-4

1286 isoamyl 2-furoate isoamyl 2-furoate イソアミル 2-フロエート イソアミル 2-フロエート エステル類 4 615-12-3

1287 isoamyl 2-methylbutyrate isoamyl 2-methylbutyrate
イソアミル 2-メチルブチ
レート

イソアミル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4 27625-35-0

1288
isoamyl 2-
methylpentanoate

isoamyl 2-
methylpentanoate

イソアミル 2-メチルペン
タノエート

イソアミル 2-メチルペン
タノエート

エステル類 4

1289
isoamyl 3-
methylpentanoate

isoamyl 3-
methylpentanoate

イソアミル 3-メチルペン
タノエート

イソアミル 3-メチルペン
タノエート

エステル類 4

1291 isoamyl anthranilate isoamyl anthranilate
イソアミル アンスラニ
レート

イソアミル アンスラニ
レート

エステル類 4 28457-05-8

1292 isoamyl benzoate isoamyl benzoate イソアミル ベンゾエート イソアミル ベンゾエート エステル類 4 94-46-2

1294 isoamyl cinnamate isoamyl cinnamate イソアミル シンナメート イソアミル シンナメート エステル類 4 7779-65-9

1295 isoamyl decanoate isoamyl decanoate イソアミル デカノエート イソアミル デカノエート エステル類 4 2306-91-4

1296 6-methyl-3-heptanone 6-methyl-3-heptanone 6-メチル-3-ヘプタノン 6-メチル-3-ヘプタノン ケトン類 5 624-42-0

1298 isoamyl heptanoate isoamyl heptanoate イソアミル ヘプタノエート イソアミル ヘプタノエート エステル類 4 109-25-1

1299 isoamyl hexanoate isoamyl hexanoate
イソアミル ヘキサノエー
ト

イソアミル ヘキサノエー
ト

エステル類 4 2198-61-0

1300 isoamyl isobutyrate isoamyl isobutyrate イソアミル イソブチレート イソアミル イソブチレート エステル類 4 2050-01-3

1301 isoamyl isothiocyanate isoamyl isothiocyanate
イソアミル イソチオシア
ネート

イソアミル イソチオシア
ネート

イソチオシアネート類 1 628-03-5

1303 isoamyl lactate isoamyl lactate イソアミル ラクテート イソアミル ラクテート エステル類 4 19329-89-6
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1304 isoamyl laurate isoamyl laurate イソアミル ラウレート イソアミル ラウレート エステル類 4 6309-51-9

1305 isoamyl levulinate isoamyl levulinate イソアミル レブリネート イソアミル レブリネート エステル類 4 71172-75-3

1306 3-methylbutanethiol 3-methylbutanethiol 3-メチルブタンチオール 3-メチルブタンチオール チオール類 11 541-31-1

1307 isoamyl myristate isoamyl myristate イソアミル ミリステート イソアミル ミリステート エステル類 4 62488-24-8

1308 isoamyl nonanoate isoamyl nonanoate イソアミル ノナノエート イソアミル ノナノエート エステル類 4 7779-70-6

1309 isoamyl octanoate isoamyl octanoate イソアミル オクタノエート イソアミル オクタノエート エステル類 4 2035-99-6

1310 isoamyl palmitate isoamyl palmitate イソアミル パルミテート イソアミル パルミテート エステル類 4 81974-61-0

1311 isoamyl phenethyl ether isoamyl phenethyl ether
イソアミル フェネチル
エーテル

イソアミル フェネチル
エーテル

エーテル類 3 56011-02-0

1314 isoamyl pyruvate isoamyl pyruvate イソアミル ピルベート イソアミル ピルベート エステル類 4 7779-72-8

1315 isoamyl salicylate isoamyl salicylate イソアミル サリシレート イソアミル サリシレート エステル類 4 87-20-7

1316 isoamyl sorbate isoamyl sorbate イソアミル ソルベート イソアミル ソルベート エステル類 4

1317 isoamyl tiglate isoamyl tiglate イソアミル チグレート イソアミル チグレート エステル類 4 41519-18-0

1318 isoamyl undecanoate isoamyl undecanoate
イソアミル ウンデカノ
エート

イソアミル ウンデカノ
エート

エステル類 4

1319 isoamyl undecenoate isoamyl undecenoate
イソアミル ウンデセノ
エート

イソアミル ウンデセノ
エート

エステル類 4 12262-03-2

1320 isoamyl valerate isoamyl valerate イソアミル バレレート イソアミル バレレート エステル類 4 2050-09-1

1321 isoborneol isoborneol イソボルネオール イソボルネオール 脂肪族高級アルコール類 7 124-76-5

1322 isobornyl acetate isobornyl acetate イソボルニル アセテート イソボルニル アセテート エステル類 4 125-12-2

1323 isobornyl butyrate isobornyl butyrate イソボルニル ブチレート イソボルニル ブチレート エステル類 4 58479-55-3

1324 isobornyl formate isobornyl formate イソボルニル ホーメート イソボルニル ホーメート エステル類 4 1200-67-5

1325 isobornyl isovalerate isobornyl isovalerate
イソボルニル イソバレ
レート

イソボルニル イソバレ
レート

エステル類 4 7779-73-9

1326 isobornyl propionate isobornyl propionate
イソボルニル プロピオ
ネート

イソボルニル プロピオ
ネート

エステル類 4 2756-56-1

1327 isobutanal diethyl acetal isobutanal diethyl acetal
イソブタナール ジエチル
アセタール

イソブタナール ジエチル
アセタール

エーテル類 3 1741-41-9

1328
isobutanal propyleneglycol
acetal

isobutanal propyleneglycol
acetal

イソブタナール プロピレ
ングリコール アセタール

イソブタナール プロピレ
ングリコール アセタール

エーテル類 3 67879-60-1

1329 isobutyl 2-methylbutyrate isobutyl 2-methylbutyrate
イソブチル 2-メチルブチ
レート

イソブチル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4 2445-67-2

1330
isobutyl 2-
methylpentanoate

isobutyl 2-
methylpentanoate

イソブチル 2-メチルペン
タノエート

イソブチル 2-メチルペン
タノエート

エステル類 4

1332
isobutyl 3-
(methylthio)butyrate

isobutyl 3-
(methylthio)butyrate

イソブチル 3-(メチルチ
オ)ブチレート

イソブチル 3-(メチルチ
オ)ブチレート

エステル類 4 127931-21-9

1333 isobutyl 4-decenoate isobutyl 4-decenoate
イソブチル 4-デセノエー
ト

イソブチル 4-デセノエー
ト

エステル類 4 106450-11-7

1334 isobutyl acetate isobutyl acetate イソブチル アセテート イソブチル アセテート エステル類 4 110-19-0
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1335 isobutyl acetoacetate isobutyl acetoacetate
イソブチル アセトアセ
テート

イソブチル アセトアセ
テート

エステル類 4 7779-75-1

1336 isobutyl angelate isobutyl angelate イソブチル アンゲレート イソブチル アンゲレート エステル類 4 7779-81-9

1337 isobutyl anthranilate isobutyl anthranilate
イソブチル アンスラニ
レート

イソブチル アンスラニ
レート

エステル類 4 7779-77-3

1338 isobutyl benzoate isobutyl benzoate イソブチル ベンゾエート イソブチル ベンゾエート エステル類 4 120-50-3

1339 isobutyl 2-naphthyl ether isobutyl 2-naphthyl ether
イソブチル 2-ナフチル
エーテル

イソブチル 2-ナフチル
エーテル

フェノールエーテル類 13 2173-57-1

1340 isobutyl butyrate isobutyl butyrate イソブチル ブチレート イソブチル ブチレート エステル類 4 539-90-2

1341 isobutyl cinnamate isobutyl cinnamate イソブチル シンナメート イソブチル シンナメート エステル類 4 122-67-8

1342 isobutyl 2-butenoate isobutyl 2-butenoate
イソブチル 2-ブテノエー
ト

イソブチル 2-ブテノエー
ト

エステル類 4 589-66-2

1343 isobutyl decanoate isobutyl decanoate イソブチル デカノエート イソブチル デカノエート エステル類 4 30673-38-2

1344 isobutyl formate isobutyl formate イソブチル ホーメート イソブチル ホーメート エステル類 4 542-55-2

1345
isobutyl 3-(2-
furyl)propionate

isobutyl 3-(2-
furyl)propionate

イソブチル 3-(2-フリル)
プロピオネート

イソブチル 3-(2-フリル)
プロピオネート

エステル類 4 105-01-1

1346 isobutyl heptanoate isobutyl heptanoate
イソブチル ヘプタノエー
ト

イソブチル ヘプタノエー
ト

エステル類 4 7779-80-8

1347 isobutyl hexanoate isobutyl hexanoate
イソブチル ヘキサノエー
ト

イソブチル ヘキサノエー
ト

エステル類 4 105-79-3

1348 isobutyl isobutyrate isobutyl isobutyrate
イソブチル イソブチレー
ト

イソブチル イソブチレー
ト

エステル類 4 97-85-8

1349 isobutyl isothiocyanate isobutyl isothiocyanate
イソブチル イソチオシア
ネート

イソブチル イソチオシア
ネート

イソチオシアネート類 1 591-82-2

1350 isobutyl isovalerate isobutyl isovalerate
イソブチル イソバレレー
ト

イソブチル イソバレレー
ト

エステル類 4 589-59-3

1351 isobutyl lactate isobutyl lactate イソブチル ラクテート イソブチル ラクテート エステル類 4 585-24-0

1352 isobutyl laurate isobutyl laurate イソブチル ラウレート イソブチル ラウレート エステル類 4 37811-72-6

1353 isobutyl levulinate isobutyl levulinate イソブチル レブリネート イソブチル レブリネート エステル類 4 3757-32-2

1354 isobutyl myristate isobutyl myristate イソブチル ミリステート イソブチル ミリステート エステル類 4 25263-97-2

1355
isobutyl N -
methylanthranilate

isobutyl N -
methylanthranilate

イソブチル N -メチルアン
スラニレート

イソブチル N -メチルアン
スラニレート

エステル類 4 65505-24-0

1356 isobutyl nonanoate isobutyl nonanoate イソブチル ノナノエート イソブチル ノナノエート エステル類 4 30982-03-7

1357 isobutyl octanoate isobutyl octanoate イソブチル オクタノエート イソブチル オクタノエート エステル類 4 5461-06-3

1358 isobutyl palmitate isobutyl palmitate イソブチル パルミテート イソブチル パルミテート エステル類 4 110-34-9

1359 isobutyl phenoxyacetate isobutyl phenoxyacetate
イソブチル フェノキシア
セテート

イソブチル フェノキシア
セテート

エステル類 4 5432-66-6

1361 isobutyl pivalate isobutyl pivalate イソブチル ピバレート イソブチル ピバレート エステル類 4 5129-38-4

1362 isobutyl propionate isobutyl propionate
イソブチル プロピオネー
ト

イソブチル プロピオネー
ト

エステル類 4 540-42-1

1363 isobutyl pyruvate isobutyl pyruvate イソブチル ピルベート イソブチル ピルベート エステル類 4 13051-48-4
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1364 isobutyl salicylate isobutyl salicylate イソブチル サリシレート イソブチル サリシレート エステル類 4 87-19-4

1365 isobutyl stearate isobutyl stearate イソブチル ステアレート イソブチル ステアレート エステル類 4 646-13-9

1366 isobutyl tiglate isobutyl tiglate イソブチル チグレート イソブチル チグレート エステル類 4 61692-84-0

1367
isobutyl trans -3-
hexenoate

isobutyl trans -3-
hexenoate

イソブチル trans -3-ヘキ
セノエート

イソブチル trans -3-ヘキ
セノエート

エステル類 4

1368 isobutyl 10-undecenoate isobutyl 10-undecenoate
イソブチル 10-ウンデセ
ノエート

イソブチル 10-ウンデセ
ノエート

エステル類 4 5421-27-2

1369 isobutyl valerate isobutyl valerate イソブチル バレレート イソブチル バレレート エステル類 4 10588-10-0

1370
2-isobutyl-3-
methoxypyrazine

2-isobutyl-3-
methoxypyrazine

2-イソブチル-3-メトキシ
ピラジン

2-イソブチル-3-メトキシ
ピラジン

エーテル類 3 24683-00-9

1371
2-isobutyl-4,5-
dimethylthiazole

2-isobutyl-4,5-
dimethylthiazole

2-イソブチル-4,5-ジメチ
ルチアゾール

2-イソブチル-4,5-ジメチ
ルチアゾール

チオエーテル類 10 53498-32-1

1372
2-isobutyl-4-
methylthiazole

2-isobutyl-4-
methylthiazole

2-イソブチル-4-メチル
チアゾール

2-イソブチル-4-メチル
チアゾール

チオエーテル類 10 61323-24-8

1373
2-isobutyl-5-
methylthiazole

2-isobutyl-5-
methylthiazole

2-イソブチル-5-メチル
チアゾール

2-イソブチル-5-メチル
チアゾール

チオエーテル類 10 72611-71-3

1374
4-methyl-1-phenyl-2-
pentanol

4-methyl-1-phenyl-2-
pentanol

4-メチル-1-フェニル-2-
ペンタノール

4-メチル-1-フェニル-2-
ペンタノール

芳香族アルコール類 16 7779-78-4

1375 2-isobutylthiazole 2-isobutylthiazole 2-イソブチルチアゾール 2-イソブチルチアゾール チオエーテル類 10 18640-74-9

1376 isobutanal dimethyl acetal isobutanal dimethyl acetal
イソブタナール ジメチル
アセタール

イソブタナール ジメチル
アセタール

エーテル類 3

1377 isobutyric acid isobutyric acid イソブチリック アシド イソブチリック アシド 脂肪酸類 6 79-31-2

1378 isocyclocitral isocyclocitral イソシクロシトラール イソシクロシトラール 脂肪族高級アルデヒド類 8 1335-66-6

1379 isodecyl acetate isodecyl acetate イソデシル アセテート イソデシル アセテート エステル類 4
68478-36-4
69103-24-8

1380 isodihydrocarveol isodihydrocarveol
イソジヒドロカルベオー
ル

イソジヒドロカルベオー
ル

脂肪族高級アルコール類 7 18675-35-9

1382 amyl isoeugenyl ether amyl isoeugenyl ether
アミル イソオイゲニル
エーテル

アミル イソオイゲニル
エーテル

フェノールエーテル類 13 10484-36-3

1383 isoeugenyl acetate isoeugenyl acetate
イソオイゲニル アセテー
ト

イソオイゲニル アセテー
ト

エステル類 4 93-29-8

1384 benzyl isoeugenyl ether benzyl isoeugenyl ether
ベンジル イソオイゲニル
エーテル

ベンジル イソオイゲニル
エーテル

フェノールエーテル類 13 120-11-6

1385 isoeugenyl formate isoeugenyl formate
イソオイゲニル ホーメー
ト

イソオイゲニル ホーメー
ト

エステル類 4 7774-96-1

1386 isoeugenyl phenylacetate isoeugenyl phenylacetate
イソオイゲニル フェニル
アセテート

イソオイゲニル フェニル
アセテート

エステル類 4 120-24-1

1387 isogeraniol isogeraniol イソゲラニオール イソゲラニオール 脂肪族高級アルコール類 7

1388 isoheptyl butyrate isoheptyl butyrate イソヘプチル ブチレート イソヘプチル ブチレート エステル類 4

1389
1-(4-methyl-3-pentenyl)-
1-cyclohexenyl-4-
carbaldehyde

1-(4-methyl-3-pentenyl)-
1-cyclohexenyl-4-
carbaldehyde

1-(4-メチル-3-ペンテニ
ル)-1-シクロヘキセニル
-4-カルバルデヒド

1-(4-メチル-3-ペンテニ
ル)-1-シクロヘキセニル
-4-カルバルデヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8 37677-14-8

1390 4-methylpentyl benzoate 4-methylpentyl benzoate
4-メチルペンチル ベンゾ
エート

4-メチルペンチル ベンゾ
エート

エステル類 4

1391
4-methylpentyl 4-
methylpentanoate

4-methylpentyl 4-
methylpentanoate

4-メチルペンチル 4-メチ
ルペンタノエート

4-メチルペンチル 4-メチ
ルペンタノエート

エステル類 4
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1392
2-methyl-3-(2-pentenyl)-
2-cyclopentenone

2-methyl-3-(2-pentenyl)-
2-cyclopentenone

2-メチル-3-(2-ペンテニ
ル)-2-シクロペンテノン

2-メチル-3-(2-ペンテニ
ル)-2-シクロペンテノン

ケトン類 5 11050-62-7

1393 dl -isomenthone dl -isomenthone dl -イソメントン dl -イソメントン ケトン類 5 491-07-6

1394 alpha-isomethylionone alpha-isomethylionone α-イソメチルイオノン α-イソメチルイオノン ケトン類 5 127-51-5

1395
3,3,5-trimethylhexyl
acetate

3,3,5-trimethylhexyl
acetate

3,3,5-トリメチルヘキシル
アセテート

3,3,5-トリメチルヘキシル
アセテート

エステル類 4 61836-75-7

1396
isoamyl 3-
(methylthio)propionate

isoamyl 3-
(methylthio)propionate

イソアミル 3-(メチルチ
オ)プロピオネート

イソアミル 3-(メチルチ
オ)プロピオネート

エステル類 4 93762-35-7

1397 isophorone isophorone イソホロン イソホロン ケトン類 5 78-59-1

1398 isophytol isophytol イソフィトール イソフィトール 脂肪族高級アルコール類 7 505-32-8

1399
2-isopropoxy-3-
methylpyrazine

2-isopropoxy-3-
methylpyrazine

2-イソプロポキシ-3-メチ
ルピラジン

2-イソプロポキシ-3-メチ
ルピラジン

エーテル類 3 94089-22-2

1400
isopropyl 2-
methylbutyrate

isopropyl 2-
methylbutyrate

イソプロピル 2-メチルブ
チレート

イソプロピル 2-メチルブ
チレート

エステル類 4 66576-71-4

1401 isopropyl acetate isopropyl acetate イソプロピル アセテート イソプロピル アセテート エステル類 4 108-21-4

1402 isopropyl acetoacetate isopropyl acetoacetate
イソプロピル アセトアセ
テート

イソプロピル アセトアセ
テート

エステル類 4 542-08-5

1403 isopropyl benzoate isopropyl benzoate
イソプロピル ベンゾエー
ト

イソプロピル ベンゾエー
ト

エステル類 4 939-48-0

1404 isopropyl butyrate isopropyl butyrate イソプロピル ブチレート イソプロピル ブチレート エステル類 4 638-11-9

1405 isopropyl cinnamate isopropyl cinnamate
イソプロピル シンナメー
ト

イソプロピル シンナメー
ト

エステル類 4 7780-06-5

1406 isopropyl 2-butenoate isopropyl 2-butenoate
イソプロピル 2-ブテノ
エート

イソプロピル 2-ブテノ
エート

エステル類 4
6284-46-4
18060-77-0

1407 isopropyl decanoate isopropyl decanoate
イソプロピル デカノエー
ト

イソプロピル デカノエー
ト

エステル類 4 2311-59-3

1408 isopropyl formate isopropyl formate イソプロピル ホーメート イソプロピル ホーメート エステル類 4 625-55-8

1409 isopropyl heptanoate isopropyl heptanoate
イソプロピル ヘプタノ
エート

イソプロピル ヘプタノ
エート

エステル類 4 34997-46-1

1410 isopropyl hexanoate isopropyl hexanoate
イソプロピル ヘキサノ
エート

イソプロピル ヘキサノ
エート

エステル類 4 2311-46-8

1411 isopropyl isobutyrate isopropyl isobutyrate
イソプロピル イソブチ
レート

イソプロピル イソブチ
レート

エステル類 4 617-50-5

1412 isopropyl isothiocyanate isopropyl isothiocyanate
イソプロピル イソチオシ
アネート

イソプロピル イソチオシ
アネート

イソチオシアネート類 1 2253-73-8

1413 isopropyl isovalerate isopropyl isovalerate
イソプロピル イソバレ
レート

イソプロピル イソバレ
レート

エステル類 4 32665-23-9

1414 isopropyl lactate isopropyl lactate イソプロピル ラクテート イソプロピル ラクテート エステル類 4 617-51-6

1415 isopropyl laurate isopropyl laurate イソプロピル ラウレート イソプロピル ラウレート エステル類 4 10233-13-3

1416 isopropyl levulinate isopropyl levulinate
イソプロピル レブリネー
ト

イソプロピル レブリネー
ト

エステル類 4 21884-26-4

1417 2-propanethiol 2-propanethiol 2-プロパンチオール 2-プロパンチオール チオール類 11 75-33-2

1418
3-methyl-2-butanone
propyleneglycol acetal

3-methyl-2-butanone
propyleneglycol acetal

3-メチル-2-ブタノン プロ
ピレングリコール アセ
タール

3-メチル-2-ブタノン プロ
ピレングリコール アセ
タール

エーテル類 3
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1419
isopropyl N -
methylanthranilate

isopropyl N -
methylanthranilate

イソプロピル N -メチルア
ンスラニレート

イソプロピル N -メチルア
ンスラニレート

エステル類 4

1420 isopropyl myristate isopropyl myristate イソプロピル ミリステート イソプロピル ミリステート エステル類 4 110-27-0

1421 isopropyl nonanoate isopropyl nonanoate イソプロピル ノナノエート イソプロピル ノナノエート エステル類 4 28267-32-5

1422 isopropyl octanoate isopropyl octanoate
イソプロピル オクタノ
エート

イソプロピル オクタノ
エート

エステル類 4 5458-59-3

1423 isopropyl palmitate isopropyl palmitate
イソプロピル パルミテー
ト

イソプロピル パルミテー
ト

エステル類 4 142-91-6

1424 isopropyl phenylacetate isopropyl phenylacetate
イソプロピル フェニルア
セテート

イソプロピル フェニルア
セテート

エステル類 4 4861-85-2

1425 isopropyl propionate isopropyl propionate
イソプロピル プロピオ
ネート

イソプロピル プロピオ
ネート

エステル類 4 637-78-5

1426 isopropyl sorbate isopropyl sorbate イソプロピル ソルベート イソプロピル ソルベート エステル類 4 44987-75-9

1427 isopropyl tiglate isopropyl tiglate イソプロピル チグレート イソプロピル チグレート エステル類 4 1733-25-1

1428 isopropyl valerate isopropyl valerate イソプロピル バレレート イソプロピル バレレート エステル類 4 18362-97-5

1429
2-isopropyl-(3or5or6)-
methoxypyrazine

2-isopropyl-(3or5or6)-
methoxypyrazine

2-イソプロピル-
(3or5or6)-メトキシピラジ
ン

2-イソプロピル-
(3or5or6)-メトキシピラジ
ン

エーテル類 3

25773-40-4
56891-99-7
68039-46-3
93905-03-4

1430
4-isopropyl-2-
cyclohexenone

4-isopropyl-2-
cyclohexenone

4-イソプロピル-2-シクロ
ヘキセノン

4-イソプロピル-2-シクロ
ヘキセノン

ケトン類 5 500-02-7

1431
3-(2-furyl)-2-isopropyl-
2-propenal

3-(2-furyl)-2-isopropyl-
2-propenal

3-(2-フリル)-2-イソプロ
ピル-2-プロペナール

3-(2-フリル)-2-イソプロ
ピル-2-プロペナール

芳香族アルデヒド類 17

1432
5-isopropyl-3-nonene-
2,8-dione

5-isopropyl-3-nonene-
2,8-dione

5-イソプロピル-3-ノネン
-2,8-ジオン

5-イソプロピル-3-ノネン
-2,8-ジオン

ケトン類 5

1433
isobutanal 2,3-butanediol
acetal

isobutanal 2,3-butanediol
acetal

イソブタナール 2,3-ブタ
ンジオール アセタール

イソブタナール 2,3-ブタ
ンジオール アセタール

エーテル類 3

1434
2-isopropyl-4-
methylthiazole

2-isopropyl-4-
methylthiazole

2-イソプロピル-4-メチル
チアゾール

2-イソプロピル-4-メチル
チアゾール

チオエーテル類 10 15679-13-7

1435
2-isopropyl-5-methyl-2-
hexenal

2-isopropyl-5-methyl-2-
hexenal

2-イソプロピル-5-メチル
-2-ヘキセナール

2-イソプロピル-5-メチル
-2-ヘキセナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 35158-25-9

1436
5-isopropyl-8-methyl-
6,8-nonadien-2-one

5-isopropyl-8-methyl-
6,8-nonadien-2-one

5-イソプロピル-8-メチル
-6,8-ノナジエン-2-オン

5-イソプロピル-8-メチル
-6,8-ノナジエン-2-オン

ケトン類 5
1937-54-8
40286-47-3

1437 4-isopropylacetophenone 4-isopropylacetophenone
4-イソプロピルアセトフェ
ノン

4-イソプロピルアセトフェ
ノン

ケトン類 5 645-13-6

1438
4-isopropylcyclohexyl
acetate

4-isopropylcyclohexyl
acetate

4-イソプロピルシクロヘ
キシル アセテート

4-イソプロピルシクロヘ
キシル アセテート

エステル類 4
15876-32-1
25904-16-9

1439
2-(4-
isopropylphenyl)propanal

2-(4-
isopropylphenyl)propanal

2-(4-イソプロピルフェニ
ル)プロパナール

2-(4-イソプロピルフェニ
ル)プロパナール

芳香族アルデヒド類 17 34291-99-1

1440 2-isopropylphenol 2-isopropylphenol
2-イソプロピルフェノー
ル

2-イソプロピルフェノー
ル

フェノール類 14 88-69-7

1441 4-isopropylphenol 4-isopropylphenol
4-イソプロピルフェノー
ル

4-イソプロピルフェノー
ル

フェノール類 14 99-89-8

1442 isopulegol isopulegol イソプレゴール イソプレゴール 脂肪族高級アルコール類 7
89-79-2

50373-36-9

1443 isopulegone isopulegone イソプレゴン イソプレゴン ケトン類 5 29606-79-9

1444 isopulegyl acetate isopulegyl acetate イソプレギル アセテート イソプレギル アセテート エステル類 4
89-49-6

57576-09-7
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1445
isovaleraldehyde dibutyl
acetal

isovaleraldehyde dibutyl
acetal

イソバレルアルデヒド ジ
ブチル アセタール

イソバレルアルデヒド ジ
ブチル アセタール

エーテル類 3

1446
isovaleraldehyde diethyl
acetal

isovaleraldehyde diethyl
acetal

イソバレルアルデヒド ジ
エチル アセタール

イソバレルアルデヒド ジ
エチル アセタール

エーテル類 3 3842-03-3

1447
isovaleraldehyde dimethyl
acetal

isovaleraldehyde dimethyl
acetal

イソバレルアルデヒド ジ
メチル アセタール

イソバレルアルデヒド ジ
メチル アセタール

エーテル類 3

1448
isovaleraldehyde dipropyl
acetal

isovaleraldehyde dipropyl
acetal

イソバレルアルデヒド ジ
プロピル アセタール

イソバレルアルデヒド ジ
プロピル アセタール

エーテル類 3

1449
isovaleraldehyde glyceryl
acetal

isovaleraldehyde glyceryl
acetal

イソバレルアルデヒド グ
リセリル アセタール

イソバレルアルデヒド グ
リセリル アセタール

脂肪族高級アルコール類 7
54355-74-7
896447-14-6

1450
isovaleraldehyde
propyleneglycol acetal

isovaleraldehyde
propyleneglycol acetal

イソバレルアルデヒド プ
ロピレングリコール アセ
タール

イソバレルアルデヒド プ
ロピレングリコール アセ
タール

エーテル類 3 18433-93-7

1451 isovaleric acid isovaleric acid イソバレリック アシド イソバレリック アシド 脂肪酸類 6 503-74-2

1452 8-decen-5-olide 8-decen-5-olide 8-デセン-5-オリド 8-デセン-5-オリド ラクトン類 18 32764-98-0

1453
3-methyl-2-(cis -2-
pentenyl)-2-
cyclopentenone

3-methyl-2-(cis -2-
pentenyl)-2-
cyclopentenone

3-メチル-2-(cis -2-ペン
テニル)-2-シクロペンテ
ノン

3-メチル-2-(cis -2-ペン
テニル)-2-シクロペンテ
ノン

ケトン類 5 488-10-8

1454
3-methyl-2-(trans -2-
pentenyl)-2-
cyclopentenone

3-methyl-2-(trans -2-
pentenyl)-2-
cyclopentenone

3-メチル-2-(trans -2-ペ
ンテニル)-2-シクロペン
テノン

3-メチル-2-(trans -2-ペ
ンテニル)-2-シクロペン
テノン

ケトン類 5 6261-18-3

1455
3-oxobutane-2,2-diyl
dibutyrate

3-oxobutane-2,2-diyl
dibutyrate

3-オキソブタン-2,2-ジイ
ル ジブチレート

3-オキソブタン-2,2-ジイ
ル ジブチレート

エステル類 4 71808-61-2

1456 lactic acid lactic acid ラクチック アシド ラクチック アシド 脂肪酸類 6

50-21-5
79-33-4
598-82-3

10326-41-7

1457 lauric acid lauric acid ラウリック アシド ラウリック アシド 脂肪酸類 6 143-07-7

1458 dodecyl acetate dodecyl acetate ドデシル アセテート ドデシル アセテート エステル類 4 112-66-3

1459 lavandulol lavandulol ラバンジュロール ラバンジュロール 脂肪族高級アルコール類 7
498-16-8

58461-27-1

1460 lavandulyl acetate lavandulyl acetate
ラバンジュリル アセテー
ト

ラバンジュリル アセテー
ト

エステル類 4 25905-14-0

1461 lenthionine lenthionine レンチオニン レンチオニン チオエーテル類 10 292-46-6

1462 levulinic acid levulinic acid レブリニック アシド レブリニック アシド 脂肪酸類 6 123-76-2

1463
6-ethenyl-2,2,6-
trimethyltetrahydropyran

2-ethenyl-2,6,6-
trimethyltetrahydropyran

6-エテニル-2,2,6-トリメ
チルテトラヒドロピラン

2-エテニル-2,6,6-トリメ
チルテトラヒドロピラン

エーテル類 3 7392-19-0

1464
1,8(10)-p -menthadien-9-
yl acetate

1,8(10)-p -menthadien-9-
yl acetate

1,8(10)-p -メンタジエン-
9-イル アセテート

1,8(10)-p -メンタジエン-
9-イル アセテート

エステル類 4 15111-97-4

1465 d -limonene d -limonene d -リモネン d -リモネン テルペン系炭化水素類 12 5989-27-5

1466 l -limonene l -limonene l -リモネン l -リモネン テルペン系炭化水素類 12 5989-54-8

1467 limonene limonene リモネン リモネン テルペン系炭化水素類 12 138-86-3

1468
d- 8-p -menthene-1,2-
epoxide

d- 8-p -menthene-1,2-
epoxide

d -8-p -メンテン-1,2-エ
ポキシド

d -8-p -メンテン-1,2-エ
ポキシド

エーテル類 3 1195-92-2

1469 8-p -menthene-1,2-diol 8-p -menthene-1,2-diol
8-p -メンテン-1,2-ジ
オール

8-p -メンテン-1,2-ジ
オール

脂肪族高級アルコール類 7 1946-00-5
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1471 ethyl linalyl ether ethyl linalyl ether
エチル リナリル エーテ
ル

エチル リナリル エーテ
ル

エーテル類 3 72845-33-1

1472 linalool oxide linalool oxide リナロール オキシド リナロール オキシド 脂肪族高級アルコール類 7

1365-19-1
5989-33-3
34995-77-2
60047-17-8

1473
linalool oxide acetate
(furanoid)

linalool oxide acetate
(furanoid)

リナロール オキシド アセ
テート (フラノイド)

リナロール オキシド アセ
テート (フラノイド)

エステル類 4
56469-39-7
56469-40-0

1475 linalyl acetate epoxide linalyl acetate epoxide
リナリル アセテート エポ
キシド

リナリル アセテート エポ
キシド

エステル類 4 83676-47-5

1476 linalyl anthranilate linalyl anthranilate
リナリル アンスラニレー
ト

リナリル アンスラニレー
ト

エステル類 4 7149-26-0

1477 linalyl benzoate linalyl benzoate リナリル ベンゾエート リナリル ベンゾエート エステル類 4 126-64-7

1478 linalyl butyrate linalyl butyrate リナリル ブチレート リナリル ブチレート エステル類 4 78-36-4

1479 linalyl cinnamate linalyl cinnamate リナリル シンナメート リナリル シンナメート エステル類 4 78-37-5

1480 linalyl formate linalyl formate リナリル ホーメート リナリル ホーメート エステル類 4 115-99-1

1481 linalyl hexanoate linalyl hexanoate リナリル ヘキサノエート リナリル ヘキサノエート エステル類 4 7779-23-9

1482 linalyl isobutyrate linalyl isobutyrate リナリル イソブチレート リナリル イソブチレート エステル類 4 78-35-3

1483 linalyl isovalerate linalyl isovalerate リナリル イソバレレート リナリル イソバレレート エステル類 4 1118-27-0

1484 linalyl octanoate linalyl octanoate リナリル オクタノエート リナリル オクタノエート エステル類 4 10024-64-3

1485 linalyl phenylacetate linalyl phenylacetate
リナリル フェニルアセ
テート

リナリル フェニルアセ
テート

エステル類 4 7143-69-3

1486 linalyl propionate linalyl propionate リナリル プロピオネート リナリル プロピオネート エステル類 4 144-39-8

1487 linoleic acid linoleic acid リノレイック アシド リノレイック アシド 脂肪酸類 6 60-33-3

1488 linolenic acid linolenic acid リノレニック アシド リノレニック アシド 脂肪酸類 6 463-40-1

1489 longifolene longifolene ロンギホレン ロンギホレン テルペン系炭化水素類 12
475-20-7

19067-29-9

1490 malonic acid malonic acid マロニック アシド マロニック アシド 脂肪酸類 6 141-82-2

1492 maltol butyrate maltol butyrate マルトール ブチレート マルトール ブチレート エステル類 4 67860-01-9

1493 maltol isobutyrate maltol isobutyrate
マルトール イソブチレー
ト

マルトール イソブチレー
ト

エステル類 4 65416-14-0

1494 maltol propionate maltol propionate
マルトール プロピオネー
ト

マルトール プロピオネー
ト

エステル類 4 68555-63-5

1495 (R )-2-decen-5-olide (R )-2-decen-5-olide (R )-2-デセン-5-オリド (R )-2-デセン-5-オリド ラクトン類 18 51154-96-2

1496
1-methoxy-3-
methylbenzene

1-methoxy-3-
methylbenzene

1-メトキシ-3-メチルベン
ゼン

1-メトキシ-3-メチルベン
ゼン

フェノールエーテル類 13 100-84-5

1497
4-(2-butenylidene)-3,5,5-
trimethyl-2-
cyclohexenone

4-(2-butenylidene)-3,5,5-
trimethyl-2-
cyclohexenone

4-(2-ブテニリデン)-
3,5,5-トリメチル-2-シク
ロヘキセノン

4-(2-ブテニリデン)-
3,5,5-トリメチル-2-シク
ロヘキセノン

ケトン類 5 13215-88-8

1498 2,6-dimethyl-5-heptenal 2,6-dimethyl-5-heptenal
2,6-ジメチル-5-ヘプテ
ナール

2,6-ジメチル-5-ヘプテ
ナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 106-72-9
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1499 2-p -menthen-1-ol 2-p -menthen-1-ol 2-p -メンテン-1-オール 2-p -メンテン-1-オール 脂肪族高級アルコール類 7 619-62-5

1500 1,3-p -menthadien-7-al 1,3-p -menthadien-7-al
1,3-p -メンタジエン-7-
アール

1,3-p -メンタジエン-7-
アール

脂肪族高級アルデヒド類 8 1197-15-5

1501 2,8-p -menthadien-1-ol 2,8-p -menthadien-1-ol
2,8-p -メンタジエン-1-
オール

2,8-p -メンタジエン-1-
オール

脂肪族高級アルコール類 7 22771-44-4

1502 1,8-p -menthadien-4-ol 1,8-p -menthadien-4-ol
1,8-p -メンタジエン-4-
オール

1,8-p -メンタジエン-4-
オール

脂肪族高級アルコール類 7
3419-02-1
28342-82-7

1503
1,8(10)-p -menthadien-9-
ol

menthadienol
1,8(10)-p -メンタジエン-
9-オール

メンタジエノール 脂肪族高級アルコール類 7 3269-90-7

1504 p -menthan-2-ol p -menthan-2-ol p -メンタン-2-オール p -メンタン-2-オール 脂肪族高級アルコール類 7
499-69-4

60320-28-7

1505 p -menthan-2-one p -menthan-2-one p -メンタン-2-オン p -メンタン-2-オン ケトン類 5
499-70-7

59471-80-6

1506 p -menthan-7-ol p -menthan-7-ol p -メンタン-7-オール p -メンタン-7-オール 脂肪族高級アルコール類 7 5502-75-0

1507 p -menthan-8-ol p -menthan-8-ol p -メンタン-8-オール p -メンタン-8-オール 脂肪族高級アルコール類 7 498-81-7

1508 p -menthan-8-yl acetate p -menthan-8-yl acetate
p -メンタン-8-イル アセ
テート

p -メンタン-8-イル アセ
テート

エステル類 4
80-25-1

58985-18-5

1509 8-p -menthen-7-ol 8-p -menthen-7-ol 8-p -メンテン-7-オール 8-p -メンテン-7-オール 脂肪族高級アルコール類 7 18479-64-6

1510 menthofuran menthofuran メントフラン メントフラン エーテル類 3 494-90-6

1513 menthone menthone メントン メントン ケトン類 5
89-80-5

10458-14-7
14073-97-3

1514 menthone lactone menthone lactone メントン ラクトン メントン ラクトン ラクトン類 18 499-54-7

1515
3-(menthoxy)-1,2-
propanediol

3-(menthoxy)-1,2-
propanediol

3-(メントキシ)-1,2-プロ
パンジオール

3-(メントキシ)-1,2-プロ
パンジオール

脂肪族高級アルコール類 7 87061-04-9

1516
l -menthyl 2-
methylbutyrate

l -menthyl 2-
methylbutyrate

l -メンチル 2-メチルブチ
レート

l -メンチル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4 53004-93-6

1517
menthyl 3-
hydroxybutyrate

menthyl 3-
hydroxybutyrate

メンチル 3-ヒドロキシブ
チレート

メンチル 3-ヒドロキシブ
チレート

エステル類 4 108766-16-1

1520 menthyl acetate menthyl acetate メンチル アセテート メンチル アセテート エステル類 4
89-48-5

16409-45-3
29066-34-0

1521 l -menthyl butyrate l -menthyl butyrate l -メンチル ブチレート l -メンチル ブチレート エステル類 4
6070-14-0
68366-64-3

1522 l -menthyl 2-butenoate l -menthyl 2-butenoate
l -メンチル 2-ブテノエー
ト

l -メンチル 2-ブテノエー
ト

エステル類 4

1523 l -menthyl ethoxyacetate l -menthyl ethoxyacetate
l -メンチル エトキシアセ
テート

l -メンチル エトキシアセ
テート

エステル類 4 579-94-2

1524 menthyl formate menthyl formate メンチル ホーメート メンチル ホーメート エステル類 4
2230-90-2
61949-23-3

1525 menthyl hexanoate menthyl hexanoate メンチル ヘキサノエート メンチル ヘキサノエート エステル類 4 6070-16-2

1526 l -menthyl isobutyrate l -menthyl isobutyrate
l -メンチル イソブチレー
ト

l -メンチル イソブチレー
ト

エステル類 4 68366-65-4

1527 menthyl isovalerate menthyl isovalerate メンチル イソバレレート メンチル イソバレレート エステル類 4
16409-46-4

89-47-4

1528 l -menthyl lactate l -menthyl lactate l -メンチル ラクテート l -メンチル ラクテート エステル類 4 17162-29-7

1529 l -menthyl phenylacetate l -menthyl phenylacetate
l -メンチル フェニルアセ
テート

l -メンチル フェニルアセ
テート

エステル類 4 26171-78-8
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1530 l -menthyl propionate l -menthyl propionate
l -メンチル プロピオネー
ト

l -メンチル プロピオネー
ト

エステル類 4 4951-48-8

1531 menthyl salicylate menthyl salicylate メンチル サリシレート メンチル サリシレート エステル類 4 89-46-3

1532 l -menthyl tiglate l -menthyl tiglate l -メンチル チグレート l -メンチル チグレート エステル類 4

1533 menthyl valerate menthyl valerate メンチル バレレート メンチル バレレート エステル類 4 64129-94-8

1534
3-[(2-mercapto-1-
methylpropyl)thio]-2-
butanol

3-[(2-mercapto-1-
methylpropyl)thio]-2-
butanol

3-[(2-メルカプト-1-メチ
ルプロピル)チオ]-2-ブタ
ノール

3-[(2-メルカプト-1-メチ
ルプロピル)チオ]-2-ブタ
ノール

チオール類 11 54957-02-7

1535 3-hydroxy-2-butanethiol 3-hydroxy-2-butanethiol
3-ヒドロキシ-2-ブタンチ
オール

3-ヒドロキシ-2-ブタンチ
オール

チオール類 11
37887-04-0
54812-86-1

1536 3-mercapto-2-butanone 3-mercapto-2-butanone 3-メルカプト-2-ブタノン 3-メルカプト-2-ブタノン ケトン類 5 40789-98-8

1537 3-mercapto-2-pentanone 3-mercapto-2-pentanone
3-メルカプト-2-ペンタノ
ン

3-メルカプト-2-ペンタノ
ン

ケトン類 5 67633-97-0

1538
3-mercapto-3-
methylbutyl formate

3-mercapto-3-
methylbutyl formate

3-メルカプト-3-メチルブ
チル ホーメート

3-メルカプト-3-メチルブ
チル ホーメート

エステル類 4 50746-10-6

1539
4-mercapto-4-methyl-2-
pentanone

4-mercapto-4-methyl-2-
pentanone

4-メルカプト-4-メチル-
2-ペンタノン

4-メルカプト-4-メチル-
2-ペンタノン

ケトン類 5 19872-52-7

1540 2-methoxybenzenethiol 2-methoxybenzenethiol
2-メトキシベンゼンチ
オール

2-メトキシベンゼンチ
オール

チオール類 11 7217-59-6

1541 2-hydroxyethanethiol 2-hydroxyethanethiol
2-ヒドロキシエタンチ
オール

2-ヒドロキシエタンチ
オール

チオール類 11 60-24-2

1542 3-mercaptohexanol 3-mercaptohexanol
3-メルカプトヘキサノー
ル

3-メルカプトヘキサノー
ル

チオール類 11 51755-83-0

1543 3-mercaptohexyl acetate 3-mercaptohexyl acetate
3-メルカプトヘキシル ア
セテート

3-メルカプトヘキシル ア
セテート

エステル類 4 136954-20-6

1544 pyrazinylmethanethiol pyrazinylmethanethiol
ピラジニルメタンチオー
ル

ピラジニルメタンチオー
ル

チオール類 11 59021-02-2

1545
(2or3or10)-
mercaptopinane

(2or3or10)-
mercaptopinane

(2or3or10)-メルカプトピ
ナン

(2or3or10)-メルカプトピ
ナン

チオール類 11
6588-78-9
23832-18-0
72361-41-2

1546 2-mercaptopropionic acid 2-mercaptopropionic acid
2-メルカプトプロピオニッ
ク アシド

2-メルカプトプロピオニッ
ク アシド

脂肪酸類 6 79-42-5

1547 3-mercaptopropionic acid 3-mercaptopropionic acid
3-メルカプトプロピオニッ
ク アシド

3-メルカプトプロピオニッ
ク アシド

脂肪酸類 6 107-96-0

1548
4-methyl-3-penten-2-
one

4-methyl-3-penten-2-
one

4-メチル-3-ペンテン-2-
オン

4-メチル-3-ペンテン-2-
オン

ケトン類 5 141-79-7

1549 S -methyl ethanethioate S -methyl ethanethioate
S -メチル エタンチオエー
ト

S -メチル エタンチオエー
ト

エステル類 4 1534-08-3

1550 methional methional メチオナール メチオナール チオエーテル類 10 3268-49-3

1551 methional diethyl acetal methional diethyl acetal
メチオナール ジエチル
アセタール

メチオナール ジエチル
アセタール

チオエーテル類 10 16630-61-8

1552 methional glyceryl acetal methional glyceryl acetal
メチオナール グリセリル
アセタール

メチオナール グリセリル
アセタール

チオエーテル類 10

1553
methional propyleneglycol
acetal

methional propyleneglycol
acetal

メチオナール プロピレン
グリコール アセタール

メチオナール プロピレン
グリコール アセタール

チオエーテル類 10 59007-89-5

1554 methionol methionol メチオノール メチオノール チオエーテル類 10 505-10-2

1555
3-(methylthio)propyl
phenylacetate

3-(methylthio)propyl
phenylacetate

3-(メチルチオ)プロピル
フェニルアセテート

3-(メチルチオ)プロピル
フェニルアセテート

エステル類 4

1556
3-(methylthio)propyl
mercaptoacetate

3-(methylthio)propyl
mercaptoacetate

3-(メチルチオ)プロピル
メルカプトアセテート

3-(メチルチオ)プロピル
メルカプトアセテート

エステル類 4 852997-30-9
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1557
2-methoxy-(3or5or6)-
methylpyrazine

2-methoxy-(3or5or6)-
methylpyrazine

2-メトキシ-(3or5or6)-メ
チルピラジン

2-メトキシ-(3or5or6)-メ
チルピラジン

エーテル類 3

2847-30-5
2882-21-5
2882-22-6
63450-30-6
68378-13-2

1558
4-methoxy-2-methyl-2-
butanethiol

4-methoxy-2-methyl-2-
butanethiol

4-メトキシ-2-メチル-2-
ブタンチオール

4-メトキシ-2-メチル-2-
ブタンチオール

チオール類 11 94087-83-9

1559
2-methoxy-2-
methylpropane

2-methoxy-2-
methylpropane

2-メトキシ-2-メチルプロ
パン

2-メトキシ-2-メチルプロ
パン

エーテル類 3 1634-04-4

1560
2-methoxy-3,5-
dimethylpyrazine

2-methoxy-3,5-
dimethylpyrazine

2-メトキシ-3,5-ジメチル
ピラジン

2-メトキシ-3,5-ジメチル
ピラジン

エーテル類 3

1561
2-isopropyl-3-
methoxypyrazine

2-isopropyl-3-
methoxypyrazine

2-イソプロピル-3-メトキ
シピラジン

2-イソプロピル-3-メトキ
シピラジン

エーテル類 3 25773-40-4

1562
3-methoxy-5-
methylphenol

3-methoxy-5-
methylphenol

3-メトキシ-5-メチルフェ
ノール

3-メトキシ-5-メチルフェ
ノール

フェノール類 14 3209-13-0

1563
4'-methoxy-alpha-
methylcinnamaldehyde

4'-methoxy-alpha-
methylcinnamaldehyde

4'-メトキシ-α-メチルシ
ンナムアルデヒド

4'-メトキシ-α-メチルシ
ンナムアルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 65405-67-6

1564 3-methoxybenzaldehyde 3-methoxybenzaldehyde
3-メトキシベンズアルデ
ヒド

3-メトキシベンズアルデ
ヒド

芳香族アルデヒド類 17 591-31-1

1565 2-methoxybenzyl alcohol 2-methoxybenzyl alcohol
2-メトキシベンジル アル
コール

2-メトキシベンジル アル
コール

芳香族アルコール類 16 612-16-8

1566
2'-
methoxycinnamaldehyde

2'-
methoxycinnamaldehyde

2'-メトキシシンナムアル
デヒド

2'-メトキシシンナムアル
デヒド

芳香族アルデヒド類 17 1504-74-1

1567
4'-
methoxycinnamaldehyde

4'-
methoxycinnamaldehyde

4'-メトキシシンナムアル
デヒド

4'-メトキシシンナムアル
デヒド

芳香族アルデヒド類 17 1963-36-6

1568
7-methoxy-3,7-
dimethyloctanal

7-methoxy-3,7-
dimethyloctanal

7-メトキシ-3,7-ジメチル
オクタナール

7-メトキシ-3,7-ジメチル
オクタナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 3613-30-7

1569
2-methoxyethyl
acetoacetate

2-methoxyethyl
acetoacetate

2-メトキシエチル アセト
アセテート

2-メトキシエチル アセト
アセテート

エステル類 4 22502-03-0

1570 methyl 2-naphthyl ether methyl 2-naphthyl ether
メチル 2-ナフチル エー
テル

メチル 2-ナフチル エー
テル

フェノールエーテル類 13 93-04-9

1571 3-methoxyphenol 3-methoxyphenol 3-メトキシフェノール 3-メトキシフェノール フェノール類 14 150-19-6

1572 4-methoxyphenol 4-methoxyphenol 4-メトキシフェノール 4-メトキシフェノール フェノール類 14 150-76-5

1573
4-(4-methoxyphenyl)-3-
buten-2-one

4-(4-methoxyphenyl)-3-
buten-2-one

4-(4-メトキシフェニル)-
3-ブテン-2-オン

4-(4-メトキシフェニル)-
3-ブテン-2-オン

ケトン類 5 943-88-4

1574
3-(4-
methoxyphenyl)propanol

3-(4-
methoxyphenyl)propanol

3-(4-メトキシフェニル)プ
ロパノール

3-(4-メトキシフェニル)プ
ロパノール

芳香族アルコール類 16 5406-18-8

1575
4-
methoxyphenylacetaldehy
de

4-
methoxyphenylacetaldehy
de

4-メトキシフェニルアセト
アルデヒド

4-メトキシフェニルアセト
アルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 5703-26-4

1576 methoxypyrazine methoxypyrazine メトキシピラジン メトキシピラジン エーテル類 3 3149-28-8

1577
S -methyl 2-
acetoxypropanethioate

S -methyl 2-
acetoxypropanethioate

S -メチル 2-アセトキシプ
ロパンチオエート

S -メチル 2-アセトキシプ
ロパンチオエート

エステル類 4 74586-09-7

1578
methyl
(methylthio)acetate

methyl
(methylthio)acetate

メチル (メチルチオ)アセ
テート

メチル (メチルチオ)アセ
テート

エステル類 4 16630-66-3

1579 methyl 10-undecenoate methyl 10-undecenoate
メチル 10-ウンデセノ
エート

メチル 10-ウンデセノ
エート

エステル類 4 111-81-9

1580 methyl 1-propenyl sulfide methyl 1-propenyl sulfide
メチル 1-プロペニル ス
ルフィド

メチル 1-プロペニル ス
ルフィド

チオエーテル類 10 10152-77-9

1581
methyl 2-
(methylthio)butyrate

methyl 2-
(methylthio)butyrate

メチル 2-(メチルチオ)ブ
チレート

メチル 2-(メチルチオ)ブ
チレート

エステル類 4 51534-66-8
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1582
S -methyl 2-
(propionyloxy)propanethio
ate

S -methyl 2-
(propionyloxy)propanethio
ate

S -メチル 2-(プロピオニ
ルオキシ)プロパンチオ
エート

S -メチル 2-(プロピオニ
ルオキシ)プロパンチオ
エート

エステル類 4 827024-53-3

1583 methyl 2,4-decadienoate methyl 2,4-decadienoate
メチル 2,4-デカジエノ
エート

メチル 2,4-デカジエノ
エート

エステル類 4
4493-42-9
7328-33-8
53172-59-1

1584 methyl 2-decenoate methyl 2-decenoate メチル 2-デセノエート メチル 2-デセノエート エステル類 4
2482-39-5
7367-85-3

1585 methyl 2-ethylbutyrate methyl 2-ethylbutyrate
メチル 2-エチルブチレー
ト

メチル 2-エチルブチレー
ト

エステル類 4 816-11-5

1586 methyl 2-furoate methyl 2-furoate メチル 2-フロエート メチル 2-フロエート エステル類 4 611-13-2

1587 methyl 2-hexenoate methyl 2-hexenoate メチル 2-ヘキセノエート メチル 2-ヘキセノエート エステル類 4 2396-77-2

1588
methyl 2-hydroxy-4-
methylpentanoate

methyl 2-hydroxy-4-
methylpentanoate

メチル 2-ヒドロキシ-4-メ
チルペンタノエート

メチル 2-ヒドロキシ-4-メ
チルペンタノエート

エステル類 4 40348-72-9

1589
methyl 2-
methoxybenzoate

methyl 2-
methoxybenzoate

メチル 2-メトキシベンゾ
エート

メチル 2-メトキシベンゾ
エート

エステル類 4 606-45-1

1590
methyl 2-methyl-3-furyl
disulfide

methyl 2-methyl-3-furyl
disulfide

メチル 2-メチル-3-フリ
ル ジスルフィド

メチル 2-メチル-3-フリ
ル ジスルフィド

チオエーテル類 10 65505-17-1

1591 methyl 2-methylbutyrate methyl 2-methylbutyrate
メチル 2-メチルブチレー
ト

メチル 2-メチルブチレー
ト

エステル類 4 868-57-5

1592
methyl 2-
methylpentanoate

methyl 2-
methylpentanoate

メチル 2-メチルペンタノ
エート

メチル 2-メチルペンタノ
エート

エステル類 4 2177-77-7

1593 methyl 2-octenoate methyl 2-octenoate メチル 2-オクテノエート メチル 2-オクテノエート エステル類 4 2396-85-2

1594 methyl pyruvate methyl pyruvate メチル ピルベート メチル ピルベート エステル類 4 600-22-6

1595
methyl 2-oxopropyl
disulfide

methyl 2-oxopropyl
disulfide

メチル 2-オキソプロピル
ジスルフィド

メチル 2-オキソプロピル
ジスルフィド

ケトン類 5 122861-78-3

1596 S -methyl 2-thiofuroate S -methyl 2-thiofuroate
S -メチル 2-チオフロ
エート

S -メチル 2-チオフロ
エート

エステル類 4 13679-61-3

1597
methyl 3-
(furfurylthio)propionate

methyl 3-
(furfurylthio)propionate

メチル 3-(フルフリルチ
オ)プロピオネート

メチル 3-(フルフリルチ
オ)プロピオネート

エステル類 4 94278-26-9

1598
methyl 3-
(methylthio)propionate

methyl 3-
(methylthio)propionate

メチル 3-(メチルチオ)プ
ロピオネート

メチル 3-(メチルチオ)プ
ロピオネート

エステル類 4 13532-18-8

1599
methyl 3-acetoxy-2-
methylbutyrate

methyl 3-acetoxy-2-
methylbutyrate

メチル 3-アセトキシ-2-
メチルブチレート

メチル 3-アセトキシ-2-
メチルブチレート

エステル類 4 139564-42-4

1600 methyl 3-acetoxybutyrate methyl 3-acetoxybutyrate
メチル 3-アセトキシブチ
レート

メチル 3-アセトキシブチ
レート

エステル類 4 89422-42-4

1601
methyl 3-
acetoxyhexanoate

methyl 3-
acetoxyhexanoate

メチル 3-アセトキシヘキ
サノエート

メチル 3-アセトキシヘキ
サノエート

エステル類 4
21188-60-3
77118-93-5

1602
methyl 3-
acetoxyoctanoate

methyl 3-
acetoxyoctanoate

メチル 3-アセトキシオク
タノエート

メチル 3-アセトキシオク
タノエート

エステル類 4 35234-21-0

1603 methyl 3-hexenoate methyl 3-hexenoate メチル 3-ヘキセノエート メチル 3-ヘキセノエート エステル類 4
2396-78-3
13894-61-6

1604 methyl 3-hydroxybutyrate methyl 3-hydroxybutyrate
メチル 3-ヒドロキシブチ
レート

メチル 3-ヒドロキシブチ
レート

エステル類 4 1487-49-6

1605
methyl 3-
hydroxyhexanoate

methyl 3-
hydroxyhexanoate

メチル 3-ヒドロキシヘキ
サノエート

メチル 3-ヒドロキシヘキ
サノエート

エステル類 4 21188-58-9

1606
methyl 3-mercapto-2-
methylpropionate

methyl 3-mercapto-2-
methylpropionate

メチル 3-メルカプト-2-メ
チルプロピオネート

メチル 3-メルカプト-2-メ
チルプロピオネート

エステル類 4 4131-76-4

1607
methyl beta-methyl-beta-
phenylglycidate

methyl beta-methyl-beta-
phenylglycidate

メチル β-メチル-β-
フェニルグリシデート

メチル β-メチル-β-
フェニルグリシデート

エステル類 4

1608 methyl 3-nonenoate methyl 3-nonenoate メチル 3-ノネノエート メチル 3-ノネノエート エステル類 4 13481-87-3
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1609 methyl 3-octenoate methyl 3-octenoate メチル 3-オクテノエート メチル 3-オクテノエート エステル類 4
35234-16-3
74023-04-4

1610 methyl 3-oxohexanoate methyl 3-oxohexanoate
メチル 3-オキソヘキサノ
エート

メチル 3-オキソヘキサノ
エート

エステル類 4 30414-54-1

1611
methyl 3-
phenylpropionate

methyl 3-
phenylpropionate

メチル 3-フェニルプロピ
オネート

メチル 3-フェニルプロピ
オネート

エステル類 4 103-25-3

1612
methyl 4-
(methylthio)butyrate

methyl 4-
(methylthio)butyrate

メチル 4-(メチルチオ)ブ
チレート

メチル 4-(メチルチオ)ブ
チレート

エステル類 4 53053-51-3

1613 methyl 4-decenoate methyl 4-decenoate メチル 4-デセノエート メチル 4-デセノエート エステル類 4 7367-83-1

1615
methyl 4-
methylpentanoate

methyl 4-
methylpentanoate

メチル 4-メチルペンタノ
エート

メチル 4-メチルペンタノ
エート

エステル類 4 2412-80-8

1616
methyl 5-
acetoxydecanoate

methyl 5-
acetoxydecanoate

メチル 5-アセトキシデカ
ノエート

メチル 5-アセトキシデカ
ノエート

エステル類 4

1617
methyl 5-
acetoxydodecanoate

methyl 5-
acetoxydodecanoate

メチル 5-アセトキシドデ
カノエート

メチル 5-アセトキシドデ
カノエート

エステル類 4

1618
methyl 5-
acetoxyhexanoate

methyl 5-
acetoxyhexanoate

メチル 5-アセトキシヘキ
サノエート

メチル 5-アセトキシヘキ
サノエート

エステル類 4 35234-22-1

1619
methyl 5-
formyloxydodecanoate

methyl 5-
formyloxydodecanoate

メチル 5-ホルミルオキシ
ドデカノエート

メチル 5-ホルミルオキシ
ドデカノエート

エステル類 4

1620
methyl 5-
hydroxydecanoate

methyl 5-
hydroxydecanoate

メチル 5-ヒドロキシデカ
ノエート

メチル 5-ヒドロキシデカ
ノエート

エステル類 4 101853-47-8

1621
methyl 5-methyl-2-furyl
sulfide

methyl 5-methyl-2-furyl
sulfide

メチル 5-メチル-2-フリ
ル スルフィド

メチル 5-メチル-2-フリ
ル スルフィド

チオエーテル類 10 13678-59-6

1622
methyl 5-methylfurfuryl
disulfide

methyl 5-methylfurfuryl
disulfide

メチル 5-メチルフルフリ
ル ジスルフィド

メチル 5-メチルフルフリ
ル ジスルフィド

チオエーテル類 10 78818-78-7

1623 methyl 5-oxododecanoate methyl 5-oxododecanoate
メチル 5-オキソドデカノ
エート

メチル 5-オキソドデカノ
エート

エステル類 4

1624 methyl acetate methyl acetate メチル アセテート メチル アセテート エステル類 4 79-20-9

1625 methyl acetoacetate methyl acetoacetate メチル アセトアセテート メチル アセトアセテート エステル類 4 105-45-3

1626 methyl acrylate methyl acrylate メチル アクリレート メチル アクリレート エステル類 4 96-33-3

1627 2-heptanone 2-heptanone 2-ヘプタノン 2-ヘプタノン ケトン類 5 110-43-0

1628
1-(4-methoxyphenyl)-1-
penten-3-one

1-(4-methoxyphenyl)-1-
penten-3-one

1-(4-メトキシフェニル)-
1-ペンテン-3-オン

1-(4-メトキシフェニル)-
1-ペンテン-3-オン

ケトン類 5 104-27-8

1629
methyl 4-
methoxybenzoate

methyl 4-
methoxybenzoate

メチル 4-メトキシベンゾ
エート

メチル 4-メトキシベンゾ
エート

エステル類 4 121-98-2

1631 methyl benzoate methyl benzoate メチル ベンゾエート メチル ベンゾエート エステル類 4 93-58-3

1632
methyl beta-(4-
methylphenyl)glycidate

methyl beta-(4-
methylphenyl)glycidate

メチル β-(4-メチルフェ
ニル)グリシデート

メチル β-(4-メチルフェ
ニル)グリシデート

エステル類 4 99334-18-6

1633
methyl beta-
phenylglycidate

methyl beta-
phenylglycidate

メチル β-フェニルグリ
シデート

メチル β-フェニルグリ
シデート

エステル類 4 37161-74-3

1634 S -methyl butanethioate S -methyl butanethioate
S -メチル ブタンチオエー
ト

S -メチル ブタンチオエー
ト

エステル類 4 2432-51-1

1635 butyl methyl sulfide butyl methyl sulfide ブチル メチル スルフィド ブチル メチル スルフィド チオエーテル類 10 628-29-5

1636 methyl butyrate methyl butyrate メチル ブチレート メチル ブチレート エステル類 4 623-42-7

1638 methyl cis -4-octenoate methyl cis -4-octenoate
メチル cis -4-オクテノ
エート

メチル cis -4-オクテノ
エート

エステル類 4 21063-71-8

1639 methyl citronellate methyl citronellate メチル シトロネレート メチル シトロネレート エステル類 4 2270-60-2
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1640 methyl 2-butenoate methyl 2-butenoate メチル 2-ブテノエート メチル 2-ブテノエート エステル類 4
623-43-8

18707-60-3

1641
methyl
cyclohexylcarboxylate

methyl
cyclohexylcarboxylate

メチル シクロヘキシルカ
ルボキシレート

メチル シクロヘキシルカ
ルボキシレート

エステル類 4 4630-82-4

1642 methyl decanoate methyl decanoate メチル デカノエート メチル デカノエート エステル類 4 110-42-9

1643
methyl 5-
acetoxyoctanoate

methyl 5-
acetoxyoctanoate

メチル 5-アセトキシオク
タノエート

メチル 5-アセトキシオク
タノエート

エステル類 4

1644 methyl dihydrojasmonate
methyl (3-oxo-2-
pentylcyclopentyl)acetate

メチル ジヒドロジャスモ
ネート

メチル (3-オキソ-2-ペン
チルシクロペンチル)アセ
テート

エステル類 4
2630-39-9
24851-98-7

1645 methylphenyl phenyl ether methylphenyl phenyl ether
メチルフェニル フェニル
エーテル

メチルフェニル フェニル
エーテル

フェノールエーテル類 13
1706-12-3
3586-14-9
3991-61-5

1646 dimethyl disulfide dimethyl disulfide ジメチル ジスルフィド ジメチル ジスルフィド チオエーテル類 10 624-92-0

1647 ethyl methyl disulfide ethyl methyl disulfide
エチル メチル ジスルフィ
ド

エチル メチル ジスルフィ
ド

チオエーテル類 10 20333-39-5

1648 2-butanone 2-butanone 2-ブタノン 2-ブタノン ケトン類 5 78-93-3

1649 ethyl methyl sulfide ethyl methyl sulfide エチル メチル スルフィド エチル メチル スルフィド チオエーテル類 10 624-89-5

1650 methyl formate methyl formate メチル ホーメート メチル ホーメート エステル類 4 107-31-3

1651 furfuryl methyl disulfide furfuryl methyl disulfide
フルフリル メチル ジスル
フィド

フルフリル メチル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 57500-00-2

1652 4-methyl-4-decanolide 4-methyl-4-decanolide 4-メチル-4-デカノリド 4-メチル-4-デカノリド ラクトン類 18 7011-83-8

1653 methyl geranate methyl geranate メチル ゲラネート メチル ゲラネート エステル類 4 1189-09-9

1654 methyl hydroxyacetate methyl hydroxyacetate
メチル ヒドロキシアセ
テート

メチル ヒドロキシアセ
テート

エステル類 4 96-35-5

1655 methyl heptanoate methyl heptanoate メチル ヘプタノエート メチル ヘプタノエート エステル類 4 106-73-0

1656
6-methyl-5-hepten-2-
one propyleneglycol acetal

6-methyl-5-hepten-2-
one propyleneglycol acetal

6-メチル-5-ヘプテン-2-
オン プロピレングリコー
ル アセタール

6-メチル-5-ヘプテン-2-
オン プロピレングリコー
ル アセタール

エーテル類 3 68258-95-7

1657 2-nonanone 2-nonanone 2-ノナノン 2-ノナノン ケトン類 5 821-55-6

1658 methyl hexanoate methyl hexanoate メチル ヘキサノエート メチル ヘキサノエート エステル類 4 106-70-7

1659 2-octanone 2-octanone 2-オクタノン 2-オクタノン ケトン類 5 111-13-7

1660 alpha-methyl ional alpha-methyl ional α-メチル イオナール α-メチル イオナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 58102-02-6

1661 methylionone methylionone メチルイオノン メチルイオノン ケトン類 5 1335-46-2

1662 5-methyl-2-hexanone 5-methyl-2-hexanone 5-メチル-2-ヘキサノン 5-メチル-2-ヘキサノン ケトン類 5 110-12-3

1663 4-methyl-2-pentanone 4-methyl-2-pentanone 4-メチル-2-ペンタノン 4-メチル-2-ペンタノン ケトン類 5 108-10-1

1664 methyl isobutyrate methyl isobutyrate メチル イソブチレート メチル イソブチレート エステル類 4 547-63-7

1665 isoeugenyl methyl ether isoeugenyl methyl ether
イソオイゲニル メチル
エーテル

イソオイゲニル メチル
エーテル

フェノールエーテル類 13 93-16-3
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1666
6-methyl-2-heptyl
acetate

6-methyl-2-heptyl
acetate

6-メチル-2-ヘプチル ア
セテート

6-メチル-2-ヘプチル ア
セテート

エステル類 4 67952-57-2

1667 3-methyl-2-butanone 3-methyl-2-butanone 3-メチル-2-ブタノン 3-メチル-2-ブタノン ケトン類 5 563-80-4

1668 methyl isovalerate methyl isovalerate メチル イソバレレート メチル イソバレレート エステル類 4 556-24-1

1669 methyl jasmonate
methyl [3-oxo-2-(2-
pentenyl)cyclopentyl]acet
ate

メチル ジャスモネート
メチル [3-オキソ-2-(2-
ペンテニル)シクロペンチ
ル]アセテート

エステル類 4
1211-29-6
39924-52-2
42536-97-0

1670 methyl lactate methyl lactate メチル ラクテート メチル ラクテート エステル類 4 547-64-8

1671 methyl laurate methyl laurate メチル ラウレート メチル ラウレート エステル類 4 111-82-0

1672 methyl levulinate methyl levulinate メチル レブリネート メチル レブリネート エステル類 4 624-45-3

1673 methyl linoleate oxide methyl linoleate oxide
メチル リノレート オキシ
ド

メチル リノレート オキシ
ド

エステル類 4 90459-45-3

1674 methyl linoleate methyl linoleate メチル リノレート メチル リノレート エステル類 4 112-63-0

1675 methyl linolenate methyl linolenate メチル リノレネート メチル リノレネート エステル類 4 301-00-8

1676 methanethiol methanethiol メタンチオール メタンチオール チオール類 11 74-93-1

1677 methyl methacrylate methyl methacrylate メチル メタクリレート メチル メタクリレート エステル類 4 80-62-6

1678
S -methyl
methanethiosulfonate

methyl
methanethiosulfonate

S -メチル メタンチオスル
フォネート

メチル メタンチオスル
フォネート

エステル類 4 2949-92-0

1679
methyl beta-methyl-beta-
(4-methylphenyl)glycidate

methyl beta-methyl-beta-
(4-methylphenyl)glycidate

メチル β-メチル-β-
(4-メチルフェニル)グリシ
デート

メチル β-メチル-β-
(4-メチルフェニル)グリシ
デート

エステル類 4

1680 methyl myristate methyl myristate メチル ミリステート メチル ミリステート エステル類 4 124-10-7

1681
methyl N,N -
dimethylanthranilate

methyl N,N -
dimethylanthranilate

メチル N ,N -ジメチルア
ンスラニレート

メチル N ,N -ジメチルア
ンスラニレート

エステル類 4 10072-05-6

1682
methyl N -
acetylanthranilate

methyl N -
acetylanthranilate

メチル N -アセチルアン
スラニレート

メチル N -アセチルアン
スラニレート

エステル類 4 2719-08-6

1684 1-acetylnaphthalene 1-acetylnaphthalene 1-アセチルナフタレン 1-アセチルナフタレン ケトン類 5 941-98-0

1685
methyl N -
ethylanthranilate

methyl N -
ethylanthranilate

メチル N -エチルアンス
ラニレート

メチル N -エチルアンス
ラニレート

エステル類 4 17318-49-9

1686
methyl N -
formylanthranilate

methyl N -
formylanthranilate

メチル N -ホルミルアン
スラニレート

メチル N -ホルミルアン
スラニレート

エステル類 4 41270-80-8

1687 methyl nicotinate methyl nicotinate メチル ニコチネート メチル ニコチネート エステル類 4 93-60-7

1688 methyl nonanoate methyl nonanoate メチル ノナノエート メチル ノナノエート エステル類 4 1731-84-6

1689 2-undecanone 2-undecanone 2-ウンデカノン 2-ウンデカノン ケトン類 5 112-12-9

1690 methyl 2-nonenoate methyl 2-nonenoate メチル 2-ノネノエート メチル 2-ノネノエート エステル類 4 111-79-5

1691
methyl N -
phenylacetylanthranilate

methyl N -
phenylacetylanthranilate

メチル N -フェニルアセチ
ルアンスラニレート

メチル N -フェニルアセチ
ルアンスラニレート

エステル類 4

1692 methyl octanoate methyl octanoate メチル オクタノエート メチル オクタノエート エステル類 4 111-11-5

1693 methyl 2-nonynoate methyl 2-nonynoate メチル 2-ノニノエート メチル 2-ノニノエート エステル類 4 111-80-8
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類番
号
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1694 2-decanone 2-decanone 2-デカノン 2-デカノン ケトン類 5 693-54-9

1695 methyl octyl sulfide methyl octyl sulfide
メチル オクチル スルフィ
ド

メチル オクチル スルフィ
ド

チオエーテル類 10 3698-95-1

1696 methyl oleate methyl oleate メチル オレート メチル オレート エステル類 4 112-62-9

1697
methyl 2-methylphenyl
disulfide

methyl 2-methylphenyl
disulfide

メチル 2-メチルフェニル
ジスルフィド

メチル 2-メチルフェニル
ジスルフィド

チオエーテル類 10 35379-09-0

1698 methyl palmitate methyl palmitate メチル パルミテート メチル パルミテート エステル類 4 112-39-0

1699 methyl pentadecanoate methyl pentadecanoate
メチル ペンタデカノエー
ト

メチル ペンタデカノエー
ト

エステル類 4 7132-64-1

1700 methyl phenethyl ether methyl phenethyl ether
メチル フェネチル エーテ
ル

メチル フェネチル エーテ
ル

エーテル類 3 3558-60-9

1701 methyl phenyl disulfide methyl phenyl disulfide
メチル フェニル ジスル
フィド

メチル フェニル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 14173-25-2

1702 methyl phenylacetate methyl phenylacetate
メチル フェニルアセテー
ト

メチル フェニルアセテー
ト

エステル類 4 101-41-7

1703 4-(1-hydroxyethyl)phenol 4-(1-hydroxyethyl)phenol
4-(1-ヒドロキシエチル)
フェノール

4-(1-ヒドロキシエチル)
フェノール

フェノール類 14 2380-91-8

1704 methyl pivalate methyl pivalate メチル ピバレート メチル ピバレート エステル類 4 598-98-1

1705 methyl 4-methylbenzoate methyl 4-methylbenzoate
メチル 4-メチルベンゾ
エート

メチル 4-メチルベンゾ
エート

エステル類 4 99-75-2

1706 methyl propionate methyl propionate メチル プロピオネート メチル プロピオネート エステル類 4 554-12-1

1707
methyl N -
propionylanthranilate

methyl N -
propionylanthranilate

メチル N -プロピオニル
アンスラニレート

メチル N -プロピオニル
アンスラニレート

エステル類 4 25628-84-6

1708 methyl propyl disulfide methyl propyl disulfide
メチル プロピル ジスル
フィド

メチル プロピル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 2179-60-4

1709 2-pentanone 2-pentanone 2-ペンタノン 2-ペンタノン ケトン類 5 107-87-9

1710 methyl propyl sulfide methyl propyl sulfide
メチル プロピル スルフィ
ド

メチル プロピル スルフィ
ド

チオエーテル類 10 3877-15-4

1711 methyl propyl trisulfide methyl propyl trisulfide
メチル プロピル トリスル
フィド

メチル プロピル トリスル
フィド

チオエーテル類 10 17619-36-2

1712
methyl 4-tert -
butylphenylacetate

methyl 4-tert -
butylphenylacetate

メチル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

メチル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

エステル類 4 3549-23-3

1714 methyl sorbate methyl sorbate メチル ソルベート メチル ソルベート エステル類 4 689-89-4

1715 methyl stearate methyl stearate メチル ステアレート メチル ステアレート エステル類 4 112-61-8

1716
methyl 2-
mercaptoacetate

methyl 2-
mercaptoacetate

メチル 2-メルカプトアセ
テート

メチル 2-メルカプトアセ
テート

エステル類 4 2365-48-2

1717 S -methyl hexanethioate S -methyl hexanethioate
S -メチル ヘキサンチオ
エート

S -メチル ヘキサンチオ
エート

エステル類 4 2432-77-1

1718
S -methyl
isobutanethioate

S -methyl
isobutanethioate

S -メチル イソブタンチオ
エート

S -メチル イソブタンチオ
エート

エステル類 4 42075-42-3

1719
S -methyl 3-
methylbutanethioate

S -methyl 3-
methylbutanethioate

S -メチル 3-メチルブタン
チオエート

S -メチル 3-メチルブタン
チオエート

エステル類 4 23747-45-7

1720 methyl tiglate methyl tiglate メチル チグレート メチル チグレート エステル類 4 6622-76-0

1721
methyl trans -2-
octenoate

methyl trans -2-
octenoate

メチル trans -2-オクテノ
エート

メチル trans -2-オクテノ
エート

エステル類 4 7367-81-9

1722 methyl tridecanoate methyl tridecanoate メチル トリデカノエート メチル トリデカノエート エステル類 4 1731-88-0
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類番
号
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1723 methyl undecanoate methyl undecanoate メチル ウンデカノエート メチル ウンデカノエート エステル類 4 1731-86-8

1724 2-tridecanone 2-tridecanone 2-トリデカノン 2-トリデカノン ケトン類 5 593-08-8

1725 methyl 9-undecenoate methyl 9-undecenoate
メチル 9-ウンデセノエー
ト

メチル 9-ウンデセノエー
ト

エステル類 4 5760-50-9

1726 methyl valerate methyl valerate メチル バレレート メチル バレレート エステル類 4 624-24-8

1727 3-methylpentanoic acid 3-methylpentanoic acid
3-メチルペンタノイック
アシド

3-メチルペンタノイック
アシド

脂肪酸類 6 105-43-1

1728 methyl vanillate methyl vanillate メチル バニレート メチル バニレート エステル類 4 3943-74-6

1729 3-buten-2-one 3-buten-2-one 3-ブテン-2-オン 3-ブテン-2-オン ケトン類 5 78-94-4

1730
2,6-dimethoxy-4-
methylphenol

2,6-dimethoxy-4-
methylphenol

2,6-ジメトキシ-4-メチル
フェノール

2,6-ジメトキシ-4-メチル
フェノール

フェノール類 14 6638-05-7

1731
2-methyl-2-butenyl
acetate

2-methyl-2-butenyl
acetate

2-メチル-2-ブテニル ア
セテート

2-メチル-2-ブテニル ア
セテート

エステル類 4
19248-94-3
33425-30-8

1732
3-methyl-2-butyl
butyrate

3-methyl-2-butyl
butyrate

3-メチル-2-ブチル ブチ
レート

3-メチル-2-ブチル ブチ
レート

エステル類 4

1733
3-methyl-2-
cyclopentenone

3-methyl-2-
cyclopentenone

3-メチル-2-シクロペンテ
ノン

3-メチル-2-シクロペンテ
ノン

ケトン類 5 2758-18-1

1734
3-(5-methyl-2-
furyl)butanal

3-(5-methyl-2-
furyl)butanal

3-(5-メチル-2-フリル)ブ
タナール

3-(5-メチル-2-フリル)ブ
タナール

芳香族アルデヒド類 17 31704-80-0

1735
1-(5-methyl-2-furyl)-1,2-
propanedione

1-(5-methyl-2-furyl)-1,2-
propanedione

1-(5-メチル-2-フリル)-
1,2-プロパンジオン

1-(5-メチル-2-フリル)-
1,2-プロパンジオン

ケトン類 5 1197-20-2

1736
1-(5-methyl-2-furyl)-2-
propanone

1-(5-methyl-2-furyl)-2-
propanone

1-(5-メチル-2-フリル)-
2-プロパノン

1-(5-メチル-2-フリル)-
2-プロパノン

ケトン類 5 13678-74-5

1737 6-methyl-2-heptanone 6-methyl-2-heptanone 6-メチル-2-ヘプタノン 6-メチル-2-ヘプタノン ケトン類 5 928-68-7

1738
5-methyl-2-hepten-4-
one

5-methyl-2-hepten-4-
one

5-メチル-2-ヘプテン-4-
オン

5-メチル-2-ヘプテン-4-
オン

ケトン類 5 81925-81-7

1739 3-methyl-2-hexanone 3-methyl-2-hexanone 3-メチル-2-ヘキサノン 3-メチル-2-ヘキサノン ケトン類 5 2550-21-2

1740
4-methyl-2-
[(methylthio)methyl]-2-
hexenal

4-methyl-2-
[(methylthio)methyl]-2-
hexenal

4-メチル-2-[(メチルチ
オ)メチル]-2-ヘキセナー
ル

4-メチル-2-[(メチルチ
オ)メチル]-2-ヘキセナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 99910-84-6

1741
5-methyl-2-
[(methylthio)methyl]-2-
hexenal

5-methyl-2-
[(methylthio)methyl]-2-
hexenal

5-メチル-2-[(メチルチ
オ)メチル]-2-ヘキセナー
ル

5-メチル-2-[(メチルチ
オ)メチル]-2-ヘキセナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 85407-25-6

1742
4-methyl-2-
[(methylthio)methyl]-2-
pentenal

4-methyl-2-
[(methylthio)methyl]-2-
pentenal

4-メチル-2-[(メチルチ
オ)メチル]-2-ペンテナー
ル

4-メチル-2-[(メチルチ
オ)メチル]-2-ペンテナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 40878-73-7

1743
3-methyl-2-oxopentanoic
acid

3-methyl-2-oxopentanoic
acid

3-メチル-2-オキソペンタ
ノイック アシド

3-メチル-2-オキソペンタ
ノイック アシド

脂肪酸類 6
1460-34-0
39748-49-7

1744 3-methyl-2-pentanol 3-methyl-2-pentanol 3-メチル-2-ペンタノール 3-メチル-2-ペンタノール 脂肪族高級アルコール類 7 565-60-6

1745 4-methyl-2-pentanol 4-methyl-2-pentanol 4-メチル-2-ペンタノール 4-メチル-2-ペンタノール 脂肪族高級アルコール類 7 108-11-2

1746 3-methyl-2-pentanone 3-methyl-2-pentanone 3-メチル-2-ペンタノン 3-メチル-2-ペンタノン ケトン類 5 565-61-7

1747 2-methyl-2-pentenal 2-methyl-2-pentenal
2-メチル-2-ペンテナー
ル

2-メチル-2-ペンテナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 623-36-9

1748 4-methyl-2-pentenal 4-methyl-2-pentenal
4-メチル-2-ペンテナー
ル

4-メチル-2-ペンテナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 5362-56-1
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1749
2-methyl-2-pentenoic
acid

2-methyl-2-pentenoic
acid

2-メチル-2-ペンテノイッ
ク アシド

2-メチル-2-ペンテノイッ
ク アシド

脂肪酸類 6 3142-72-1

1750
5-methyl-2-phenyl-2-
hexenal

5-methyl-2-phenyl-2-
hexenal

5-メチル-2-フェニル-2-
ヘキセナール

5-メチル-2-フェニル-2-
ヘキセナール

芳香族アルデヒド類 17 21834-92-4

1751
4-methyl-2-phenyl-2-
hexenal

4-methyl-2-phenyl-2-
hexenal

4-メチル-2-フェニル-2-
ヘキセナール

4-メチル-2-フェニル-2-
ヘキセナール

芳香族アルデヒド類 17 26643-92-5

1752
4-methyl-2-phenyl-2-
pentenal

4-methyl-2-phenyl-2-
pentenal

4-メチル-2-フェニル-2-
ペンテナール

4-メチル-2-フェニル-2-
ペンテナール

芳香族アルデヒド類 17 26643-91-4

1753
4-methyl-2-
phenylpentanol

4-methyl-2-
phenylpentanol

4-メチル-2-フェニルペン
タノール

4-メチル-2-フェニルペン
タノール

芳香族アルコール類 16 38502-29-3

1754
butanal propyleneglycol
acetal

butanal propyleneglycol
acetal

ブタナール プロピレング
リコール アセタール

ブタナール プロピレング
リコール アセタール

エーテル類 3 4352-99-2

1755 2-methyl-2-thiazoline 2-methyl-2-thiazoline 2-メチル-2-チアゾリン 2-メチル-2-チアゾリン チオエーテル類 10 2346-00-1

1756
5-methyl-2-
thienylcarbaldehyde

5-methyl-2-
thienylcarbaldehyde

5-メチル-2-チエニルカ
ルバルデヒド

5-メチル-2-チエニルカ
ルバルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 13679-70-4

1757
3-(3,4-
methylenedioxyphenyl)-2-
methylpropanal

3-(3,4-
methylenedioxyphenyl)-2-
methylpropanal

3-(3,4-メチレンジオキシ
フェニル)-2-メチルプロ
パナール

3-(3,4-メチレンジオキシ
フェニル)-2-メチルプロ
パナール

芳香族アルデヒド類 17 1205-17-0

1758
2-acetyl-(3or4)-
methylthiophene

2-acetyl-(3or4)-
methylthiophene

2-アセチル-(3or4)-メチ
ルチオフェン

2-アセチル-(3or4)-メチ
ルチオフェン

ケトン類 5
13679-72-6
13679-73-7

1759
2-methyl-3-(4-tert -
butylphenyl)propanal

2-methyl-3-(4-tert -
butylphenyl)propanal

2-メチル-3-(4-tert -ブ
チルフェニル)プロパナー
ル

2-メチル-3-(4-tert -ブ
チルフェニル)プロパナー
ル

芳香族アルデヒド類 17 80-54-6

1760
7-methyl-3,4-dihydro-
2H -1,5-benzodioxepin-3-
one

7-methyl-3,4-dihydro-
2H -1,5-benzodioxepin-3-
one

7-メチル-3,4-ジヒドロ-
2H -1,5-ベンゾジオキセ
ピン-3-オン

7-メチル-3,4-ジヒドロ-
2H -1,5-ベンゾジオキセ
ピン-3-オン

ケトン類 5 28940-11-6

1761
2-(furfurylthio)-(3or5or6)-
methylpyrazine

2-(furfurylthio)-(3or5or6)-
methylpyrazine

2-(フルフリルチオ)-
(3or5or6)-メチルピラジン

2-(フルフリルチオ)-
(3or5or6)-メチルピラジン

チオエーテル類 10
65530-53-2
59303-07-0

1762
2-methyl-(3or5or6)-
(methylthio)pyrazine

2-methyl-(3or5or6)-
(methylthio)pyrazine

2-メチル-(3or5or6)-(メチ
ルチオ)ピラジン

2-メチル-(3or5or6)-(メチ
ルチオ)ピラジン

チオエーテル類 10

2882-20-4
2884-13-1
2884-14-2
67952-65-2
68378-12-1

1763 3-methyl-3-buten-2-one 3-methyl-3-buten-2-one
3-メチル-3-ブテン-2-オ
ン

3-メチル-3-ブテン-2-オ
ン

ケトン類 5 814-78-8

1764
3-methyl-3-butenyl
acetate

3-methyl-3-butenyl
acetate

3-メチル-3-ブテニル ア
セテート

3-メチル-3-ブテニル ア
セテート

エステル類 4 5205-07-2

1765
3-methyl-3-butenyl
butyrate

3-methyl-3-butenyl
butyrate

3-メチル-3-ブテニル ブ
チレート

3-メチル-3-ブテニル ブ
チレート

エステル類 4 54702-13-5

1766
5-methyl-3-
butyltetrahydropyran-4-yl
acetate

5-methyl-3-
butyltetrahydropyran-4-yl
acetate

5-メチル-3-ブチルテトラ
ヒドロピラン-4-イル アセ
テート

5-メチル-3-ブチルテトラ
ヒドロピラン-4-イル アセ
テート

エステル類 4 38285-49-3

1767 2-methyl-3-furanthiol 2-methyl-3-furanthiol
2-メチル-3-フランチオー
ル

2-メチル-3-フランチオー
ル

チオール類 11 28588-74-1

1768
2-methyl-3-furyl 2-
methyl-3-tetrahydrofuryl
disulfide

2-methyl-3-furyl 2-
methyl-3-tetrahydrofuryl
disulfide

2-メチル-3-フリル 2-メ
チル-3-テトラヒドロフリ
ル ジスルフィド

2-メチル-3-フリル 2-メ
チル-3-テトラヒドロフリ
ル ジスルフィド

チオエーテル類 10 252736-40-6

1769 6-methyl-3-heptanol 6-methyl-3-heptanol 6-メチル-3-ヘプタノール 6-メチル-3-ヘプタノール 脂肪族高級アルコール類 7 18720-66-6

1770 5-methyl-3-heptanol 5-methyl-3-heptanol 5-メチル-3-ヘプタノール 5-メチル-3-ヘプタノール 脂肪族高級アルコール類 7 18720-65-5

1771 5-methyl-3-heptanone 5-methyl-3-heptanone 5-メチル-3-ヘプタノン 5-メチル-3-ヘプタノン ケトン類 5 541-85-5
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1772 2-methyl-3-hexanol 2-methyl-3-hexanol
2-メチル-3-ヘキサノー
ル

2-メチル-3-ヘキサノー
ル

脂肪族高級アルコール類 7 617-29-8

1773 5-methyl-3-hexen-2-one 5-methyl-3-hexen-2-one
5-メチル-3-ヘキセン-2-
オン

5-メチル-3-ヘキセン-2-
オン

ケトン類 5 5166-53-0

1774
methyl 2-methyl-3-furyl
sulfide

methyl 2-methyl-3-furyl
sulfide

メチル 2-メチル-3-フリ
ル スルフィド

メチル 2-メチル-3-フリ
ル スルフィド

チオエーテル類 10 63012-97-5

1775 3-methyl-3-pentanol 3-methyl-3-pentanol 3-メチル-3-ペンタノール 3-メチル-3-ペンタノール 脂肪族高級アルコール類 7 77-74-7

1776
2-methyl-3-(4-
methylphenyl)propanal

2-methyl-3-(4-
methylphenyl)propanal

2-メチル-3-(4-メチル
フェニル)プロパナール

2-メチル-3-(4-メチル
フェニル)プロパナール

芳香族アルデヒド類 17 41496-43-9

1777
2-methyl-3-
tetrahydrofuranthiol

2-methyl-3-
tetrahydrofuranthiol

2-メチル-3-テトラヒドロ
フランチオール

2-メチル-3-テトラヒドロ
フランチオール

チオール類 11 57124-87-5

1778
2-methyl-4,5-dihydro-3-
furanthiol

2-methyl-4,5-dihydro-3-
furanthiol

2-メチル-4,5-ジヒドロ-
3-フランチオール

2-メチル-4,5-ジヒドロ-
3-フランチオール

チオール類 11 26486-13-5

1779
2-methyl-4-pentenoic
acid

2-methyl-4-pentenoic
acid

2-メチル-4-ペンテノイッ
ク アシド

2-メチル-4-ペンテノイッ
ク アシド

脂肪酸類 6 1575-74-2

1780
2-methyl-4-phenyl-2-
butanol

2-methyl-4-phenyl-2-
butanol

2-メチル-4-フェニル-2-
ブタノール

2-メチル-4-フェニル-2-
ブタノール

芳香族アルコール類 16 103-05-9

1781
2-methyl-4-propyl-1,3-
oxathiane

2-methyl-4-propyl-1,3-
oxathiane

2-メチル-4-プロピル-
1,3-オキサチアン

2-メチル-4-プロピル-
1,3-オキサチアン

チオエーテル類 10 67715-80-4

1782
2-methyl-5,7-
dihydrothieno[3,4-
d ]pyrimidine

5,7-dihydro-2-
methylthieno[3,4-
d ]pyrimidine

2-メチル-5,7-ジヒドロ-
チエノ[3,4-d ]ピリミジン

5,7-ジヒドロ-2-メチルチ
エノ[3,4-d ]ピリミジン

チオエーテル類 10 36267-71-7

1783 6-methyl-5-hepten-2-ol 6-methyl-5-hepten-2-ol
6-メチル-5-ヘプテン-2-
オール

6-メチル-5-ヘプテン-2-
オール

脂肪族高級アルコール類 7 1569-60-4

1784 2-methyl-5-hepten-2-ol 2-methyl-5-hepten-2-ol
2-メチル-5-ヘプテン-2-
オール

2-メチル-5-ヘプテン-2-
オール

脂肪族高級アルコール類 7

1785
2-(hydroxymethyl)-5-
methylpyrazine

2-(hydroxymethyl)-5-
methylpyrazine

2-(ヒドロキシメチル)-5-
メチルピラジン

2-(ヒドロキシメチル)-5-
メチルピラジン

芳香族アルコール類 16 61892-95-3

1786
5-ethenyl-4-
methylthiazole

5-ethenyl-4-
methylthiazole

5-エテニル-4-メチルチ
アゾール

5-エテニル-4-メチルチ
アゾール

チオエーテル類 10 1759-28-0

1787
2-methyl-6-
propoxypyrazine

2-methyl-6-
propoxypyrazine

2-メチル-6-プロポキシ
ピラジン

2-メチル-6-プロポキシ
ピラジン

エーテル類 3 67845-28-7

1789
2-methyl-2-propenyl 2-
methylpentanoate

2-methyl-2-propenyl 2-
methylpentanoate

2-メチル-2-プロペニル
2-メチルペンタノエート

2-メチル-2-プロペニル
2-メチルペンタノエート

エステル類 4

1790
2-methyl-2-propenyl
butyrate

2-methyl-2-propenyl
butyrate

2-メチル-2-プロペニル
ブチレート

2-メチル-2-プロペニル
ブチレート

エステル類 4 7149-29-3

1791
2-methyl-2-propenyl
hexanoate

2-methyl-2-propenyl
hexanoate

2-メチル-2-プロペニル
ヘキサノエート

2-メチル-2-プロペニル
ヘキサノエート

エステル類 4

1792
2-methyl-2-propenyl
isobutyrate

2-methyl-2-propenyl
isobutyrate

2-メチル-2-プロペニル
イソブチレート

2-メチル-2-プロペニル
イソブチレート

エステル類 4 816-73-9

1793
2-methyl-2-propenyl
propionate

2-methyl-2-propenyl
propionate

2-メチル-2-プロペニル
プロピオネート

2-メチル-2-プロペニル
プロピオネート

エステル類 4 20720-12-1

1794 alpha-methylionone alpha-methylionone α-メチルイオノン α-メチルイオノン ケトン類 5
127-42-4
7779-30-8

1795
1-methoxy-2-
methylbenzene

1-methoxy-2-
methylbenzene

1-メトキシ-2-メチルベン
ゼン

1-メトキシ-2-メチルベン
ゼン

フェノールエーテル類 13 578-58-5

1796
1-methoxy-4-
methylbenzene

1-methoxy-4-
methylbenzene

1-メトキシ-4-メチルベン
ゼン

1-メトキシ-4-メチルベン
ゼン

フェノールエーテル類 13 104-93-8

1797 2-methylbenzyl acetate 2-methylbenzyl acetate
2-メチルベンジル アセ
テート

2-メチルベンジル アセ
テート

エステル類 4 17373-93-2

1798 4-methylbenzyl acetate 4-methylbenzyl acetate
4-メチルベンジル アセ
テート

4-メチルベンジル アセ
テート

エステル類 4 2216-45-7

1799 4-methylbenzyl alcohol 4-methylbenzyl alcohol
4-メチルベンジル アル
コール

4-メチルベンジル アル
コール

芳香族アルコール類 16 589-18-4
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1800 4-methylbenzyl butyrate 4-methylbenzyl butyrate
4-メチルベンジル ブチ
レート

4-メチルベンジル ブチ
レート

エステル類 4

1801
(4-
methylphenyl)methanethio
l

(4-
methylphenyl)methanethio
l

(4-メチルフェニル)メタン
チオール

(4-メチルフェニル)メタン
チオール

チオール類 11 4498-99-1

1803
2-methylbutanal diethyl
acetal

2-methylbutanal diethyl
acetal

2-メチルブタナール ジエ
チル アセタール

2-メチルブタナール ジエ
チル アセタール

エーテル類 3 3658-94-4

1804
2-methylbutanal
propyleneglycol acetal

2-methylbutanal
propyleneglycol acetal

2-メチルブタナール プロ
ピレングリコール アセ
タール

2-メチルブタナール プロ
ピレングリコール アセ
タール

エーテル類 3

1805 3-methyl-2-butanethiol 3-methyl-2-butanethiol
3-メチル-2-ブタンチ
オール

3-メチル-2-ブタンチ
オール

チオール類 11 2084-18-6

1806 2-methylbutanethiol 2-methylbutanethiol 2-メチルブタンチオール 2-メチルブタンチオール チオール類 11 1878-18-8

1807
2-methylbutyl 2-
methylbutyrate

2-methylbutyl 2-
methylbutyrate

2-メチルブチル 2-メチル
ブチレート

2-メチルブチル 2-メチル
ブチレート

エステル類 4 2445-78-5

1808 2-methylbutyl acetate 2-methylbutyl acetate
2-メチルブチル アセテー
ト

2-メチルブチル アセテー
ト

エステル類 4 624-41-9

1809 2-methylbutyl benzoate 2-methylbutyl benzoate
2-メチルブチル ベンゾ
エート

2-メチルブチル ベンゾ
エート

エステル類 4 52513-03-8

1810 2-methylbutyl butyrate 2-methylbutyl butyrate
2-メチルブチル ブチレー
ト

2-メチルブチル ブチレー
ト

エステル類 4 51115-64-1

1811 2-methylbutyl cinnamate 2-methylbutyl cinnamate
2-メチルブチル シンナ
メート

2-メチルブチル シンナ
メート

エステル類 4 4654-29-9

1812 2-methylbutyl formate 2-methylbutyl formate
2-メチルブチル ホーメー
ト

2-メチルブチル ホーメー
ト

エステル類 4 35073-27-9

1813 2-methylbutyl heptanoate 2-methylbutyl heptanoate
2-メチルブチル ヘプタノ
エート

2-メチルブチル ヘプタノ
エート

エステル類 4 55195-33-0

1814 2-methylbutyl hexanoate 2-methylbutyl hexanoate
2-メチルブチル ヘキサノ
エート

2-メチルブチル ヘキサノ
エート

エステル類 4 2601-13-0

1815 2-methylbutyl isobutyrate 2-methylbutyl isobutyrate
2-メチルブチル イソブチ
レート

2-メチルブチル イソブチ
レート

エステル類 4 2445-69-4

1816 2-methylbutyl isovalerate 2-methylbutyl isovalerate
2-メチルブチル イソバレ
レート

2-メチルブチル イソバレ
レート

エステル類 4 2445-77-4

1817 2-methylbutyl lactate 2-methylbutyl lactate
2-メチルブチル ラクテー
ト

2-メチルブチル ラクテー
ト

エステル類 4 638-33-5

1818
2-methylbutyl
phenylacetate

2-methylbutyl
phenylacetate

2-メチルブチル フェニル
アセテート

2-メチルブチル フェニル
アセテート

エステル類 4 61889-11-0

1819 2-methylbutyl propionate 2-methylbutyl propionate
2-メチルブチル プロピオ
ネート

2-メチルブチル プロピオ
ネート

エステル類 4 2438-20-2

1820 2-methylbutyl salicylate 2-methylbutyl salicylate
2-メチルブチル サリシ
レート

2-メチルブチル サリシ
レート

エステル類 4 51115-63-0

1821 2-methylbutyl valerate 2-methylbutyl valerate
2-メチルブチル バレレー
ト

2-メチルブチル バレレー
ト

エステル類 4 55590-83-5

1822 2-methylbutyric acid 2-methylbutyric acid
2-メチルブチリック アシ
ド

2-メチルブチリック アシ
ド

脂肪酸類 6 116-53-0

1823
alpha-
methylcinnamaldehyde

alpha-
methylcinnamaldehyde

α-メチルシンナムアル
デヒド

α-メチルシンナムアル
デヒド

芳香族アルデヒド類 17 101-39-3

1824 4-methyl-cis -2-pentene 4-methyl-cis -2-pentene
4-メチル-cis -2-ペンテ
ン

4-メチル-cis -2-ペンテ
ン

脂肪族高級炭化水素類 9 691-38-3

1825 3-methyl-2-butenoic acid 3-methyl-2-butenoic acid
3-メチル-2-ブテノイック
アシド

3-メチル-2-ブテノイック
アシド

脂肪酸類 6 541-47-9

1826
3-methyl-1,2-
cyclohexanedione

3-methyl-1,2-
cyclohexanedione

3-メチル-1,2-シクロヘキ
サンジオン

3-メチル-1,2-シクロヘキ
サンジオン

ケトン類 5 3008-43-3

1827 3-methylcyclohexanone 3-methylcyclohexanone
3-メチルシクロヘキサノ
ン

3-メチルシクロヘキサノ
ン

ケトン類 5 591-24-2
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1828
3-methylcyclohexyl
acetate

3-methylcyclohexyl
acetate

3-メチルシクロヘキシル
アセテート

3-メチルシクロヘキシル
アセテート

エステル類 4

1829 2-methyldecanal 2-methyldecanal 2-メチルデカナール 2-メチルデカナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 19009-56-4

1830 3,4-methylenedioxyphenol 3,4-methylenedioxyphenol
3,4-メチレンジオキシフェ
ノール

3,4-メチレンジオキシフェ
ノール

フェノール類 14 533-31-3

1832
3-
methylcyclopentadecanon
e

3-
methylcyclopentadecanon
e

3-メチルシクロペンタデ
カノン

3-メチルシクロペンタデ
カノン

ケトン類 5 541-91-3

1833 2-methylfuran 2-methylfuran 2-メチルフラン 2-メチルフラン エーテル類 3 534-22-5

1834 5-methylfurfural 5-methylfurfural 5-メチルフルフラール 5-メチルフルフラール
フルフラール及びその誘
導体

15 620-02-0

1835 5-methylfurfuryl alcohol 5-methylfurfuryl alcohol
5-メチルフルフリル アル
コール

5-メチルフルフリル アル
コール

芳香族アルコール類 16 3857-25-8

1836 2-methyl-4-butanolide 2-methyl-4-butanolide 2-メチル-4-ブタノリド 2-メチル-4-ブタノリド ラクトン類 18 1679-47-6

1837 3-methyl-4-octanolide 3-methyl-4-octanolide 3-メチル-4-オクタノリド 3-メチル-4-オクタノリド ラクトン類 18 39212-23-2

1838
2-methoxy-5-
methylphenol

2-methoxy-5-
methylphenol

2-メトキシ-5-メチルフェ
ノール

2-メトキシ-5-メチルフェ
ノール

フェノール類 14 1195-09-1

1839
6-methyl-3,5-heptadien-
2-one

6-methyl-3,5-heptadien-
2-one

6-メチル-3,5-ヘプタジエ
ン-2-オン

6-メチル-3,5-ヘプタジエ
ン-2-オン

ケトン類 5 1604-28-0

1840 2-methylheptanoic acid 2-methylheptanoic acid
2-メチルヘプタノイック
アシド

2-メチルヘプタノイック
アシド

脂肪酸類 6 1188-02-9

1841
6-methyl-5-hepten-2-
one

6-methyl-5-hepten-2-
one

6-メチル-5-ヘプテン-2-
オン

6-メチル-5-ヘプテン-2-
オン

ケトン類 5 110-93-0

1842 methyl 2-octynoate methyl 2-octynoate メチル 2-オクチノエート メチル 2-オクチノエート エステル類 4 111-12-6

1843 2-methylhexanoic acid 2-methylhexanoic acid
2-メチルヘキサノイック
アシド

2-メチルヘキサノイック
アシド

脂肪酸類 6 4536-23-6

1844 5-methylhexanoic acid 5-methylhexanoic acid
5-メチルヘキサノイック
アシド

5-メチルヘキサノイック
アシド

脂肪酸類 6 628-46-6

1845 5-methylhexanol 5-methylhexanol 5-メチルヘキサノール 5-メチルヘキサノール 脂肪族高級アルコール類 7 627-98-5

1846 5-methylhexyl acetate 5-methylhexyl acetate
5-メチルヘキシル アセ
テート

5-メチルヘキシル アセ
テート

エステル類 4

1847
2-(4-
methylphenyl)propanal

2-(4-
methylphenyl)propanal

2-(4-メチルフェニル)プ
ロパナール

2-(4-メチルフェニル)プ
ロパナール

芳香族アルデヒド類 17 99-72-9

1848 2-methylindole 2-methylindole 2-メチルインドール 2-メチルインドール
インドール及びその誘導
体

2 95-20-5

1849
3-methyl-2,4-
nonanedione

3-methyl-2,4-
nonanedione

3-メチル-2,4-ノナンジオ
ン

3-メチル-2,4-ノナンジオ
ン

ケトン類 5 113486-29-6

1850 8-methylnonanoic acid 8-methylnonanoic acid
8-メチルノナノイック アシ
ド

8-メチルノナノイック アシ
ド

脂肪酸類 6 5963-14-4

1851 2-methyloctanal 2-methyloctanal 2-メチルオクタナール 2-メチルオクタナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 7786-29-0

1852 4-methyloctanoic acid 4-methyloctanoic acid
4-メチルオクタノイック ア
シド

4-メチルオクタノイック ア
シド

脂肪酸類 6 54947-74-9

1853 2-methylpentanal 2-methylpentanal 2-メチルペンタナール 2-メチルペンタナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 123-15-9

1854 2-methylpentanol 2-methylpentanol 2-メチルペンタノール 2-メチルペンタノール 脂肪族高級アルコール類 7 105-30-6

1855 3-methylpentanol 3-methylpentanol 3-メチルペンタノール 3-メチルペンタノール 脂肪族高級アルコール類 7 589-35-5
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

1856 4-methylpentanol 4-methylpentanol 4-メチルペンタノール 4-メチルペンタノール 脂肪族高級アルコール類 7 626-89-1

1857
2-methylpentyl 2-
methylpentanoate

2-methylpentyl 2-
methylpentanoate

2-メチルペンチル 2-メチ
ルペンタノエート

2-メチルペンチル 2-メチ
ルペンタノエート

エステル類 4 90397-38-9

1858 2-methylpentyl butyrate 2-methylpentyl butyrate
2-メチルペンチル ブチ
レート

2-メチルペンチル ブチ
レート

エステル類 4

1859
4-methylpentyl
isovalerate

4-methylpentyl
isovalerate

4-メチルペンチル イソバ
レレート

4-メチルペンチル イソバ
レレート

エステル類 4 850309-45-4

1860
(4-methylphenyl)
acetaldehyde

(4-methylphenyl)
acetaldehyde

(4-メチルフェニル)アセト
アルデヒド

(4-メチルフェニル)アセト
アルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 104-09-6

1861
(4-
methylphenyl)acetaldehyd
e propyleneglycol acetal

(4-
methylphenyl)acetaldehyd
e propyleneglycol acetal

(4-メチルフェニル)アセト
アルデヒド
プロピレングリコール ア
セタール

(4-メチルフェニル)アセト
アルデヒド
プロピレングリコール ア
セタール

エーテル類 3

1862 2-methyl-2-propanethiol 2-methyl-2-propanethiol
2-メチル-2-プロパンチ
オール

2-メチル-2-プロパンチ
オール

チオール類 11 75-66-1

1863
2-
methyltetrahydrothiophen
-3-one

2-
methyltetrahydrothiophen
-3-one

2-メチルテトラヒドロチオ
フェン-3-オン

2-メチルテトラヒドロチオ
フェン-3-オン

ケトン類 5 13679-85-1

1864 2-methyltetrahydrofuran 2-methyltetrahydrofuran
2-メチルテトラヒドロフラ
ン

2-メチルテトラヒドロフラ
ン

エーテル類 3 96-47-9

1865
2-methyltetrahydro-
3(2H )-furanone

2-methyltetrahydrofuran-
3-one

2-メチルテトラヒドロ-
3(2H )-フラノン

2-メチルテトラヒドロフラ
ン-3-オン

ケトン類 5 3188-00-9

1866 2-methylthiazole 2-methylthiazole 2-メチルチアゾール 2-メチルチアゾール チオエーテル類 10 3581-87-1

1867 4-methylthiazole 4-methylthiazole 4-メチルチアゾール 4-メチルチアゾール チオエーテル類 10 693-95-8

1868 5-methylthiazole 5-methylthiazole 5-メチルチアゾール 5-メチルチアゾール チオエーテル類 10 3581-89-3

1869 2-methylthiazolidine 2-methylthiazolidine 2-メチルチアゾリジン 2-メチルチアゾリジン チオエーテル類 10 24050-16-6

1870
2,6,6-trimethyl-1-[3-
(methylthio)butyryl]cycloh
exene

2,6,6-trimethyl-1-[3-
(methylthio)butyryl]cycloh
exene

2,6,6-トリメチル-1-[3-(メ
チルチオ)-ブチリル]シク
ロヘキセン

2,6,6-トリメチル-1-[3-(メ
チルチオ)-ブチリル]シク
ロヘキセン

ケトン類 5 68697-67-6

1871
2-(methylthio)ethyl
acetate

2-(methylthio)ethyl
acetate

2-(メチルチオ)エチル ア
セテート

2-(メチルチオ)エチル ア
セテート

エステル類 4 5862-47-5

1872 4-(methylthio)phenol 4-(methylthio)phenol 4-(メチルチオ)フェノール 4-(メチルチオ)フェノール フェノール類 14 1073-72-9

1873
2-ethyl-3-
(methylthio)pyrazine

2-ethyl-3-
(methylthio)pyrazine

2-エチル-3-(メチルチオ)
ピラジン

2-エチル-3-(メチルチオ)
ピラジン

チオエーテル類 10 72987-62-3

1874
4-(methylthio)-4-methyl-
2-pentanone

4-(methylthio)-4-methyl-
2-pentanone

4-(メチルチオ)-4-メチル
-2-ペンタノン

4-(メチルチオ)-4-メチル
-2-ペンタノン

ケトン類 5 23550-40-5

1875
4-(methylthio)-2-
butanone

4-(methylthio)-2-
butanone

4-(メチルチオ)-2-ブタノ
ン

4-(メチルチオ)-2-ブタノ
ン

ケトン類 5 34047-39-7

1876 3-(methylthio)butanal 3-(methylthio)butanal
3-(メチルチオ)ブタナー
ル

3-(メチルチオ)ブタナー
ル

チオエーテル類 10 16630-52-7

1877 4-(methylthio)butanol 4-(methylthio)butanol 4-(メチルチオ)ブタノール 4-(メチルチオ)ブタノール チオエーテル類 10 20582-85-8

1878 4-(methylthio)butyric acid 4-(methylthio)butyric acid
4-(メチルチオ)ブチリック
アシド

4-(メチルチオ)ブチリック
アシド

脂肪酸類 6

1879 2-(methylthio)ethanol 2-(methylthio)ethanol 2-(メチルチオ)エタノール 2-(メチルチオ)エタノール チオエーテル類 10 5271-38-5

1880 3-(methylthio)hexanol 3-(methylthio)hexanol
3-(メチルチオ)ヘキサ
ノール

3-(メチルチオ)ヘキサ
ノール

脂肪族高級アルコール類 7 51755-66-9

1881
3-(methylthio)hexyl
acetate

3-(methylthio)hexyl
acetate

3-(メチルチオ)ヘキシル
アセテート

3-(メチルチオ)ヘキシル
アセテート

エステル類 4 51755-85-2
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1882
6-(methylthio)hexyl
isothiocyanate

6-(methylthio)hexyl
isothiocyanate

6-(メチルチオ)ヘキシル
イソチオシアネート

6-(メチルチオ)ヘキシル
イソチオシアネート

イソチオシアネート類 1 4430-39-1

1883

3-methylthio-1-(2,6,6-
trimethyl-1,3-
cyclohexadienyl)-2-
buten-1-one

3-methylthio-1-(2,6,6-
trimethyl-1,3-
cyclohexadienyl)-2-
buten-1-one

3-メチルチオ-1-(2,6,6-ト
リメチル-1,3-シクロヘキ
サジエニル)-2-ブテン-
1-オン

3-メチルチオ-1-(2,6,6-ト
リメチル-1,3-シクロヘキ
サジエニル)-2-ブテン-
1-オン

ケトン類 5

1884
2-[(methylthio)methyl]-2-
butenal

2-[(methylthio)methyl]-2-
butenal

2-[(メチルチオ)メチル]-
2-ブテナール

2-[(メチルチオ)メチル]-
2-ブテナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 40878-72-6

1885 2-methylthiophene 2-methylthiophene 2-メチルチオフェン 2-メチルチオフェン チオエーテル類 10 554-14-3

1886 3-methylthiophene 3-methylthiophene 3-メチルチオフェン 3-メチルチオフェン チオエーテル類 10 616-44-4

1887
8-(methylthio)-p -
menthan-3-one

8-(methylthio)-p -
menthan-3-one

8-(メチルチオ)-p -メンタ
ン-3-オン

8-(メチルチオ)-p -メンタ
ン-3-オン

ケトン類 5
32637-94-8
85165-49-7

1888
3-(methylthio)propionic
acid

3-(methylthio)propionic
acid

3-(メチルチオ)プロピオ
ニック アシド

3-(メチルチオ)プロピオ
ニック アシド

脂肪酸類 6 646-01-5

1889
3-(methylthio)propyl
acetate

3-(methylthio)propyl
acetate

3-(メチルチオ)プロピル
アセテート

3-(メチルチオ)プロピル
アセテート

エステル類 4 16630-55-0

1890
3-(methylthio)propyl
butyrate

3-(methylthio)propyl
butyrate

3-(メチルチオ)プロピル
ブチレート

3-(メチルチオ)プロピル
ブチレート

エステル類 4 16630-60-7

1891
3-(methylthio)propyl
isothiocyanate

3-(methylthio)propyl
isothiocyanate

3-(メチルチオ)プロピル
イソチオシアネート

3-(メチルチオ)プロピル
イソチオシアネート

イソチオシアネート類 1 505-79-3

1892 3-(methylthio)propylamine 3-(methylthio)propylamine
3-(メチルチオ)プロピル
アミン

3-(メチルチオ)プロピル
アミン

チオエーテル類 10 4104-45-4

1893 (methylthio)pyrazine (methylthio)pyrazine (メチルチオ)ピラジン (メチルチオ)ピラジン チオエーテル類 10 21948-70-9

1894 12-methyltridecanal 12-methyltridecanal 12-メチルトリデカナール 12-メチルトリデカナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 75853-49-5

1895 2-methylundecanal 2-methylundecanal 2-メチルウンデカナール 2-メチルウンデカナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 110-41-8

1896
2-methylundecanal diethyl
acetal

2-methylundecanal diethyl
acetal

2-メチルウンデカナール
ジエチル アセタール

2-メチルウンデカナール
ジエチル アセタール

エーテル類 3 67785-65-3

1897
2-methylundecanal
dimethyl acetal

2-methylundecanal
dimethyl acetal

2-メチルウンデカナール
ジメチル アセタール

2-メチルウンデカナール
ジメチル アセタール

エーテル類 3 68141-17-3

1898 2-methylpentanoic acid 2-methylpentanoic acid
2-メチルペンタノイック
アシド

2-メチルペンタノイック
アシド

脂肪酸類 6 97-61-0

1899 4-methylpentanoic acid 4-methylpentanoic acid
4-メチルペンタノイック
アシド

4-メチルペンタノイック
アシド

脂肪酸類 6 646-07-1

1900
3,6-dimethyl-5,6,7,7a-
tetrahydro-2(4H )-
benzofuranone

3,6-dimethyl-5,6,7,7a-
tetrahydro-2(4H )-
benzofuranone

3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テ
トラヒドロ-2(4H )-ベンゾ
フラノン

3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テ
トラヒドロ-2(4H )-ベンゾ
フラノン

ラクトン類 18
13341-72-5
38049-04-6

1901 mono-menthyl succinate mono-menthyl succinate
モノ-メンチル サクシ
ネート

モノ-メンチル サクシ
ネート

脂肪酸類 6 77341-67-4

1902 3-methylbenzaldehyde 3-methylbenzaldehyde
3-メチルベンズアルデヒ
ド

3-メチルベンズアルデヒ
ド

芳香族アルデヒド類 17 620-23-5

1903 myrcene myrcene ミルセン ミルセン テルペン系炭化水素類 12 123-35-3

1904 myrcenol myrcenol ミルセノール ミルセノール 脂肪族高級アルコール類 7 543-39-5

1905 myrcenyl acetate myrcenyl acetate ミルセニル アセテート ミルセニル アセテート エステル類 4 1118-39-4

1906 myrcenyl propionate myrcenyl propionate
ミルセニル プロピオネー
ト

ミルセニル プロピオネー
ト

エステル類 4

1907 myristic acid myristic acid ミリスチック アシド ミリスチック アシド 脂肪酸類 6 544-63-8
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1908 myrtenal myrtenal ミルテナール ミルテナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 564-94-3

1909 myrtenol myrtenol ミルテノール ミルテノール 脂肪族高級アルコール類 7 515-00-4

1910 myrtenyl acetate myrtenyl acetate ミルテニル アセテート ミルテニル アセテート エステル類 4 1079-01-2

1911 myrtenyl formate myrtenyl formate ミルテニル ホーメート ミルテニル ホーメート エステル類 4 72928-52-0

1912 3-acetylpyrrole 3-acetylpyrrole 3-アセチルピロール 3-アセチルピロール ケトン類 5 1072-82-8

1913 2-naphthalenethiol 2-naphthalenethiol 2‐ナフタレンチオール 2‐ナフタレンチオール チオール類 11 91-60-1

1914 butyl 2-naphthyl ether butyl 2-naphthyl ether
ブチル 2-ナフチル エー
テル

ブチル 2-ナフチル エー
テル

フェノールエーテル類 13 10484-56-7

1915 ethyl 2-naphthyl ether ethyl 2-naphthyl ether
エチル 2-ナフチル エー
テル

エチル 2-ナフチル エー
テル

フェノールエーテル類 13 93-18-5

1917 neodihydrocarveol neodihydrocarveol
ネオジヒドロカルベオー
ル

ネオジヒドロカルベオー
ル

脂肪族高級アルコール類 7 18675-34-8

1918 neodihydrocarvyl acetate neodihydrocarvyl acetate
ネオジヒドロカルビル ア
セテート

ネオジヒドロカルビル ア
セテート

エステル類 4 56422-50-5

1919 d -neomenthol d -neomenthol d -ネオメントール d -ネオメントール 脂肪族高級アルコール類 7 2216-52-6

1920 neomenthol neomenthol ネオメントール ネオメントール 脂肪族高級アルコール類 7 491-01-0

1921 neomenthyl acetate neomenthyl acetate ネオメンチル アセテート ネオメンチル アセテート エステル類 4 2230-87-7

1922 neral neral ネラール ネラール 脂肪族高級アルデヒド類 8 106-26-3

1923 nerol nerol ネロール ネロール 脂肪族高級アルコール類 7 106-25-2

1924 nerol oxide nerol oxide ネロール オキシド ネロール オキシド エーテル類 3 1786-08-9

1925 cis -nerolidol cis -nerolidol cis -ネロリドール cis -ネロリドール 脂肪族高級アルコール類 7
142-50-7
3790-78-1

1926 trans -nerolidol trans -nerolidol trans -ネロリドール trans -ネロリドール 脂肪族高級アルコール類 7 40716-66-3

1927 nerolidol nerolidol ネロリドール ネロリドール 脂肪族高級アルコール類 7 7212-44-4

1928 nerolidyl acetate nerolidyl acetate ネロリジル アセテート ネロリジル アセテート エステル類 4
2306-78-7
56001-43-5

1929 nerolidyl isobutyrate nerolidyl isobutyrate
ネロリジル イソブチレー
ト

ネロリジル イソブチレー
ト

エステル類 4 2639-68-1

1930 neryl acetate neryl acetate ネリル アセテート ネリル アセテート エステル類 4 141-12-8

1931 neryl butyrate neryl butyrate ネリル ブチレート ネリル ブチレート エステル類 4 999-40-6

1932 neryl 2-butenoate neryl 2-butenoate ネリル 2-ブテノエート ネリル 2-ブテノエート エステル類 4 71648-17-4

1933 neryl formate neryl formate ネリル ホーメート ネリル ホーメート エステル類 4 2142-94-1

1934 neryl isobutyrate neryl isobutyrate ネリル イソブチレート ネリル イソブチレート エステル類 4 2345-24-6

1935 neryl isovalerate neryl isovalerate ネリル イソバレレート ネリル イソバレレート エステル類 4 3915-83-1

1936 neryl phenylacetate neryl phenylacetate
ネリル フェニルアセテー
ト

ネリル フェニルアセテー
ト

エステル類 4 10522-32-4
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1937 neryl propionate neryl propionate ネリル プロピオネート ネリル プロピオネート エステル類 4 105-91-9

1938 neryl tiglate neryl tiglate ネリル チグレート ネリル チグレート エステル類 4 93981-55-6

1939 1-furfurylpyrrole 1-furfurylpyrrole 1-フルフリルピロール 1-フルフリルピロール エーテル類 3 1438-94-4

1940
1-methyl-2-
pyrrolylcarbaldehyde

1-methyl-2-
pyrrolylcarbaldehyde

1-メチル-2-ピロリルカ
ルバルデヒド

1-メチル-2-ピロリルカ
ルバルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 1192-58-1

1941 2,4-nonadienal 2,4-nonadienal 2,4-ノナジエナール 2,4-ノナジエナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 6750-03-4

1942 2,6-nonadienal 2,6-nonadienal 2,6-ノナジエナール 2,6-ノナジエナール 脂肪族高級アルデヒド類 8
557-48-2

26370-28-5

1943
trans,trans -2,4-
nonadienal

trans,trans -2,4-
nonadienal

trans ,trans -2,4-ノナジ
エナール

trans ,trans -2,4-ノナジ
エナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 5910-87-2

1944
trans,trans -2,6-
nonadienal

trans,trans -2,6-
nonadienal

trans,trans -2,6-ノナジエ
ナール

trans,trans -2,6-ノナジエ
ナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 17587-33-6

1945 3,6-nonadienal 3,6-nonadienal 3,6-ノナジエナール 3,6-ノナジエナール 脂肪族高級アルデヒド類 8

1946
2,6-nonadienal diethyl
acetal

2,6-nonadienal diethyl
acetal

2,6-ノナジエナール ジエ
チル アセタール

2,6-ノナジエナール ジエ
チル アセタール

エーテル類 3 67674-36-6

1947 2,4-nonadienol 2,4-nonadienol 2,4-ノナジエノール 2,4-ノナジエノール 脂肪族高級アルコール類 7 62488-56-6

1948 3,6-nonadienol 3,6-nonadienol 3,6-ノナジエノール 3,6-ノナジエノール 脂肪族高級アルコール類 7 76649-25-7

1949 trans,cis -2,6-nonadienol trans,cis -2,6-nonadienol
trans ,cis -2,6-ノナジエ
ノール

trans ,cis -2,6-ノナジエ
ノール

脂肪族高級アルコール類 7 28069-72-9

1950 nonadienol nonadienol ノナジエノール ノナジエノール 脂肪族高級アルコール類 7
7786-44-9
63450-36-2

1951
trans,cis -2,6-nonadienyl
acetate

trans,cis -2,6-nonadienyl
acetate

trans ,cis -2,6-ノナジエニ
ル アセテート

trans ,cis -2,6-ノナジエニ
ル アセテート

エステル類 4 68555-65-7

1952 delta-nonalactone delta-nonalactone δ-ノナラクトン δ-ノナラクトン ラクトン類 18 3301-94-8

1954 nonanal nonanal ノナナール ノナナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 124-19-6

1955 nonanal diethyl acetal nonanal diethyl acetal
ノナナール ジエチル ア
セタール

ノナナール ジエチル ア
セタール

エーテル類 3 54815-13-3

1956 nonanal dimethyl acetal nonanal dimethyl acetal
ノナナール ジメチル ア
セタール

ノナナール ジメチル ア
セタール

エーテル類 3 18824-63-0

1957
nonanal propyleneglycol
acetal

nonanal propyleneglycol
acetal

ノナナール プロピレング
リコール アセタール

ノナナール プロピレング
リコール アセタール

エーテル類 3 68391-39-9

1958 1,3-nonanediol acetate 1,3-nonanediol acetate
1,3-ノナンジオール アセ
テート

1,3-ノナンジオール アセ
テート

エステル類 4 1322-17-4

1959 1,9-nonanedithiol 1,9-nonanedithiol 1,9-ノナンジチオール 1,9-ノナンジチオール チオール類 11 3489-28-9

1960 nonanoic acid nonanoic acid ノナノイック アシド ノナノイック アシド 脂肪酸類 6 112-05-0

1961 nonanol nonanol ノナノール ノナノール 脂肪族高級アルコール類 7 143-08-8

1962 2-nonanol 2-nonanol 2-ノナノール 2-ノナノール 脂肪族高級アルコール類 7 628-99-9

1963 3-nonanol 3-nonanol 3-ノナノール 3-ノナノール 脂肪族高級アルコール類 7 624-51-1

1964 4-nonanone 4-nonanone 4-ノナノン 4-ノナノン ケトン類 5 4485-09-0

1965 3-nonen-2-one 3-nonen-2-one 3-ノネン-2-オン 3-ノネン-2-オン ケトン類 5 14309-57-0
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1966 1-nonen-3-ol 1-nonen-3-ol 1-ノネン-3-オール 1-ノネン-3-オール 脂肪族高級アルコール類 7 21964-44-3

1967 2-nonenal 2-nonenal 2-ノネナール 2-ノネナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 2463-53-8

1968 cis -6-nonenal cis -6-nonenal cis -6-ノネナール cis -6-ノネナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 2277-19-2

1969 trans -2-nonenal trans -2-nonenal trans -2-ノネナール trans -2-ノネナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 18829-56-6

1970 cis -3-nonenal cis -3-nonenal cis -3-ノネナール cis -3-ノネナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 31823-43-5

1971 1-nonene 1-nonene 1-ノネン 1-ノネン 脂肪族高級炭化水素類 9 124-11-8

1972 2-nonenoic acid 2-nonenoic acid 2-ノネノイック アシド 2-ノネノイック アシド 脂肪酸類 6
3760-11-0
14812-03-4

1973 3-nonenoic acid 3-nonenoic acid 3-ノネノイック アシド 3-ノネノイック アシド 脂肪酸類 6 4124-88-3

1974 3-nonenol 3-nonenol 3-ノネノール 3-ノネノール 脂肪族高級アルコール類 7 10340-23-5

1975 6-nonenol 6-nonenol 6-ノネノール 6-ノネノール 脂肪族高級アルコール類 7 35854-86-5

1976 cis -2-nonenol cis -2-nonenol cis -2-ノネノール cis -2-ノネノール 脂肪族高級アルコール類 7 41453-56-9

1977 trans -2-nonenol trans -2-nonenol trans -2-ノネノール trans -2-ノネノール 脂肪族高級アルコール類 7 31502-14-4

1978 2-nonen-4-olide 2-nonen-4-olide 2-ノネン-4-オリド 2-ノネン-4-オリド ラクトン類 18 21963-26-8

1979 cis -6-nonenyl acetate cis -6-nonenyl acetate
cis -6-ノネニル アセテー
ト

cis -6-ノネニル アセテー
ト

エステル類 4 76238-22-7

1980 6-nonenyl butyrate 6-nonenyl butyrate 6-ノネニル ブチレート 6-ノネニル ブチレート エステル類 4

1981 6-nonenyl isovalerate 6-nonenyl isovalerate
6-ノネニル イソバレレー
ト

6-ノネニル イソバレレー
ト

エステル類 4

1982 6-nonenyl propionate 6-nonenyl propionate
6-ノネニル プロピオネー
ト

6-ノネニル プロピオネー
ト

エステル類 4

1983 nonyl acetate nonyl acetate ノニル アセテート ノニル アセテート エステル類 4 143-13-5

1984 nonyl butyrate nonyl butyrate ノニル ブチレート ノニル ブチレート エステル類 4 2639-64-7

1985 nonyl formate nonyl formate ノニル ホーメート ノニル ホーメート エステル類 4 94247-15-1

1986 nonyl hexanoate nonyl hexanoate ノニル ヘキサノエート ノニル ヘキサノエート エステル類 4

1987 nonyl isobutyrate nonyl isobutyrate ノニル イソブチレート ノニル イソブチレート エステル類 4

1988 nonyl isovalerate nonyl isovalerate ノニル イソバレレート ノニル イソバレレート エステル類 4 7786-47-2

1989 nonyl octanoate nonyl octanoate ノニル オクタノエート ノニル オクタノエート エステル類 4 7786-48-3

1990 nonyl pivalate nonyl pivalate ノニル ピバレート ノニル ピバレート エステル類 4

1991 nonyl propionate nonyl propionate ノニル プロピオネート ノニル プロピオネート エステル類 4 53184-67-1

1992 nootkatone nootkatone ヌートカトン ヌートカトン ケトン類 5
4674-50-4
91416-23-8

1993 nopyl acetate nopyl acetate ノピル アセテート ノピル アセテート エステル類 4 128-51-8
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1994
1-phenethyl-2-
pyrrolylcarbaldehyde

1-phenethyl-2-
pyrrolylcarbaldehyde

1-フェネチル-2-ピロリル
カルバルデヒド

1-フェネチル-2-ピロリル
カルバルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 49795-42-8

1995 beta-ocimene beta-ocimene β-オシメン β-オシメン テルペン系炭化水素類 12 13877-91-3

1996 ocimene oxide ocimene oxide オシメン オキシド オシメン オキシド エーテル類 3 69103-20-4

1997
2,6-dimethyl-5,7-
octadien-2-ol

2,6-dimethyl-5,7-
octadien-2-ol

2,6-ジメチル-5,7-オクタ
ジエン-2-オール

2,6-ジメチル-5,7-オクタ
ジエン-2-オール

脂肪族高級アルコール類 7 5986-38-9

1998 1,5-octadien-3-ol 1,5-octadien-3-ol
1,5-オクタジエン-3-オー
ル

1,5-オクタジエン-3-オー
ル

脂肪族高級アルコール類 7 83861-74-9

1999 delta-octadecalactone delta-octadecalactone δ-オクタデカラクトン δ-オクタデカラクトン ラクトン類 18 1227-51-6

2000 octadecanol octadecanol オクタデカノール オクタデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 112-92-5

2001 octadecyl acetate octadecyl acetate オクタデシル アセテート オクタデシル アセテート エステル類 4 822-23-1

2002 3,5-octadien-2-one 3,5-octadien-2-one 3,5-オクタジエン-2-オン 3,5-オクタジエン-2-オン ケトン類 5 30086-02-3

2003 1,5-octadien-3-one 1,5-octadien-3-one 1,5-オクタジエン-3-オン 1,5-オクタジエン-3-オン ケトン類 5 65213-86-7

2004 2,4-octadienal 2,4-octadienal 2,4-オクタジエナール 2,4-オクタジエナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 5577-44-6

2005 2,6-octadienal 2,6-octadienal 2,6-オクタジエナール 2,6-オクタジエナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 56767-18-1

2006
trans,trans -2,4-
octadienal

trans,trans -2,4-
octadienal

trans,trans -2,4-オクタジ
エナール

trans,trans -2,4-オクタジ
エナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 30361-28-5

2007 3,5-octadienol 3,5-octadienol 3,5-オクタジエノール 3,5-オクタジエノール 脂肪族高級アルコール類 7 70664-96-9

2008
trans,trans -3,5-
octadienyl acetate

trans,trans -3,5-
octadienyl acetate

trans,trans -3,5-オクタジ
エニル アセテート

trans,trans -3,5-オクタジ
エニル アセテート

エステル類 4 85722-81-2

2009
octahydro-2H -1-
benzopyran-2-one

octahydro-2H -1-
benzopyran-2-one

オクタヒドロ-2H -1-ベン
ゾピラン-2-オン

オクタヒドロ-2H -1-ベン
ゾピラン-2-オン

ラクトン類 18 4430-31-3

2010 delta-octalactone delta-octalactone δ-オクタラクトン δ-オクタラクトン ラクトン類 18 698-76-0

2011 gamma-octalactone gamma-octalactone γ-オクタラクトン γ-オクタラクトン ラクトン類 18 104-50-7

2013 octanal diethyl acetal octanal diethyl acetal
オクタナール ジエチル
アセタール

オクタナール ジエチル
アセタール

エーテル類 3 54889-48-4

2014 octanal dimethyl acetal octanal dimethyl acetal
オクタナール ジメチル ア
セタール

オクタナール ジメチル ア
セタール

エーテル類 3 10022-28-3

2015
octanal ethyleneglycol
acetal

octanal ethyleneglycol
acetal

オクタナール エチレング
リコール アセタール

オクタナール エチレング
リコール アセタール

エーテル類 3 4359-57-3

2016
octanal propyleneglycol
acetal

octanal propyleneglycol
acetal

オクタナール プロピレン
グリコール アセタール

オクタナール プロピレン
グリコール アセタール

エーテル類 3 74094-61-4

2017 1,3-octanediol 1,3-octanediol 1,3-オクタンジオール 1,3-オクタンジオール 脂肪族高級アルコール類 7 23433-05-8

2018 1,8-octanedithiol 1,8-octanedithiol 1,8-オクタンジチオール 1,8-オクタンジチオール チオール類 11 1191-62-4

2020 2-octanol 2-octanol 2-オクタノール 2-オクタノール 脂肪族高級アルコール類 7 123-96-6

2021 3-octanol 3-octanol 3-オクタノール 3-オクタノール 脂肪族高級アルコール類 7 589-98-0

2022 octanol octanol オクタノール オクタノール 脂肪族高級アルコール類 7 111-87-5

2023 3-octen-2-one 3-octen-2-one 3-オクテン-2-オン 3-オクテン-2-オン ケトン類 5 1669-44-9
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2024 1-octen-3-ol 1-octen-3-ol 1-オクテン-3-オール 1-オクテン-3-オール 脂肪族高級アルコール類 7 3391-86-4

2025 1-octen-3-one 1-octen-3-one 1-オクテン-3-オン 1-オクテン-3-オン ケトン類 5 4312-99-6

2026 1-octen-3-yl acetate 1-octen-3-yl acetate
1-オクテン-3-イル アセ
テート

1-オクテン-3-イル アセ
テート

エステル類 4 2442-10-6

2027 1-octen-3-yl butyrate 1-octen-3-yl butyrate
1-オクテン-3-イル ブチ
レート

1-オクテン-3-イル ブチ
レート

エステル類 4 16491-54-6

2028 1-octen-3-yl isobutyrate 1-octen-3-yl isobutyrate
1-オクテン-3-イル イソ
ブチレート

1-オクテン-3-イル イソ
ブチレート

エステル類 4 93940-61-5

2029 2-octen-4-ol 2-octen-4-ol 2-オクテン-4-オール 2-オクテン-4-オール 脂肪族高級アルコール類 7 4798-61-2

2030 2-octen-4-one 2-octen-4-one 2-オクテン-4-オン 2-オクテン-4-オン ケトン類 5 4643-27-0

2031 2-octenal 2-octenal 2-オクテナール 2-オクテナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 2363-89-5

2032 trans -2-octenal trans -2-octenal trans -2-オクテナール trans -2-オクテナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 2548-87-0

2033 cis -3-octenal cis -3-octenal cis -3-オクテナール cis -3-オクテナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 78693-34-2

2034 2-octenoic acid 2-octenoic acid 2-オクテノイック アシド 2-オクテノイック アシド 脂肪酸類 6
1470-50-4
1871-67-6

2035 3-octenoic acid 3-octenoic acid 3-オクテノイック アシド 3-オクテノイック アシド 脂肪酸類 6 1577-19-1

2036 trans -3-octenoic acid trans -3-octenoic acid
trans -3-オクテノイック
アシド

trans -3-オクテノイック
アシド

脂肪酸類 6 5163-67-7

2037 2-octenol 2-octenol 2-オクテノール 2-オクテノール 脂肪族高級アルコール類 7 22104-78-5

2038 3-octenol 3-octenol 3-オクテノール 3-オクテノール 脂肪族高級アルコール類 7
18185-81-4
20125-84-2

2039 cis -5-octenol cis -5-octenol cis -5-オクテノール cis -5-オクテノール 脂肪族高級アルコール類 7 64275-73-6

2040 trans -2-octenyl butyrate trans -2-octenyl butyrate
trans -2-オクテニル ブ
チレート

trans -2-オクテニル ブ
チレート

エステル類 4 84642-60-4

2041 octyl 2-furoate octyl 2-furoate オクチル 2-フロエート オクチル 2-フロエート エステル類 4 39251-88-2

2042 octyl 2-methylbutyrate octyl 2-methylbutyrate
オクチル 2-メチルブチ
レート

オクチル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4 29811-50-5

2043 3-octyl 2-methylbutyrate 3-octyl 2-methylbutyrate
3-オクチル 2-メチルブチ
レート

3-オクチル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4

2044 2-octyl acetate 2-octyl acetate 2-オクチル アセテート 2-オクチル アセテート エステル類 4 2051-50-5

2045 3-octyl acetate 3-octyl acetate 3-オクチル アセテート 3-オクチル アセテート エステル類 4 4864-61-3

2046 octyl acetate octyl acetate オクチル アセテート オクチル アセテート エステル類 4 112-14-1

2047 octyl acetoacetate octyl acetoacetate
オクチル アセトアセテー
ト

オクチル アセトアセテー
ト

エステル類 4 16436-00-3

2048 octyl butyrate octyl butyrate オクチル ブチレート オクチル ブチレート エステル類 4 110-39-4

2049 3-octyl butyrate 3-octyl butyrate 3-オクチル ブチレート 3-オクチル ブチレート エステル類 4 20286-45-7

2050 octyl 2-butenoate octyl 2-butenoate オクチル 2-ブテノエート オクチル 2-ブテノエート エステル類 4 22874-79-9

2051 octyl decanoate octyl decanoate オクチル デカノエート オクチル デカノエート エステル類 4 2306-92-5
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2052 octyl formate octyl formate オクチル ホーメート オクチル ホーメート エステル類 4 112-32-3

2053 3-octyl formate 3-octyl formate 3-オクチル ホーメート 3-オクチル ホーメート エステル類 4 84434-65-1

2054 octyl heptanoate octyl heptanoate オクチル ヘプタノエート オクチル ヘプタノエート エステル類 4 5132-75-2

2055 octyl hexanoate octyl hexanoate オクチル ヘキサノエート オクチル ヘキサノエート エステル類 4 4887-30-3

2056 octyl isobutyrate octyl isobutyrate オクチル イソブチレート オクチル イソブチレート エステル類 4 109-15-9

2057 octyl isovalerate octyl isovalerate オクチル イソバレレート オクチル イソバレレート エステル類 4 7786-58-5

2058 octanethiol octanethiol オクタンチオール オクタンチオール チオール類 11 111-88-6

2059 octyl nonanoate octyl nonanoate オクチル ノナノエート オクチル ノナノエート エステル類 4 5303-26-4

2060 octyl octanoate octyl octanoate オクチル オクタノエート オクチル オクタノエート エステル類 4 2306-88-9

2061 octyl phenylacetate octyl phenylacetate
オクチル フェニルアセ
テート

オクチル フェニルアセ
テート

エステル類 4 122-45-2

2062 octyl pivalate octyl pivalate オクチル ピバレート オクチル ピバレート エステル類 4 27751-88-8

2063 octyl propionate octyl propionate オクチル プロピオネート オクチル プロピオネート エステル類 4 142-60-9

2064 octyloxyacetaldehyde octyloxyacetaldehyde
オクチルオキシアセトア
ルデヒド

オクチルオキシアセトア
ルデヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8 53488-14-5

2065 oleic acid oleic acid オレイック アシド オレイック アシド 脂肪酸類 6 112-80-1

2066 cis -9-octadecenol cis -9-octadecenol cis -9-オクタデセノール cis -9-オクタデセノール 脂肪族高級アルコール類 7 143-28-2

2067
cis -9-octadecenyl
acetate

cis -9-octadecenyl
acetate

cis -9-オクタデセニル ア
セテート

cis -9-オクタデセニル ア
セテート

エステル類 4 693-80-1

2068 acetoin butyrate acetoin butyrate アセトイン ブチレート アセトイン ブチレート エステル類 4 84642-61-5

2069 2-oxobutyric acid 2-oxobutyric acid
2-オキソブチリック アシ
ド

2-オキソブチリック アシ
ド

脂肪酸類 6 600-18-0

2070 2-oxopentanedioic acid 2-oxopentanedioic acid
2-オキソペンタンジオ
イック アシド

2-オキソペンタンジオ
イック アシド

脂肪酸類 6 328-50-7

2071 4-oxoisophorone 4-oxoisophorone 4-オキソイソホロン 4-オキソイソホロン ケトン類 5 1125-21-9

2072 2-oxopropyl acetate 2-oxopropyl acetate
2-オキソプロピル アセ
テート

2-オキソプロピル アセ
テート

エステル類 4 592-20-1

2073 palmitic acid palmitic acid パルミチック アシド パルミチック アシド 脂肪酸類 6 57-10-3

2074
1,3,5-trimethyl-2,4,6-
trioxane

1,3,5-trimethyl-2,4,6-
trioxane

1,3,5-トリメチル-2,4,6-ト
リオキサン

1,3,5-トリメチル-2,4,6-ト
リオキサン

エーテル類 3 123-63-7

2075 pentadecane pentadecane ペンタデカン ペンタデカン 脂肪族高級炭化水素類 9 629-62-9

2076 pentadecanoic acid pentadecanoic acid ペンタデカノイック アシド ペンタデカノイック アシド 脂肪酸類 6 1002-84-2

2077 pentadecanol pentadecanol ペンタデカノール ペンタデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 629-76-5

2078 2-pentadecanone 2-pentadecanone 2-ペンタデカノン 2-ペンタデカノン ケトン類 5 2345-28-0

2079
2,4,4,6,6-pentamethyl-2-
heptanethiol

2,4,4,6,6-pentamethyl-2-
heptanethiol

2,4,4,6,6-ペンタメチル-
2-ヘプタンチオール

2,4,4,6,6-ペンタメチル-
2-ヘプタンチオール

チオール類 11
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2080 2-pentanethiol 2-pentanethiol 2-ペンタンチオール 2-ペンタンチオール チオール類 11 2084-19-7

2081 pentanethiol pentanethiol ペンタンチオール ペンタンチオール チオール類 11 110-66-7

2082 3-pentanone 3-pentanone 3-ペンタノン 3-ペンタノン ケトン類 5 96-22-0

2083 3-penten-2-one 3-penten-2-one 3-ペンテン-2-オン 3-ペンテン-2-オン ケトン類 5 625-33-2

2084 2-pentenoic acid 2-pentenoic acid 2-ペンテノイック アシド 2-ペンテノイック アシド 脂肪酸類 6
626-98-2

13991-37-2

2085 4-pentenoic acid 4-pentenoic acid 4-ペンテノイック アシド 4-ペンテノイック アシド 脂肪酸類 6 591-80-0

2086 4-pentenyl isothiocyanate 4-pentenyl isothiocyanate
4-ペンテニル イソチオシ
アネート

4-ペンテニル イソチオシ
アネート

イソチオシアネート類 1 18060-79-2

2087 2-hexanoylfuran 2-hexanoylfuran 2-ヘキサノイルフラン 2-ヘキサノイルフラン ケトン類 5 14360-50-0

2088 2-pentyl acetate 2-pentyl acetate 2-ペンチル アセテート 2-ペンチル アセテート エステル類 4 626-38-0

2089 2-pentyl butyrate 2-pentyl butyrate 2-ペンチル ブチレート 2-ペンチル ブチレート エステル類 4 60415-61-4

2090 2,4-decadien-5-olide 2,4-decadien-5-olide 2,4-デカジエン-5-オリド 2,4-デカジエン-5-オリド ラクトン類 18 27593-23-3

2091 2-pentylfuran 2-pentylfuran 2-ペンチルフラン 2-ペンチルフラン エーテル類 3 3777-69-3

2092 2-pentylthiophene 2-pentylthiophene 2-ペンチルチオフェン 2-ペンチルチオフェン チオエーテル類 10 4861-58-9

2093 perilla alcohol perilla alcohol ペリラ アルコール ペリラ アルコール 脂肪族高級アルコール類 7 536-59-4

2094 perillaldehyde perillaldehyde ペリラアルデヒド ペリラアルデヒド 脂肪族高級アルデヒド類 8 2111-75-3

2095
perillaldehyde
propyleneglycol acetal

perillaldehyde
propyleneglycol acetal

ペリラアルデヒド プロピ
レングリコール アセター
ル

ペリラアルデヒド プロピ
レングリコール アセター
ル

エーテル類 3 121199-28-8

2096 perillic acid perillic acid ペリリック アシド ペリリック アシド 脂肪酸類 6 7694-45-3

2097 perillyl acetate perillyl acetate ペリリル アセテート ペリリル アセテート エステル類 4 15111-96-3

2098 alpha-phellandrene alpha-phellandrene α-フェランドレン α-フェランドレン テルペン系炭化水素類 12 99-83-2

2099
phenethyl 2-
ethylhexanoate

phenethyl 2-
ethylhexanoate

フェネチル 2-エチルヘキ
サノエート

フェネチル 2-エチルヘキ
サノエート

エステル類 4 93776-92-2

2100 phenethyl 2-furoate phenethyl 2-furoate フェネチル 2-フロエート フェネチル 2-フロエート エステル類 4 7149-32-8

2101
phenethyl 2-
methylbutyrate

phenethyl 2-
methylbutyrate

フェネチル 2-メチルブチ
レート

フェネチル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4 24817-51-4

2103 phenethyl alcohol phenethyl alcohol フェネチル アルコール フェネチル アルコール 芳香族アルコール類 16 60-12-8

2104 phenethyl anthranilate phenethyl anthranilate
フェネチル アンスラニ
レート

フェネチル アンスラニ
レート

エステル類 4 133-18-6

2105 phenethyl benzoate phenethyl benzoate フェネチル ベンゾエート フェネチル ベンゾエート エステル類 4 94-47-3

2106 phenethyl butyrate phenethyl butyrate フェネチル ブチレート フェネチル ブチレート エステル類 4 103-52-6

2107 phenethyl cinnamate phenethyl cinnamate フェネチル シンナメート フェネチル シンナメート エステル類 4 103-53-7
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2108 phenethyl 2-butenoate phenethyl 2-butenoate
フェネチル 2-ブテノエー
ト

フェネチル 2-ブテノエー
ト

エステル類 4 68141-20-8

2109 phenethyl decanoate phenethyl decanoate フェネチル デカノエート フェネチル デカノエート エステル類 4 61810-55-7

2110 phenethyl formate phenethyl formate フェネチル ホーメート フェネチル ホーメート エステル類 4 104-62-1

2111 phenethyl heptanoate phenethyl heptanoate
フェネチル ヘプタノエー
ト

フェネチル ヘプタノエー
ト

エステル類 4 5454-11-5

2112 phenethyl hexanoate phenethyl hexanoate
フェネチル ヘキサノエー
ト

フェネチル ヘキサノエー
ト

エステル類 4 6290-37-5

2113 phenethyl isobutyrate phenethyl isobutyrate
フェネチル イソブチレー
ト

フェネチル イソブチレー
ト

エステル類 4 103-48-0

2114 phenethyl isothiocyanate phenethyl isothiocyanate
フェネチル イソチオシア
ネート

フェネチル イソチオシア
ネート

イソチオシアネート類 1 2257-09-2

2115 phenethyl isovalerate phenethyl isovalerate
フェネチル イソバレレー
ト

フェネチル イソバレレー
ト

エステル類 4 140-26-1

2116 phenethyl lactate phenethyl lactate フェネチル ラクテート フェネチル ラクテート エステル類 4 10138-63-3

2117
3-methyl-1-phenyl-3-
pentanol

3-methyl-1-phenyl-3-
pentanol

3-メチル-1-フェニル-3-
ペンタノール

3-メチル-1-フェニル-3-
ペンタノール

芳香族アルコール類 16 10415-87-9

2118 phenethyl nonanoate phenethyl nonanoate フェネチル ノナノエート フェネチル ノナノエート エステル類 4 57943-67-6

2119 phenethyl octanoate phenethyl octanoate フェネチル オクタノエート フェネチル オクタノエート エステル類 4 5457-70-5

2120 phenethyl phenylacetate phenethyl phenylacetate
フェネチル フェニルアセ
テート

フェネチル フェニルアセ
テート

エステル類 4 102-20-5

2121 phenethyl pivalate phenethyl pivalate フェネチル ピバレート フェネチル ピバレート エステル類 4 67662-96-8

2122 phenethyl propionate phenethyl propionate
フェネチル プロピオネー
ト

フェネチル プロピオネー
ト

エステル類 4 122-70-3

2123 phenethyl salicylate phenethyl salicylate フェネチル サリシレート フェネチル サリシレート エステル類 4 87-22-9

2124
phenethyl 3-methyl-2-
butenoate

phenethyl 3-methyl-2-
butenoate

フェネチル 3-メチル-2-
ブテノエート

フェネチル 3-メチル-2-
ブテノエート

エステル類 4 42078-65-9

2125 phenethyl tiglate phenethyl tiglate フェネチル チグレート フェネチル チグレート エステル類 4 55719-85-2

2126 phenethyl valerate phenethyl valerate フェネチル バレレート フェネチル バレレート エステル類 4 7460-74-4

2127 phenol phenol フェノール フェノール フェノール類 14 108-95-2

2128 phenoxyacetic acid phenoxyacetic acid
フェノキシアセチック アシ
ド

フェノキシアセチック アシ
ド

脂肪酸類 6 122-59-8

2129 2-phenoxyethanol 2-phenoxyethanol 2-フェノキシエタノール 2-フェノキシエタノール 芳香族アルコール類 16 122-99-6

2130 2-phenoxyethyl acetate 2-phenoxyethyl acetate
2-フェノキシエチル アセ
テート

2-フェノキシエチル アセ
テート

エステル類 4 6192-44-5

2131 2-phenoxyethyl butyrate 2-phenoxyethyl butyrate
2-フェノキシエチル ブチ
レート

2-フェノキシエチル ブチ
レート

エステル類 4 23511-70-8

2132
2-phenoxyethyl
isobutyrate

2-phenoxyethyl
isobutyrate

2-フェノキシエチル イソ
ブチレート

2-フェノキシエチル イソ
ブチレート

エステル類 4 103-60-6

2133
2-phenoxyethyl
propionate

2-phenoxyethyl
propionate

2-フェノキシエチル プロ
ピオネート

2-フェノキシエチル プロ
ピオネート

エステル類 4 23495-12-7

2134 phenyl acetate phenyl acetate フェニル アセテート フェニル アセテート エステル類 4 122-79-2

2135 phenyl butyrate phenyl butyrate フェニル ブチレート フェニル ブチレート エステル類 4 4346-18-3
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2136 diphenyl disulfide diphenyl disulfide ジフェニル ジスルフィド ジフェニル ジスルフィド チオエーテル類 10 882-33-7

2137 1-phenylpropanol 1-phenylpropanol 1-フェニルプロパノール 1-フェニルプロパノール 芳香族アルコール類 16 93-54-9

2138 phenyl isobutyrate phenyl isobutyrate フェニル イソブチレート フェニル イソブチレート エステル類 4 20279-29-2

2139 phenyl propionate phenyl propionate フェニル プロピオネート フェニル プロピオネート エステル類 4 637-27-4

2140 phenyl salicylate phenyl salicylate フェニル サリシレート フェニル サリシレート エステル類 4 118-55-8

2141
1-phenyl-1,2-
propanedione

1-phenyl-1,2-
propanedione

1-フェニル-1,2-プロパン
ジオン

1-フェニル-1,2-プロパン
ジオン

ケトン類 5 579-07-7

2142 2-phenyl-2-butenal 2-phenyl-2-butenal
2-フェニル-2-ブテナー
ル

2-フェニル-2-ブテナー
ル

芳香族アルデヒド類 17 4411-89-6

2143 2-phenyl-2-propanol 2-phenyl-2-propanol
2-フェニル-2-プロパノー
ル

2-フェニル-2-プロパノー
ル

芳香族アルコール類 16 617-94-7

2144 2-phenyl-4-pentenal 2-phenyl-4-pentenal
2-フェニル-4-ペンテ
ナール

2-フェニル-4-ペンテ
ナール

芳香族アルデヒド類 17 24401-36-3

2145 3-phenyl-4-pentenal 3-phenyl-4-pentenal
3-フェニル-4-ペンテ
ナール

3-フェニル-4-ペンテ
ナール

芳香族アルデヒド類 17 939-21-9

2146 phenylacetaldehyde phenylacetaldehyde フェニルアセトアルデヒド フェニルアセトアルデヒド 芳香族アルデヒド類 17 122-78-1

2147
phenylacetaldehyde
diethyl acetal

phenylacetaldehyde
diethyl acetal

フェニルアセトアルデヒド
ジエチル アセタール

フェニルアセトアルデヒド
ジエチル アセタール

エーテル類 3 6314-97-2

2148
phenylacetaldehyde
diisobutyl acetal

phenylacetaldehyde
diisobutyl acetal

フェニルアセトアルデヒド
ジイソブチル アセタール

フェニルアセトアルデヒド
ジイソブチル アセタール

エーテル類 3 68345-22-2

2149
phenylacetaldehyde
dimethyl acetal

phenylacetaldehyde
dimethyl acetal

フェニルアセトアルデヒド
ジメチル アセタール

フェニルアセトアルデヒド
ジメチル アセタール

エーテル類 3 101-48-4

2150
phenylacetaldehyde
glyceryl acetal

phenylacetaldehyde
glyceryl acetal

フェニルアセトアルデヒド
グリセリル アセタール

フェニルアセトアルデヒド
グリセリル アセタール

エーテル類 3 29895-73-6

2151
phenylacetaldehyde
propyleneglycol acetal

phenylacetaldehyde
propyleneglycol acetal

フェニルアセトアルデヒド
プロピレングリコール ア
セタール

フェニルアセトアルデヒド
プロピレングリコール ア
セタール

エーテル類 3 5468-05-3

2152 phenylacetic acid phenylacetic acid
フェニルアセチック アシ
ド

フェニルアセチック アシ
ド

脂肪酸類 6 103-82-2

2153 4-phenylbutan-2-ol 4-phenylbutan-2-ol
4-フェニルブタン-2-オー
ル

4-フェニルブタン-2-オー
ル

芳香族アルコール類 16 2344-70-9

2154 2-phenylethanethiol 2-phenylethanethiol
2-フェニルエタンチオー
ル

2-フェニルエタンチオー
ル

チオール類 11 4410-99-5

2155 2-phenylphenyl acetate 2-phenylphenyl acetate
2-フェニルフェニル アセ
テート

2-フェニルフェニル アセ
テート

エステル類 4 3271-80-5

2156
3-phenylpropanal dimethyl
acetal

3-phenylpropanal dimethyl
acetal

3-フェニルプロパナール
ジメチル アセタール

3-フェニルプロパナール
ジメチル アセタール

エーテル類 3 30076-98-3

2157
2-phenylpropanal
propyleneglycol acetal

2-phenylpropanal
propyleneglycol acetal

2-フェニルプロパナール
プロピレングリコール ア
セタール

2-フェニルプロパナール
プロピレングリコール ア
セタール

エーテル類 3 67634-23-5

2158 2-phenylpropionic acid 2-phenylpropionic acid
2-フェニルプロピオニッ
ク アシド

2-フェニルプロピオニッ
ク アシド

脂肪酸類 6 492-37-5

2159 3-phenylpropionic acid 3-phenylpropionic acid
3-フェニルプロピオニッ
ク アシド

3-フェニルプロピオニッ
ク アシド

脂肪酸類 6 501-52-0

2160 3-phenylpropyl acetate 3-phenylpropyl acetate
3-フェニルプロピル アセ
テート

3-フェニルプロピル アセ
テート

エステル類 4 122-72-5

2161 3-phenylpropyl benzoate 3-phenylpropyl benzoate
3-フェニルプロピル ベン
ゾエート

3-フェニルプロピル ベン
ゾエート

エステル類 4 60045-26-3
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2162 3-phenylpropyl butyrate 3-phenylpropyl butyrate
3-フェニルプロピル ブチ
レート

3-フェニルプロピル ブチ
レート

エステル類 4 7402-29-1

2163 3-phenylpropyl cinnamate 3-phenylpropyl cinnamate
3-フェニルプロピル シン
ナメート

3-フェニルプロピル シン
ナメート

エステル類 4 122-68-9

2164 phenylpropyl decanoate phenylpropyl decanoate
フェニルプロピル デカノ
エート

フェニルプロピル デカノ
エート

エステル類 4

2165 3-phenylpropyl formate 3-phenylpropyl formate
3-フェニルプロピル ホー
メート

3-フェニルプロピル ホー
メート

エステル類 4 104-64-3

2166 3-phenylpropyl hexanoate 3-phenylpropyl hexanoate
3-フェニルプロピル ヘキ
サノエート

3-フェニルプロピル ヘキ
サノエート

エステル類 4 6281-40-9

2167
2-phenylpropyl
isobutyrate

2-phenylpropyl
isobutyrate

2-フェニルプロピル イソ
ブチレート

2-フェニルプロピル イソ
ブチレート

エステル類 4 65813-53-8

2168
3-phenylpropyl
isobutyrate

3-phenylpropyl
isobutyrate

3-フェニルプロピル イソ
ブチレート

3-フェニルプロピル イソ
ブチレート

エステル類 4 103-58-2

2169 3-phenylpropyl isovalerate 3-phenylpropyl isovalerate
3-フェニルプロピル イソ
バレレート

3-フェニルプロピル イソ
バレレート

エステル類 4 5452-07-3

2170 3-phenylpropyl propionate 3-phenylpropyl propionate
3-フェニルプロピル プロ
ピオネート

3-フェニルプロピル プロ
ピオネート

エステル類 4 122-74-7

2171 3-phenylpropyl salicylate 3-phenylpropyl salicylate
3-フェニルプロピル サリ
シレート

3-フェニルプロピル サリ
シレート

エステル類 4 24781-13-3

2172 3-phenylpropyl valerate 3-phenylpropyl valerate
3-フェニルプロピル バレ
レート

3-フェニルプロピル バレ
レート

エステル類 4 5451-88-7

2173 phytol phytol フィトール フィトール 脂肪族高級アルコール類 7 150-86-7

2174 phytyl acetate phytyl acetate フィチル アセテート フィチル アセテート エステル類 4 10236-16-5

2175 pinocarvyl isobutyrate
2(10)-pinen-3-yl
isobutyrate

ピノカルビル イソブチ
レート

2(10)-ピネン-3-イル イ
ソブチレート

エステル類 4 929116-08-5

2176 alpha-pinene alpha-pinene α-ピネン α-ピネン テルペン系炭化水素類 12 80-56-8

2177 beta-pinene beta-pinene β-ピネン β-ピネン テルペン系炭化水素類 12 127-91-3

2178 pinocamphone pinocamphone ピノカンフォン ピノカンフォン ケトン類 5
547-60-4

18358-53-7

2179 pinocarveol pinocarveol ピノカルベオール ピノカルベオール 脂肪族高級アルコール類 7 5947-36-4

2180 piperitenone piperitenone ピペリテノン ピペリテノン ケトン類 5 491-09-8

2181 piperitol piperitol ピペリトール ピペリトール 脂肪族高級アルコール類 7 491-04-3

2182 d -piperitone d -piperitone d -ピペリトン d -ピペリトン ケトン類 5 6091-50-5

2183 piperitone piperitone ピペリトン ピペリトン ケトン類 5 89-81-6

2185 piperonal dimethyl acetal piperonal dimethyl acetal
ピペロナール ジメチル
アセタール

ピペロナール ジメチル
アセタール

エーテル類 3 59259-90-4

2186 piperonyl acetate piperonyl acetate ピペロニル アセテート ピペロニル アセテート エステル類 4 326-61-4

2187 piperonyl acetone piperonyl acetone ピペロニル アセトン ピペロニル アセトン ケトン類 5 55418-52-5

2188 piperonyl alcohol piperonyl alcohol ピペロニル アルコール ピペロニル アルコール 芳香族アルコール類 16 495-76-1

2189 piperonyl isobutyrate piperonyl isobutyrate
ピペロニル イソブチレー
ト

ピペロニル イソブチレー
ト

エステル類 4 5461-08-5

2190 pivalic acid pivalic acid ピバリック アシド ピバリック アシド 脂肪酸類 6 75-98-9

78 / 123 ページ



　

SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

2191 1-p -menthene-8-thiol 1-p -menthen-8-thiol
1-p -メンテン-8-チオー
ル

1-p -メンテン-8-チオー
ル

チオール類 11 71159-90-5

2192 1-p -menthen-9-al 1-p -menthen-9-al 1-p -メンテン-9-アール 1-p -メンテン-9-アール 脂肪族高級アルデヒド類 8 29548-14-9

2193
3-methyl-2-butenyl
acetate

3-methyl-2-butenyl
acetate

3-メチル-2-ブテニル ア
セテート

3-メチル-2-ブテニル ア
セテート

エステル類 4 1191-16-8

2194
3-methyl-2-butenyl
benzoate

3-methyl-2-butenyl
benzoate

3-メチル-2-ブテニル ベ
ンゾエート

3-メチル-2-ブテニル ベ
ンゾエート

エステル類 4 5205-11-8

2195
ethyl 3-methyl-2-butenyl
ether

ethyl 3-methyl-2-butenyl
ether

エチル 3-メチル-2-ブテ
ニル エーテル

エチル 3-メチル-2-ブテ
ニル エーテル

エーテル類 3 22094-00-4

2196 1,2-propanedithiol 1,2-propanedithiol 1,2-プロパンジチオール 1,2-プロパンジチオール チオール類 11 814-67-5

2197 1-propenyl propyl disulfide 1-propenyl propyl disulfide
1-プロペニル プロピル
ジスルフィド

1-プロペニル プロピル
ジスルフィド

チオエーテル類 10 5905-46-4

2198 1-propenyl propyl sulfide 1-propenyl propyl sulfide
1-プロペニル プロピル
スルフィド

1-プロペニル プロピル
スルフィド

チオエーテル類 10 33922-70-2

2199 4-hydroxyhexan-3-one 4-hydroxyhexan-3-one
4-ヒドロキシヘキサン-
3-オン

4-ヒドロキシヘキサン-
3-オン

ケトン類 5 4984-85-4

2200 propanal diethyl acetal propanal diethyl acetal
プロパナール ジエチル
アセタール

プロパナール ジエチル
アセタール

エーテル類 3 4744-08-5

2201 propanal diisobutyl acetal propanal diisobutyl acetal
プロパナール ジイソブチ
ル アセタール

プロパナール ジイソブチ
ル アセタール

エーテル類 3 13002-11-4

2204
1-(1-p -menthen-6-yl)-
1-propanone

1-(1-p -menthen-6-yl)-
1-propanone

1-(1-p -メンテン-6-イ
ル)-1-プロパノン

1-(1-p -メンテン-6-イ
ル)-1-プロパノン

ケトン類 5 31375-17-4

2205 2-propionylpyrrole 2-propionylpyrrole 2-プロピオニルピロール 2-プロピオニルピロール ケトン類 5 1073-26-3

2206 2-propionylthiophene 2-propionylthiophene
2-プロピオニルチオフェ
ン

2-プロピオニルチオフェ
ン

ケトン類 5 13679-75-9

2207 1-phenyl-1-propanone 1-phenyl-1-propanone 1-フェニル-1-プロパノン 1-フェニル-1-プロパノン ケトン類 5 93-55-0

2208
propyl 2-(2-
cyclopentenyl)-4-
pentenoate

propyl 2-(2-
cyclopentenyl)-4-
pentenoate

プロピル 2-(2-シクロペ
ンテニル)-4-ペンテノ
エート

プロピル 2-(2-シクロペ
ンテニル)-4-ペンテノ
エート

エステル類 4 172450-04-3

2209 propyl 2,4-decadienoate propyl 2,4-decadienoate
プロピル 2,4-デカジエノ
エート

プロピル 2,4-デカジエノ
エート

エステル類 4
28316-62-3
84788-08-9

2210
propyl 2-
cyclopentenylacetate

propyl 2-
cyclopentenylacetate

プロピル 2-シクロペンテ
ニルアセテート

プロピル 2-シクロペンテ
ニルアセテート

エステル類 4

2211 propyl 2-furoate propyl 2-furoate プロピル 2-フロエート プロピル 2-フロエート エステル類 4 615-10-1

2212 propyl 2-methylbutyrate propyl 2-methylbutyrate
プロピル 2-メチルブチ
レート

プロピル 2-メチルブチ
レート

エステル類 4 37064-20-3

2213 propyl acetate propyl acetate プロピル アセテート プロピル アセテート エステル類 4 109-60-4

2214 propyl acetoacetate propyl acetoacetate
プロピル アセトアセテー
ト

プロピル アセトアセテー
ト

エステル類 4 1779-60-8

2215
1-methoxy-4-
propylbenzene

1-methoxy-4-
propylbenzene

1-メトキシ-4-プロピルベ
ンゼン

1-メトキシ-4-プロピルベ
ンゼン

フェノールエーテル類 13 104-45-0

2216 propyl benzoate propyl benzoate プロピル ベンゾエート プロピル ベンゾエート エステル類 4 2315-68-6

2217 propyl butyrate propyl butyrate プロピル ブチレート プロピル ブチレート エステル類 4 105-66-8

2218 propyl cinnamate propyl cinnamate プロピル シンナメート プロピル シンナメート エステル類 4 7778-83-8

2219 propyl 2-butenoate propyl 2-butenoate プロピル 2-ブテノエート プロピル 2-ブテノエート エステル類 4 10352-87-1
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2220
propyl
cyclohexylpropionate

propyl
cyclohexylpropionate

プロピル シクロヘキシル
プロピオネート

プロピル シクロヘキシル
プロピオネート

エステル類 4

2221 propyl decanoate propyl decanoate プロピル デカノエート プロピル デカノエート エステル類 4 30673-60-0

2222 dipropyl disulfide dipropyl disulfide ジプロピル ジスルフィド ジプロピル ジスルフィド チオエーテル類 10 629-19-6

2223 propyl laurate propyl laurate プロピル ラウレート プロピル ラウレート エステル類 4 3681-78-5

2224 propyl formate propyl formate プロピル ホーメート プロピル ホーメート エステル類 4 110-74-7

2225 propyl heptanoate propyl heptanoate プロピル ヘプタノエート プロピル ヘプタノエート エステル類 4 7778-87-2

2226 propyl palmitate propyl palmitate プロピル パルミテート プロピル パルミテート エステル類 4 2239-78-3

2227 propyl hexanoate propyl hexanoate プロピル ヘキサノエート プロピル ヘキサノエート エステル類 4 626-77-7

2228 propyl isobutyrate propyl isobutyrate プロピル イソブチレート プロピル イソブチレート エステル類 4 644-49-5

2229
propyl 4-
methylpentanoate

propyl 4-
methylpentanoate

プロピル 4-メチルペンタ
ノエート

プロピル 4-メチルペンタ
ノエート

エステル類 4 25415-68-3

2230 propyl isovalerate propyl isovalerate プロピル イソバレレート プロピル イソバレレート エステル類 4 557-00-6

2231 propyl lactate propyl lactate プロピル ラクテート プロピル ラクテート エステル類 4 616-09-1

2232 propyl levulinate propyl levulinate プロピル レブリネート プロピル レブリネート エステル類 4 645-67-0

2233 propanethiol propanethiol プロパンチオール プロパンチオール チオール類 11 107-03-9

2234 propyl nonanoate propyl nonanoate プロピル ノナノエート プロピル ノナノエート エステル類 4 6513-03-7

2235 propyl octanoate propyl octanoate プロピル オクタノエート プロピル オクタノエート エステル類 4 624-13-5

2236 propyl phenylacetate propyl phenylacetate
プロピル フェニルアセ
テート

プロピル フェニルアセ
テート

エステル類 4 4606-15-9

2238 propyl pivalate propyl pivalate プロピル ピバレート プロピル ピバレート エステル類 4

2239 propyl propionate propyl propionate プロピル プロピオネート プロピル プロピオネート エステル類 4 106-36-5

2240 propyl pyruvate propyl pyruvate プロピル ピルベート プロピル ピルベート エステル類 4 20279-43-0

2241 propyl sorbate propyl sorbate プロピル ソルベート プロピル ソルベート エステル類 4 10297-72-0

2242 S -propyl ethanethioate S -propyl ethanethioate
S -プロピル エタンチオ
エート

S -プロピル エタンチオ
エート

エステル類 4 2307-10-0

2243 propyl tiglate propyl tiglate プロピル チグレート プロピル チグレート エステル類 4 61692-83-9

2244 propyl valerate propyl valerate プロピル バレレート プロピル バレレート エステル類 4 141-06-0

2245 propyleneglycol diacetate propyleneglycol diacetate
プロピレングリコール ジ
アセテート

プロピレングリコール ジ
アセテート

エステル類 4 623-84-7

2246 propyleneglycol dibutyrate propyleneglycol dibutyrate
プロピレングリコール ジ
ブチレート

プロピレングリコール ジ
ブチレート

エステル類 4 50980-84-2

2247
propyleneglycol
dihexanoate

propyleneglycol
dihexanoate

プロピレングリコール ジ
ヘキサノエート

プロピレングリコール ジ
ヘキサノエート

エステル類 4 50343-36-7

2248
propyleneglycol
dioctanoate

propyleneglycol
dioctanoate

プロピレングリコール ジ
オクタノエート

プロピレングリコール ジ
オクタノエート

エステル類 4 7384-98-7
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2249
propyleneglycol
dipropionate

propyleneglycol
dipropionate

プロピレングリコール ジ
プロピオネート

プロピレングリコール ジ
プロピオネート

エステル類 4 10108-80-2

2250
propyleneglycol mono and
dilactate

propyleneglycol mono and
dilactate

プロピレングリコール モ
ノ and ジラクテート

プロピレングリコール モ
ノ and ジラクテート

エステル類 4

2251
propyleneglycol mono-2-
methylbutyrate

propyleneglycol mono-2-
methylbutyrate

プロピレングリコール モ
ノ-2-メチルブチレート

プロピレングリコール モ
ノ-2-メチルブチレート

エステル類 4
923593-56-0
923593-57-1

2252
propyleneglycol
monobutyrate

propyleneglycol
monobutyrate

プロピレングリコール モ
ノブチレート

プロピレングリコール モ
ノブチレート

エステル類 4 29592-95-8

2253
propyleneglycol
monohexanoate

propyleneglycol
monohexanoate

プロピレングリコール モ
ノヘキサノエート

プロピレングリコール モ
ノヘキサノエート

エステル類 4
29592-92-5
39556-41-7
170678-49-6

2254
propyleneglycol
monopropionate

propyleneglycol
monopropionate

プロピレングリコール モ
ノプロピオネート

プロピレングリコール モ
ノプロピオネート

エステル類 4 25496-75-7

2255 2-propylfuran 2-propylfuran 2-プロピルフラン 2-プロピルフラン エーテル類 3 4229-91-8

2256 3-propylidenephthalide 3-propylidenephthalide 3-プロピリデンフタリド 3-プロピリデンフタリド ラクトン類 18 17369-59-4

2257 4-propylphenol 4-propylphenol 4-プロピルフェノール 4-プロピルフェノール フェノール類 14 645-56-7

2258 2-propylthiazole 2-propylthiazole 2-プロピルチアゾール 2-プロピルチアゾール チオエーテル類 10 17626-75-4

2259 2-propylthiazolidine 2-propylthiazolidine 2-プロピルチアゾリジン 2-プロピルチアゾリジン チオエーテル類 10 24050-10-0

2260
3-(propylthio)-4-
heptanone

3-(propylthio)-4-
heptanone

3-(プロピルチオ)-4-ヘプ
タノン

3-(プロピルチオ)-4-ヘプ
タノン

ケトン類 5

2261 3,4-dihydroxybenzoic acid 3,4-dihydroxybenzoic acid
3,4-ジヒドロキシベンゾ
イック アシド

3,4-ジヒドロキシベンゾ
イック アシド

フェノール類 14 99-50-3

2262 pulegone pulegone プレゴン プレゴン ケトン類 5
89-82-7

15932-80-6

2263 2-pyrazinylethanethiol 2-pyrazinylethanethiol
2-ピラジニルエタンチ
オール

2-ピラジニルエタンチ
オール

チオール類 11 35250-53-4

2264 2-pyridinylmethanethiol 2-pyridinylmethanethiol
2-ピリジニルメタンチ
オール

2-ピリジニルメタンチ
オール

チオール類 11 2044-73-7

2265 2-pyrrolylcarbaldehyde 2-pyrrolylcarbaldehyde
2-ピロリルカルバルデヒ
ド

2-ピロリルカルバルデヒ
ド

芳香族アルデヒド類 17 1003-29-8

2266 2-oxopropanal 2-oxopropanal 2-オキソプロパナール 2-オキソプロパナール ケトン類 5 78-98-8

2267 pyruvic acid pyruvic acid ピルビック アシド ピルビック アシド 脂肪酸類 6 127-17-3

2268 raspberry ketone raspberry ketone ラズベリー ケトン ラズベリー ケトン ケトン類 5 5471-51-2

2269 3-hydroxyphenol 3-hydroxyphenol 3-ヒドロキシフェノール 3-ヒドロキシフェノール フェノール類 14 108-46-3

2270 rhodinol rhodinol ロジノール ロジノール 脂肪族高級アルコール類 7 6812-78-8

2271 rhodinyl acetate rhodinyl acetate ロジニル アセテート ロジニル アセテート エステル類 4 141-11-7

2272 rhodinyl butyrate rhodinyl butyrate ロジニル ブチレート ロジニル ブチレート エステル類 4 141-15-1

2273 rhodinyl formate rhodinyl formate ロジニル ホーメート ロジニル ホーメート エステル類 4 141-09-3

2274 rhodinyl isobutyrate rhodinyl isobutyrate ロジニル イソブチレート ロジニル イソブチレート エステル類 4 138-23-8

2275 rhodinyl isovalerate rhodinyl isovalerate ロジニル イソバレレート ロジニル イソバレレート エステル類 4 7778-96-3
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2276 rhodinyl phenylacetate rhodinyl phenylacetate
ロジニル フェニルアセ
テート

ロジニル フェニルアセ
テート

エステル類 4 10486-14-3

2277 rhodinyl propionate rhodinyl propionate ロジニル プロピオネート ロジニル プロピオネート エステル類 4 105-89-5

2278
4-methyl-2-(2-methyl-1-
propenyl)tetrahydropyran

4-methyl-2-(2-methyl-1-
propenyl)tetrahydropyran

4-メチル-2-(2-メチル-
1-プロペニル)テトラヒド
ロピラン

4-メチル-2-(2-メチル-
1-プロペニル)テトラヒド
ロピラン

エーテル類 3
876-17-5
876-18-6

16409-43-1

2279
S -(2-methylphenyl)
ethanethioate

S -(2-methylphenyl)
ethanethioate

S -(2-メチルフェニル) エ
タンチオエート

S -(2-メチルフェニル) エ
タンチオエート

エステル類 4

2280 sabinene sabinene サビネン サビネン テルペン系炭化水素類 12 3387-41-5

2281 sabinene hydrate acetate sabinene hydrate acetate
サビネン ハイドレート ア
セテート

サビネン ハイドレート ア
セテート

エステル類 4

2282 safranal safranal サフラナール サフラナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 116-26-7

2283 salicylaldehyde salicylaldehyde サリシルアルデヒド サリシルアルデヒド 芳香族アルデヒド類 17 90-02-8

2284 salicylic acid salicylic acid サリシリック アシド サリシリック アシド フェノール類 14 69-72-7

2285 alpha-santalol alpha-santalol α-サンタロール α-サンタロール 脂肪族高級アルコール類 7 115-71-9

2286 santalyl acetate santalyl acetate サンタリル アセテート サンタリル アセテート エステル類 4 1323-00-8

2287 santalyl phenylacetate santalyl phenylacetate
サンタリル フェニルアセ
テート

サンタリル フェニルアセ
テート

エステル類 4 1323-75-7

2288 sclareol sclareol スクラレオール スクラレオール 脂肪族高級アルコール類 7 515-03-7

2289 sclareolide sclareolide スクラレオリド スクラレオリド ラクトン類 18 564-20-5

2290 alpha-sinensal alpha-sinensal α-シネンサール α-シネンサール 脂肪族高級アルデヒド類 8
4955-32-2
17909-77-2

2291 beta-sinensal beta-sinensal β-シネンサール β-シネンサール 脂肪族高級アルデヒド類 8 60066-88-8

2292 skatole skatole スカトール スカトール
インドール及びその誘導
体

2 83-34-1

2293 S -methyl benzenethioate S -methyl benzenethioate
S -メチル ベンゼンチオ
エート

S -メチル ベンゼンチオ
エート

エステル類 4 5925-68-8

2294 sorbic acid sorbic acid ソルビック アシド ソルビック アシド 脂肪酸類 6 110-44-1

2295

spiro[2,4-dithia-1-
methyl-8-oxa-
bicyclo[3.3.0]octane-3,3'-
(1'-oxa-2'-
methyl)cyclopentane] and
spiro[dithia-6-methyl-7-
oxa-bicyclo[3.3.0]octane-
3,3'-(1'-oxa-2'-
methyl)cyclopentane]

spiro[2,4-dithia-1-
methyl-8-oxa-
bicyclo[3.3.0]octane-3,3'-
(1'-oxa-2'-
methyl)cyclopentane] and
spiro[dithia-6-methyl-7-
oxa-bicyclo[3.3.0]octane-
3,3'-(1'-oxa-2'-
methyl)cyclopentane]

スピロ[2,4-ジチア-1-メ
チル-8-オキサ-ビシクロ
[3.3.0]オクタン-3,3'-(1'-
オキサ-2'-メチル)シクロ
ペンタン] and スピロ[ジ
チア-6-メチル-7-オキサ
-ビシクロ[3.3.0]オクタン-
3,3'-(1'-オキサ-2'-メチ
ル)シクロペンタン]

スピロ[2,4-ジチア-1-メ
チル-8-オキサ-ビシクロ
[3.3.0]オクタン-3,3'-(1'-
オキサ-2'-メチル)シクロ
ペンタン] and スピロ[ジ
チア-6-メチル-7-オキサ
-ビシクロ[3.3.0]オクタン-
3,3'-(1'-オキサ-2'-メチ
ル)シクロペンタン]

チオエーテル類 10
38325-25-6
38325-26-7

2296 stearic acid stearic acid ステアリック アシド ステアリック アシド 脂肪酸類 6 57-11-4

2297 styralyl alcohol styralyl alcohol スチラリル アルコール スチラリル アルコール 芳香族アルコール類 16 98-85-1

2298 styralyl acetate styralyl acetate スチラリル アセテート スチラリル アセテート エステル類 4 93-92-5

2299 styralyl butyrate styralyl butyrate スチラリル ブチレート スチラリル ブチレート エステル類 4 3460-44-4
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2300 styralyl formate styralyl formate スチラリル ホーメート スチラリル ホーメート エステル類 4 7775-38-4

2301 styralyl hexanoate styralyl hexanoate
スチラリル ヘキサノエー
ト

スチラリル ヘキサノエー
ト

エステル類 4 3460-45-5

2302 styralyl isobutyrate styralyl isobutyrate
スチラリル イソブチレー
ト

スチラリル イソブチレー
ト

エステル類 4 7775-39-5

2303 styralyl isovalerate styralyl isovalerate
スチラリル イソバレレー
ト

スチラリル イソバレレー
ト

エステル類 4 56961-73-0

2304 styralyl propionate styralyl propionate
スチラリル プロピオネー
ト

スチラリル プロピオネー
ト

エステル類 4 120-45-6

2305
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethanol

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethanol

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エタノール

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エタノール

芳香族アルコール類 16 137-00-8

2306
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl acetate

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl acetate

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル アセテート

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル アセテート

エステル類 4 656-53-1

2307
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl butyrate

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl butyrate

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル ブチレート

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル ブチレート

エステル類 4 94159-31-6

2308
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl decanoate

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl decanoate

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル デカノエート

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル デカノエート

エステル類 4 101426-31-7

2309
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl formate

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl formate

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル ホーメート

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル ホーメート

エステル類 4 90731-56-9

2310
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl heptanoate

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl heptanoate

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル ヘプタノエート

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル ヘプタノエート

エステル類 4

2311
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl hexanoate

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl hexanoate

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル ヘキサノエー
ト

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル ヘキサノエー
ト

エステル類 4 94159-32-7

2312
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl isobutyrate

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl isobutyrate

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル イソブチレート

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル イソブチレート

エステル類 4 324742-95-2

2313
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl isovalerate

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl isovalerate

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル イソバレレート

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル イソバレレート

エステル類 4

2314
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl octanoate

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl octanoate

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル オクタノエート

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル オクタノエート

エステル類 4 163266-17-9

2315
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl propionate

2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl propionate

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル プロピオネー
ト

2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル プロピオネー
ト

エステル類 4 324742-96-3

2316
4-hydroxy-3,5-
dimethoxybenzoic acid

4-hydroxy-3,5-
dimethoxybenzoic acid

4-ヒドロキシ-3,5-ジメト
キシベンゾイック アシド

4-ヒドロキシ-3,5-ジメト
キシベンゾイック アシド

フェノール類 14 530-57-4

2317 alpha-terpinene alpha-terpinene α-テルピネン α-テルピネン テルペン系炭化水素類 12 99-86-5

2318 gamma-terpinene gamma-terpinene γ-テルピネン γ-テルピネン テルペン系炭化水素類 12 99-85-4

2319 1-terpineol 1-terpineol 1-テルピネオール 1-テルピネオール 脂肪族高級アルコール類 7 586-82-3

2320 4-terpineol 4-terpineol 4-テルピネオール 4-テルピネオール 脂肪族高級アルコール類 7
562-74-3
2438-10-0
20126-76-5

2321 alpha-terpineol alpha-terpineol α-テルピネオール α-テルピネオール 脂肪族高級アルコール類 7

98-55-5
2438-12-2
7785-53-7
10482-56-1

2322 beta-terpineol beta-terpineol β-テルピネオール β-テルピネオール 脂肪族高級アルコール類 7 138-87-4

2324 terpineol ethyl ether terpineol ethyl ether
テルピネオール エチル
エーテル

テルピネオール エチル
エーテル

エーテル類 3 27153-54-4
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2325 terpinolene terpinolene テルピノレン テルピノレン テルペン系炭化水素類 12 586-62-9

2326 alpha-terpinyl acetate alpha-terpinyl acetate
α-テルピニル アセテー
ト

α-テルピニル アセテー
ト

エステル類 4 80-26-2

2328 terpinyl butyrate terpinyl butyrate テルピニル ブチレート テルピニル ブチレート エステル類 4 2153-28-8

2329 terpinyl cinnamate terpinyl cinnamate テルピニル シンナメート テルピニル シンナメート エステル類 4 10024-56-3

2330 alpha-terpinyl formate alpha-terpinyl formate
α-テルピニル ホーメー
ト

α-テルピニル ホーメー
ト

エステル類 4 2153-26-6

2331 4-terpinyl formate 4-terpinyl formate 4-テルピニル ホーメート 4-テルピニル ホーメート エステル類 4

2332 terpinyl isobutyrate terpinyl isobutyrate
テルピニル イソブチレー
ト

テルピニル イソブチレー
ト

エステル類 4 7774-65-4

2333 terpinyl isovalerate terpinyl isovalerate
テルピニル イソバレレー
ト

テルピニル イソバレレー
ト

エステル類 4 1142-85-4

2334 thioterpineol thioterpineol チオテルピネオール チオテルピネオール チオール類 11
68921-82-4
71159-90-5

2335 terpinyl propionate terpinyl propionate
テルピニル プロピオネー
ト

テルピニル プロピオネー
ト

エステル類 4 80-27-3

2336 tert -amyl acetate tert -amyl acetate tert -アミル アセテート tert -アミル アセテート エステル類 4

2337
4-tert -
butylcyclohexanone

4-tert -
butylcyclohexanone

4-tert -ブチルシクロヘ
キサノン

4-tert -ブチルシクロヘ
キサノン

ケトン類 5 98-53-3

2338 tert -butyl propionate tert -butyl propionate
tert -ブチル プロピオ
ネート

tert -ブチル プロピオ
ネート

エステル類 4 20487-40-5

2339
4-tert -
butylacetophenone

4-tert -
butylacetophenone

4-tert -ブチルアセトフェ
ノン

4-tert -ブチルアセトフェ
ノン

ケトン類 5 943-27-1

2340 4-tert -butylcyclohexanol 4-tert -butylcyclohexanol
4-tert -ブチルシクロヘ
キサノール

4-tert -ブチルシクロヘ
キサノール

脂肪族高級アルコール類 7 98-52-2

2342
4-tert -
amylcyclohexanone

4-tert -
amylcyclohexanone

4-tert -アミルシクロヘキ
サノン

4-tert -アミルシクロヘキ
サノン

ケトン類 5 16587-71-6

2343 delta-tetradecalactone delta-tetradecalactone δ-テトラデカラクトン δ-テトラデカラクトン ラクトン類 18 2721-22-4

2344 tetradecanal tetradecanal テトラデカナール テトラデカナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 124-25-4

2345 tetradecane tetradecane テトラデカン テトラデカン 脂肪族高級炭化水素類 9 629-59-4

2346 tetradecanol tetradecanol テトラデカノール テトラデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 112-72-1

2347 2-tetradecanone 2-tetradecanone 2-テトラデカノン 2-テトラデカノン ケトン類 5 2345-27-9

2348 cis -7-tetradecen-2-one cis -7-tetradecen-2-one
cis -7-テトラデセン-2-オ
ン

cis -7-テトラデセン-2-オ
ン

ケトン類 5 146955-45-5

2349 tetradecyl butyrate tetradecyl butyrate テトラデシル ブチレート テトラデシル ブチレート エステル類 4

2350 tetrahydrocuminol tetrahydrocuminol テトラヒドロクミノール テトラヒドロクミノール 脂肪族高級アルコール類 7 5502-72-7

2351 tetrahydrocuminyl acetate tetrahydrocuminyl acetate
テトロヒドロクミニル アセ
テート

テトロヒドロクミニル アセ
テート

エステル類 4

2352
tetrahydrofurfuryl 2-
mercaptopropionate

tetrahydrofurfuryl 2-
mercaptopropionate

テトラヒドロフルフリル 2-
メルカプトプロピオネート

テトラヒドロフルフリル 2-
メルカプトプロピオネート

エステル類 4 99253-91-5

2353 tetrahydrofurfuryl acetate tetrahydrofurfuryl acetate
テトラヒドロフルフリル ア
セテート

テトラヒドロフルフリル ア
セテート

エステル類 4 637-64-9
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2354 tetrahydrofurfuryl alcohol tetrahydrofurfuryl alcohol
テトラヒドロフルフリル ア
ルコール

テトラヒドロフルフリル ア
ルコール

エーテル類 3 97-99-4

2355
tetrahydrofurfuryl
butyrate

tetrahydrofurfuryl
butyrate

テトラヒドロフルフリル ブ
チレート

テトラヒドロフルフリル ブ
チレート

エステル類 4 2217-33-6

2356
tetrahydrofurfuryl
cinnamate

tetrahydrofurfuryl
cinnamate

テトラヒドロフルフリル シ
ンナメート

テトラヒドロフルフリル シ
ンナメート

エステル類 4 65505-25-1

2357
tetrahydrofurfuryl
propionate

tetrahydrofurfuryl
propionate

テトラヒドロフルフリル プ
ロピオネート

テトラヒドロフルフリル プ
ロピオネート

エステル類 4 637-65-0

2358
tetrahydrofurfuryl
phenylacetate

tetrahydrofurfuryl
phenylacetate

テトラヒドロフルフリル
フェニルアセテート

テトラヒドロフルフリル
フェニルアセテート

エステル類 4 5421-00-1

2359 3,7-dimethyloctanol 3,7-dimethyloctanol 3,7-ジメチルオクタノール 3,7-ジメチルオクタノール 脂肪族高級アルコール類 7 106-21-8

2360 3,7-dimethyloctyl acetate 3,7-dimethyloctyl acetate
3,7-ジメチルオクチル ア
セテート

3,7-ジメチルオクチル ア
セテート

エステル類 4 20780-49-8

2361 3,7-dimethyloctyl formate 3,7-dimethyloctyl formate
3,7-ジメチルオクチル
ホーメート

3,7-ジメチルオクチル
ホーメート

エステル類 4 68214-06-2

2362 3,7-dimethyl-3-octanol 3,7-dimethyl-3-octanol
3,7-ジメチル-3-オクタ
ノール

3,7-ジメチル-3-オクタ
ノール

脂肪族高級アルコール類 7 78-69-3

2363 2,6-dimethyl-2-octanol 2,6-dimethyl-2-octanol
2,6-ジメチル-2-オクタ
ノール

2,6-ジメチル-2-オクタ
ノール

脂肪族高級アルコール類 7 18479-57-7

2364
6,10-dimethyl-9-
undecen-2-one

6,10-dimethyl-9-
undecen-2-one

6,10-ジメチル-9-ウンデ
セン-2-オン

6,10-ジメチル-9-ウンデ
セン-2-オン

ケトン類 5 4433-36-7

2365 thiolane thiolane チオラン チオラン チオエーテル類 10 110-01-0

2366
tetramethyl
ethylcyclohexenone

tetramethyl
ethylcyclohexenone

テトラメチル エチルシク
ロヘキセノン

テトラメチル エチルシク
ロヘキセノン

ケトン類 5 17369-60-7

2367
2,6,10,14-
tetramethylpentadecane

2,6,10,14-
tetramethylpentadecane

2,6,10,14-テトラメチルペ
ンタデカン

2,6,10,14-テトラメチルペ
ンタデカン

脂肪族高級炭化水素類 9 1921-70-6

2368 theaspirane theaspirane テアスピラン テアスピラン エーテル類 3 36431-72-8

2369 theaspirone theaspirone テアスピロン テアスピロン ケトン類 5
19377-59-4
77841-36-2

2370 2-thienylmethanol 2-thienylmethanol 2-チエニルメタノール 2-チエニルメタノール 芳香族アルコール類 16 636-72-6

2371 2-thienylmethanethiol 2-thienylmethanethiol
2-チエニルメタンチオー
ル

2-チエニルメタンチオー
ル

チオール類 11 6258-63-5

2372 thiazole thiazole チアゾール チアゾール チオエーテル類 10 288-47-1

2373 thiazolidine-2,4-dione thiazolidine-2,4-dione チアゾリジン-2,4-ジオン チアゾリジン-2,4-ジオン チオエーテル類 10 2295-31-0

2374 2-thiophenethiol 2-thiophenethiol 2-チオフェンチオール 2-チオフェンチオール チオール類 11 7774-74-5

2375 1-(2-thienyl)ethanethiol 1-(2-thienyl)ethanethiol
1-(2-チエニル)エタンチ
オール

1-(2-チエニル)エタンチ
オール

チオール類 11 94089-02-8

2376 ethanethioic S -acid ethanethioic S -acid
エタンチオイック S -アシ
ド

エタンチオイック S-アシ
ド

脂肪酸類 6 507-09-5

2377 methyl phenyl sulfide methyl phenyl sulfide
メチル フェニル スルフィ
ド

メチル フェニル スルフィ
ド

チオエーテル類 10 100-68-5

2378 thiogeraniol thiogeraniol チオゲラニオール チオゲラニオール チオール類 11 39067-80-6

2379 2-mercaptoacetic acid 2-mercaptoacetic acid
2-メルカプトアセチック
アシド

2-メルカプトアセチック
アシド

脂肪酸類 6 68-11-1

2380 thiolinalool thiolinalool チオリナロール チオリナロール チオール類 11 39707-47-6

2381
2-mercaptobutanedioic
acid

2-mercaptobutanedioic
acid

2-メルカプトブタンジオ
イック アシド

2-メルカプトブタンジオ
イック アシド

脂肪酸類 6 70-49-5
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2382
8-mercapto-p -menthan-
3-one

8-mercapto-p -menthan-
3-one

8-メルカプト-p -メンタン
-3-オン

8-メルカプト-p -メンタン
-3-オン

ケトン類 5 38462-22-5

2383 3-thienylcarbaldehyde 3-thienylcarbaldehyde
3-チエニルカルバルデヒ
ド

3-チエニルカルバルデヒ
ド

芳香族アルデヒド類 17 498-62-4

2384 thiophene thiophene チオフェン チオフェン チオエーテル類 10 110-02-1

2385 2-thienylcarbaldehyde 2-thienylcarbaldehyde
2-チエニルカルバルデヒ
ド

2-チエニルカルバルデヒ
ド

芳香族アルデヒド類 17 98-03-3

2386 propanethioic S -acid propanethioic S -acid
プロパンチオイック S -ア
シド

プロパンチオイック S -ア
シド

脂肪酸類 6 1892-31-5

2387 thujopsene thujopsene ツヨプセン ツヨプセン テルペン系炭化水素類 12 470-40-6

2388 3-thujanol 3-thujanol 3-ツヤノール 3-ツヤノール 脂肪族高級アルコール類 7
3284-85-3
21653-20-3
35732-37-7

2389 sabinene hydrate sabinene hydrate サビネン ハイドレート サビネン ハイドレート 脂肪族高級アルコール類 7 546-79-2

2390 thymol thymol チモール チモール フェノール類 14 89-83-8

2391 methyl thymol ether methyl thymol ether
メチル チモール エーテ
ル

メチル チモール エーテ
ル

フェノールエーテル類 13 1076-56-8

2392 tiglic acid tiglic acid チグリック アシド チグリック アシド 脂肪酸類 6 80-59-1

2393 2-(methylthio)phenol 2-(methylthio)phenol 2-(メチルチオ)フェノール 2-(メチルチオ)フェノール フェノール類 14 1073-29-6

2394 2-methylbenzaldehyde 2-methylbenzaldehyde
2-メチルベンズアルデヒ
ド

2-メチルベンズアルデヒ
ド

芳香族アルデヒド類 17 529-20-4

2395 4-methylbenzaldehyde 4-methylbenzaldehyde
4-メチルベンズアルデヒ
ド

4-メチルベンズアルデヒ
ド

芳香族アルデヒド類 17 104-87-0

2396 methylbenzaldehyde methylbenzaldehyde メチルベンズアルデヒド メチルベンズアルデヒド 芳香族アルデヒド類 17 1334-78-7

2397
4-methylbenzaldehyde
glyceryl acetal

4-methylbenzaldehyde
glyceryl acetal

4-メチルベンズアルデヒ
ド グリセリル アセタール

4-メチルベンズアルデヒ
ド グリセリル アセタール

エーテル類 3
1333-09-1
4388-47-0

2398
4-methylbenzaldehyde
propyleneglycol acetal

4-methylbenzaldehyde
propyleneglycol acetal

4-メチルベンズアルデヒ
ド プロピレングリコール
アセタール

4-メチルベンズアルデヒ
ド プロピレングリコール
アセタール

エーテル類 3 58244-29-4

2399 2-methylbenzenethiol 2-methylbenzenethiol
2-メチルベンゼンチオー
ル

2-メチルベンゼンチオー
ル

チオール類 11 137-06-4

2400 4-methylphenyl acetate 4-methylphenyl acetate
4-メチルフェニル アセ
テート

4-メチルフェニル アセ
テート

エステル類 4 140-39-6

2401
4-methylphenyl
isovalerate

4-methylphenyl
isovalerate

4-メチルフェニル イソバ
レレート

4-メチルフェニル イソバ
レレート

エステル類 4 55066-56-3

2402 4-methylphenyl octanoate 4-methylphenyl octanoate
4-メチルフェニル オクタ
ノエート

4-メチルフェニル オクタ
ノエート

エステル類 4 59558-23-5

2403 tributyl citrate tributyl citrate トリブチル シトレート トリブチル シトレート エステル類 4 77-94-1

2404
hexahydro-4,7-
methanoinden-(5or6)-yl
acetate

hexahydro-4,7-
methanoinden-(5or6)-yl
acetate

ヘキサヒドロ-4,7-メタノ
インデン-(5or6)-イル ア
セテート

ヘキサヒドロ-4,7-メタノ
インデン-(5or6)-イル ア
セテート

エステル類 4
2500-83-6
5413-60-5

2405
hexahydro-4,7-
methanoinden-(5or6)-yl
propionate

hexahydro-4,7-
methanoinden-(5or6)-yl
propionate

ヘキサヒドロ-4,7-メタノ
インデン-(5or6)-イル プ
ロピオネート

ヘキサヒドロ-4,7-メタノ
インデン-(5or6)-イル プ
ロピオネート

エステル類 4
17511-60-3
67634-24-6

2406 delta-tridecalactone delta-tridecalactone δ-トリデカラクトン δ-トリデカラクトン ラクトン類 18 7370-92-5

2407 tridecanal tridecanal トリデカナール トリデカナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 10486-19-8
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2408 tridecanal diethyl acetal tridecanal diethyl acetal
トリデカナール ジエチル
アセタール

トリデカナール ジエチル
アセタール

エーテル類 3 72934-16-8

2409 tridecanoic acid tridecanoic acid トリデカノイック アシド トリデカノイック アシド 脂肪酸類 6 638-53-9

2410 tridecanol tridecanol トリデカノール トリデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 112-70-9

2411 12-tridecen-2-one 12-tridecen-2-one 12-トリデセン-2-オン 12-トリデセン-2-オン ケトン類 5 60437-21-0

2412 2-tridecenal 2-tridecenal 2-トリデセナール 2-トリデセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 7774-82-5

2413 trans -2-tridecenal trans -2-tridecenal trans -2-トリデセナール trans -2-トリデセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 7069-41-2

2414 2-tridecenol 2-tridecenol 2-トリデセノール 2-トリデセノール 脂肪族高級アルコール類 7 68480-25-1

2416 triethoxymethane triethoxymethane トリエトキシメタン トリエトキシメタン エーテル類 3 122-51-0

2417
2,4,6-trimethyl-5,6-
dihydro-1,3,5-dithiazine

5,6-dihydro-2,4,6-
trimethyl-1,3,5-dithiazine

2,4,6-トリメチル-5,6-ジヒ
ドロ-1,3,5-ジチアジン

5,6-ジヒドロ-2,4,6-トリメ
チル-1,3,5-ジチアジン

チオエーテル類 10 638-17-5

2418 1,2,3-trimethoxybenzene 1,2,3-trimethoxybenzene
1,2,3-トリメトキシベンゼ
ン

1,2,3-トリメトキシベンゼ
ン

フェノールエーテル類 13 634-36-6

2419
3,5,5-trimethyl-1,2-
cyclohexanedione

3,5,5-trimethyl-1,2-
cyclohexanedione

3,5,5-トリメチル-1,2-シク
ロヘキサンジオン

3,5,5-トリメチル-1,2-シク
ロヘキサンジオン

ケトン類 5
4883-60-7
57696-89-6

2420
1-(2,4,4-trimethyl-2-
cyclohexenyl)-trans -2-
buten-1-one

1-(2,4,4-trimethyl-2-
cyclohexenyl)-trans -2-
buten-1-one

1-(2,4,4-トリメチル-2-シ
クロヘキセニル)-trans -
2-ブテン-1-オン

1-(2,4,4-トリメチル-2-シ
クロヘキセニル)-trans -
2-ブテン-1-オン

ケトン類 5 39872-57-6

2421
2-hydroxy-2,6,6-
trimethylcyclohexanone

2-hydroxy-2,6,6-
trimethylcyclohexanone

2-ヒドロキシ-2,6,6-トリメ
チルシクロヘキサノン

2-ヒドロキシ-2,6,6-トリメ
チルシクロヘキサノン

ケトン類 5 7500-42-7

2422
2,4,5-trimethyl-3-
oxazoline

2,4,5-trimethyl-3-
oxazoline

2,4,5-トリメチル-3-オキ
サゾリン

2,4,5-トリメチル-3-オキ
サゾリン

エーテル類 3 22694-96-8

2423
2,2,5-trimethyl-4-hexenal
dimethyl acetal

2,2,5-trimethyl-4-hexenal
dimethyl acetal

2,2,5-トリメチル-4-ヘキ
セナール ジメチル アセ
タール

2,2,5-トリメチル-4-ヘキ
セナール ジメチル アセ
タール

エーテル類 3

2424
2,6,10-trimethyl-5,9-
undecadienal

2,6,10-trimethyl-5,9-
undecadienal

2,6,10-トリメチル-5,9-ウ
ンデカジエナール

2,6,10-トリメチル-5,9-ウ
ンデカジエナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 54082-68-7

2425 2,8-epithio-p -menthane 2,8-epithio-p -menthane 2,8-エピチオ-p -メンタン 2,8-エピチオ-p -メンタン チオエーテル類 10 68398-18-5

2426
3,3,5-
trimethylcyclohexanol

3,3,5-
trimethylcyclohexanol

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キサノール

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キサノール

脂肪族高級アルコール類 7 116-02-9

2427
2,2,6-
trimethylcyclohexanone

2,2,6-
trimethylcyclohexanone

2,2,6-トリメチルシクロヘ
キサノン

2,2,6-トリメチルシクロヘ
キサノン

ケトン類 5 2408-37-9

2428
3,3,5-
trimethylcyclohexanone

3,3,5-
trimethylcyclohexanone

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キサノン

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キサノン

ケトン類 5 873-94-9

2429
3,3,5-trimethylcyclohexyl
acetate

3,3,5-trimethylcyclohexyl
acetate

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル アセテート

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル アセテート

エステル類 4 67859-96-5

2430
3,3,5-trimethylcyclohexyl
butyrate

3,3,5-trimethylcyclohexyl
butyrate

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル ブチレート

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル ブチレート

エステル類 4 94200-12-1

2431
3,3,5-trimethylcyclohexyl
levulinate

3,3,5-trimethylcyclohexyl
levulinate

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル レブリネート

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル レブリネート

エステル類 4

2432
3,3,5-trimethylcyclohexyl
propionate

3,3,5-trimethylcyclohexyl
propionate

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル プロピオネート

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル プロピオネート

エステル類 4 94021-79-1

2433
3,3,5-trimethylcyclohexyl
salicylate

3,3,5-trimethylcyclohexyl
salicylate

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル サリシレート

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル サリシレート

エステル類 4 118-56-9

2434 3,5,5-trimethylhexanal 3,5,5-trimethylhexanal
3,5,5-トリメチルヘキサ
ナール

3,5,5-トリメチルヘキサ
ナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 5435-64-3
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2435
3,5,5-trimethylhexanal
diethyl acetal

3,5,5-trimethylhexanal
diethyl acetal

3,5,5-トリメチルヘキサ
ナール ジエチル アセ
タール

3,5,5-トリメチルヘキサ
ナール ジエチル アセ
タール

エーテル類 3

2436
3,5,5-trimethylhexanoic
acid

3,5,5-trimethylhexanoic
acid

3,5,5-トリメチルヘキサノ
イック アシド

3,5,5-トリメチルヘキサノ
イック アシド

脂肪酸類 6 3302-10-1

2437 3,5,5-trimethylhexanol 3,5,5-trimethylhexanol
3,5,5-トリメチルヘキサ
ノール

3,5,5-トリメチルヘキサ
ノール

脂肪族高級アルコール類 7 3452-97-9

2438
3,5,5-trimethylhexyl
acetate

3,5,5-trimethylhexyl
acetate

3,5,5-トリメチルヘキシル
アセテート

3,5,5-トリメチルヘキシル
アセテート

エステル類 4 58430-94-7

2439
3,5,5-trimethylhexyl
formate

3,5,5-trimethylhexyl
formate

3,5,5-トリメチルヘキシル
ホーメート

3,5,5-トリメチルヘキシル
ホーメート

エステル類 4 67355-38-8

2440
3,5,5-trimethylhexyl
isovalerate

3,5,5-trimethylhexyl
isovalerate

3,5,5-トリメチルヘキシル
イソバレレート

3,5,5-トリメチルヘキシル
イソバレレート

エステル類 4

2441
3,5,5-trimethylhexyl
propionate

3,5,5-trimethylhexyl
propionate

3,5,5-トリメチルヘキシル
プロピオネート

3,5,5-トリメチルヘキシル
プロピオネート

エステル類 4 68991-95-7

2442 2,4,5-trimethyloxazole 2,4,5-trimethyloxazole
2,4,5-トリメチルオキサ
ゾール

2,4,5-トリメチルオキサ
ゾール

エーテル類 3 20662-84-4

2443 2,4,5-trimethylthiazole 2,4,5-trimethylthiazole
2,4,5-トリメチルチアゾー
ル

2,4,5-トリメチルチアゾー
ル

チオエーテル類 10 13623-11-5

2444
2,2,4,4,6,6-hexamethyl-
1,3,5-trithiane

2,2,4,4,6,6-hexamethyl-
1,3,5-trithiane

2,2,4,4,6,6-ヘキサメチル
-1,3,5-トリチアン

2,2,4,4,6,6-ヘキサメチル
-1,3,5-トリチアン

チオエーテル類 10 828-26-2

2445 2,3,5-trithiahexane 2,3,5-trithiahexane 2,3,5-トリチアヘキサン 2,3,5-トリチアヘキサン チオエーテル類 10 42474-44-2

2446 1,2,4-trithiolane 1,2,4-trithiolane 1,2,4-トリチオラン 1,2,4-トリチオラン チオエーテル類 10 289-16-7

2447 2,3-undecanedione 2,3-undecanedione 2,3-ウンデカンジオン 2,3-ウンデカンジオン ケトン類 5 7493-59-6

2448 2,4-undecadienal 2,4-undecadienal 2,4-ウンデカジエナール 2,4-ウンデカジエナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 13162-46-4

2449
trans,trans -2,4-
undecadienal

trans,trans -2,4-
undecadienal

trans,trans -2,4-ウンデ
カジエナール

trans,trans -2,4-ウンデ
カジエナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 30361-29-6

2450 2,4-undecadienol 2,4-undecadienol 2,4-ウンデカジエノール 2,4-ウンデカジエノール 脂肪族高級アルコール類 7 59376-58-8

2451 delta-undecalactone delta-undecalactone δ-ウンデカラクトン δ-ウンデカラクトン ラクトン類 18 710-04-3

2453 undecanal undecanal ウンデカナール ウンデカナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 112-44-7

2454 undecanal diethyl acetal undecanal diethyl acetal
ウンデカナール ジエチ
ル アセタール

ウンデカナール ジエチ
ル アセタール

エーテル類 3 53405-97-3

2455 undecanal dimethyl acetal undecanal dimethyl acetal
ウンデカナール ジメチル
アセタール

ウンデカナール ジメチル
アセタール

エーテル類 3 52517-67-6

2456
undecanal propyleneglycol
acetal

undecanal propyleneglycol
acetal

ウンデカナール プロピレ
ングリコール アセタール

ウンデカナール プロピレ
ングリコール アセタール

エーテル類 3 74094-62-5

2457 undecane undecane ウンデカン ウンデカン 脂肪族高級炭化水素類 9 1120-21-4

2458 undecanoic acid undecanoic acid ウンデカノイック アシド ウンデカノイック アシド 脂肪酸類 6 112-37-8

2459 2-undecanol 2-undecanol 2-ウンデカノール 2-ウンデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 1653-30-1

2460 undecanol undecanol ウンデカノール ウンデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 112-42-5

2461 1,3,5,7-undecatetraene 1,3,5,7-undecatetraene
1,3,5,7-ウンデカテトラエ
ン

1,3,5,7-ウンデカテトラエ
ン

脂肪族高級炭化水素類 9 116963-97-4

2462
cis,cis -1,5,8-undecatrien-
3-ol

cis,cis -1,5,8-undecatrien-
3-ol

cis,cis -1,5,8-ウンデカト
リエン-3-オール

cis,cis -1,5,8-ウンデカト
リエン-3-オール

脂肪族高級アルコール類 7 35389-48-1
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2463 1,3,5-undecatriene 1,3,5-undecatriene 1,3,5-ウンデカトリエン 1,3,5-ウンデカトリエン 脂肪族高級炭化水素類 9 16356-11-9

2464 10-undecenal 10-undecenal 10-ウンデセナール 10-ウンデセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 112-45-8

2465 2-undecenal 2-undecenal 2-ウンデセナール 2-ウンデセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 2463-77-6

2466 trans -2-undecenal trans -2-undecenal trans -2-ウンデセナール trans -2-ウンデセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 53448-07-0

2467
10-undecenal diethyl
acetal

10-undecenal diethyl
acetal

10-ウンデセナール ジエ
チル アセタール

10-ウンデセナール ジエ
チル アセタール

エーテル類 3

2468
10-undecenal dimethyl
acetal

10-undecenal dimethyl
acetal

10-ウンデセナール ジメ
チル アセタール

10-ウンデセナール ジメ
チル アセタール

エーテル類 3 65405-66-5

2469 2-undecene 2-undecene 2-ウンデセン 2-ウンデセン 脂肪族高級炭化水素類 9 2244-02-2

2470 10-undecenoic acid 10-undecenoic acid
10-ウンデセノイック アシ
ド

10-ウンデセノイック アシ
ド

脂肪酸類 6 112-38-9

2471 10-undecenol 10-undecenol 10-ウンデセノール 10-ウンデセノール 脂肪族高級アルコール類 7 112-43-6

2472 2-undecenol 2-undecenol 2-ウンデセノール 2-ウンデセノール 脂肪族高級アルコール類 7 37617-03-1

2473 10-undecenyl acetate 10-undecenyl acetate
10-ウンデセニル アセ
テート

10-ウンデセニル アセ
テート

エステル類 4 112-19-6

2474 10-undecenyl butyrate 10-undecenyl butyrate
10-ウンデセニル ブチ
レート

10-ウンデセニル ブチ
レート

エステル類 4

2475 undecyl acetate undecyl acetate ウンデシル アセテート ウンデシル アセテート エステル類 4 1731-81-3

2476 undecyl butyrate undecyl butyrate ウンデシル ブチレート ウンデシル ブチレート エステル類 4 5461-02-9

2477 valencene valencene バレンセン バレンセン テルペン系炭化水素類 12 4630-07-3

2478
valeraldehyde dibutyl
acetal

valeraldehyde dibutyl
acetal

バレルアルデヒド ジブチ
ル アセタール

バレルアルデヒド ジブチ
ル アセタール

エーテル類 3 13112-65-7

2479
valeraldehyde diethyl
acetal

valeraldehyde diethyl
acetal

バレルアルデヒド ジエチ
ル アセタール

バレルアルデヒド ジエチ
ル アセタール

エーテル類 3 3658-79-5

2480
valeraldehyde dihexyl
acetal

valeraldehyde dihexyl
acetal

バレルアルデヒド ジヘキ
シル アセタール

バレルアルデヒド ジヘキ
シル アセタール

エーテル類 3

2481
valeraldehyde dimethyl
acetal

valeraldehyde dimethyl
acetal

バレルアルデヒド ジメチ
ル アセタール

バレルアルデヒド ジメチ
ル アセタール

エーテル類 3 26450-58-8

2482
valeraldehyde
propyleneglycol acetal

valeraldehyde
propyleneglycol acetal

バレルアルデヒド プロピ
レングリコール アセター
ル

バレルアルデヒド プロピ
レングリコール アセター
ル

エーテル類 3 74094-60-3

2483 valeric acid valeric acid バレリック アシド バレリック アシド 脂肪酸類 6 109-52-4

2484 6-hydroxy-5-decanone 6-hydroxy-5-decanone 6-ヒドロキシ-5-デカノン 6-ヒドロキシ-5-デカノン ケトン類 5 6540-98-3

2485 delta-valerolactone delta-valerolactone δ-バレロラクトン δ-バレロラクトン ラクトン類 18 542-28-9

2486 gamma-valerolactone gamma-valerolactone γ-バレロラクトン γ-バレロラクトン ラクトン類 18 108-29-2

2487 vanillic acid vanillic acid バニリック アシド バニリック アシド フェノール類 14 121-34-6

2489
4-ethoxy-3-
methoxybenzaldehyde

4-ethoxy-3-
methoxybenzaldehyde

4-エトキシ-3-メトキシベ
ンズアルデヒド

4-エトキシ-3-メトキシベ
ンズアルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 120-25-2

2490 vanillin isobutyrate vanillin isobutyrate バニリン イソブチレート バニリン イソブチレート エステル類 4 20665-85-4
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2491
3,4-
dimethoxybenzaldehyde

3,4-
dimethoxybenzaldehyde

3,4-ジメトキシベンズア
ルデヒド

3,4-ジメトキシベンズア
ルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 120-14-9

2492
vanillin propyleneglycol
acetal

vanillin propyleneglycol
acetal

バニリン プロピレングリ
コール アセタール

バニリン プロピレングリ
コール アセタール

フェノール類 14 68527-74-2

2493
4-hydroxy-3-
methoxybenzyl alcohol

4-hydroxy-3-
methoxybenzyl alcohol

4-ヒドロキシ-3-メトキシ
ベンジル アルコール

4-ヒドロキシ-3-メトキシ
ベンジル アルコール

フェノール類 14 498-00-0

2494
3,4-dimethoxybenzyl
alcohol

3,4-dimethoxybenzyl
alcohol

3,4-ジメトキシベンジル
アルコール

3,4-ジメトキシベンジル
アルコール

芳香族アルコール類 16 93-03-8

2495
4-(butoxymethyl)-2-
methoxyphenol

4-(butoxymethyl)-2-
methoxyphenol

4-(ブトキシメチル)-2-メ
トキシフェノール

4-(ブトキシメチル)-2-メ
トキシフェノール

フェノール類 14 82654-98-6

2496
4-(ethoxymethyl)-2-
methoxyphenol

4-(ethoxymethyl)-2-
methoxyphenol

4-(エトキシメチル)-2-メ
トキシフェノール

4-(エトキシメチル)-2-メ
トキシフェノール

フェノール類 14 13184-86-6

2497
2-ethoxy-5-(1-
propenyl)phenol

2-ethoxy-5-(1-
propenyl)phenol

2-エトキシ-5-(1-プロペ
ニル)フェノール

2-エトキシ-5-(1-プロペ
ニル)フェノール

フェノール類 14 94-86-0

2498 1,2-dimethoxybenzene 1,2-dimethoxybenzene 1,2-ジメトキシベンゼン 1,2-ジメトキシベンゼン フェノールエーテル類 13 91-16-7

2499 verbenol verbenol ベルベノール ベルベノール 脂肪族高級アルコール類 7 473-67-6

2500 verbenone verbenone ベルベノン ベルベノン ケトン類 5 80-57-9

2501 verbenyl acetate verbenyl acetate ベルベニル アセテート ベルベニル アセテート エステル類 4 33522-69-9

2502 vetiverol vetiverol ベチベロール ベチベロール 脂肪族高級アルコール類 7
89-88-3

68129-81-7

2503 vetiveryl acetate vetiveryl acetate ベチベリル アセテート ベチベリル アセテート エステル類 4
117-98-6

62563-80-8

2504
4-ethenyl-2-
methoxyphenol

4-ethenyl-2-
methoxyphenol

4-エテニル-2-メトキシ
フェノール

4-エテニル-2-メトキシ
フェノール

フェノール類 14 7786-61-0

2505
4-methyl-5-hexen-4-
olide

4-methyl-5-hexen-4-
olide

4-メチル-5-ヘキセン-4-
オリド

4-メチル-5-ヘキセン-4-
オリド

ラクトン類 18 1073-11-6

2506 4-ethenylphenol 4-ethenylphenol 4-エテニルフェノール 4-エテニルフェノール フェノール類 14 2628-17-3

2507 viridiflorol viridiflorol ビリジフロロール ビリジフロロール 脂肪族高級アルコール類 7 552-02-3

2508 vitispirane vitispirane ビティスピラン ビティスピラン エーテル類 3 65416-59-3

2509 2,4-dimethylphenol 2,4-dimethylphenol 2,4-ジメチルフェノール 2,4-ジメチルフェノール フェノール類 14 105-67-9

2510 2,5-dimethylphenol 2,5-dimethylphenol 2,5-ジメチルフェノール 2,5-ジメチルフェノール フェノール類 14 95-87-4

2511 3,4-dimethylphenol 3,4-dimethylphenol 3,4-ジメチルフェノール 3,4-ジメチルフェノール フェノール類 14 95-65-8

2512 zingerone zingerone ジンゲロン ジンゲロン ケトン類 5 122-48-5

2516
4-(methylthio)butyl
isothiocyanate

4-(methylthio)butyl
isothiocyanate

4-(メチルチオ)ブチル イ
ソチオシアネート

4-(メチルチオ)ブチル イ
ソチオシアネート

イソチオシアネート類 1 4430-36-8

2517
5-(methylthio)pentyl
isothiocyanate

5-(methylthio)pentyl
isothiocyanate

5-(メチルチオ)ペンチル
イソチオシアネート

5-(メチルチオ)ペンチル
イソチオシアネート

イソチオシアネート類 1 4430-42-6

2518 ethyl isothiocyanate ethyl isothiocyanate
エチル イソチオシアネー
ト

エチル イソチオシアネー
ト

イソチオシアネート類 1 542-85-8

2519 methyl isothiocyanate methyl isothiocyanate
メチル イソチオシアネー
ト

メチル イソチオシアネー
ト

イソチオシアネート類 1 556-61-6

2520

(2S ,4aR ,8aS )-2,5,5,8a-
tetramethyl-3,4,4a,5,6,8a-
hexahydro-2H -1-
benzopyran

(2S ,4aR ,8aS )-
3,4,4a,5,6,8a-hexahydro-
2,5,5,8a-tetramethyl-2H -
1-benzopyran

(2S ,4aR ,8aS )-2,5,5,8a-
テトラメチル-
3,4,4a,5,6,8a-ヘキサヒド
ロ-2H -1-ベンゾピラン

(2S ,4aR ,8aS )-
3,4,4a,5,6,8a-ヘキサヒド
ロ-2,5,5,8a-テトラメチル
-2H -1-ベンゾピラン

エーテル類 3 41678-32-4
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2521
1,2-di[(1'-
ethoxy)ethoxy]propane

1,2-di[(1'-
ethoxy)ethoxy]propane

1,2-ジ[(1'-エトキシ)エト
キシ]プロパン

1,2-ジ[(1'-エトキシ)エト
キシ]プロパン

エーテル類 3 67715-79-1

2522 1,2-dimethoxyethane 1,2-dimethoxyethane 1,2-ジメトキシエタン 1,2-ジメトキシエタン エーテル類 3 110-71-4

2523 1-methoxy-2-propanol 1-methoxy-2-propanol
1-メトキシ-2-プロパノー
ル

1-メトキシ-2-プロパノー
ル

エーテル類 3 107-98-2

2524
2-(3-phenylpropyl)
tetrahydrofuran

2-(3-phenylpropyl)
tetrahydrofuran

2-(3-フェニルプロピル)
テトラヒドロフラン

2-(3-フェニルプロピル)
テトラヒドロフラン

エーテル類 3 3208-40-0

2525 2,3-dihydrobenzofuran 2,3-dihydrobenzofuran 2,3-ジヒドロベンゾフラン 2,3-ジヒドロベンゾフラン エーテル類 3 496-16-2

2526
2,4,6-trimethyl-4-phenyl-
1,3-dioxane

2,4,6-trimethyl-4-phenyl-
1,3-dioxane

2,4,6-トリメチル-4-フェニ
ル-1,3-ジオキサン

2,4,6-トリメチル-4-フェニ
ル-1,3-ジオキサン

エーテル類 3 5182-36-5

2527
2,4-dimethyl-4-
phenyltetrahydrofuran

2,4-dimethyl-4-
phenyltetrahydrofuran

2,4-ジメチル-4-フェニル
テトラヒドロフラン

2,4-ジメチル-4-フェニル
テトラヒドロフラン

エーテル類 3 82461-14-1

2528
2,4-hexadienal diethyl
acetal

2,4-hexadienal diethyl
acetal

2,4-ヘキサジエナール
ジエチル アセタール

2,4-ヘキサジエナール
ジエチル アセタール

エーテル類 3 27310-22-1

2529

2,7-dimethyl-10-(1-
methylethyl)-1-
oxaspiro[4,5]deca-3,6-
diene

2,7-dimethyl-10-(1-
methylethyl)-1-
oxaspiro[4,5]deca-3,6-
diene

2,7-ジメチル-10-(1-メチ
ルエチル)-1-オキサスピ
ロ[4,5]デカ-3,6-ジエン

2,7-ジメチル-10-(1-メチ
ルエチル)-1-オキサスピ
ロ[4,5]デカ-3,6-ジエン

エーテル類 3 89079-92-5

2530 2-furfuyl-5-methylfuran 2-furfuyl-5-methylfuran
2-フルフリル-5-メチルフ
ラン

2-フルフリル-5-メチルフ
ラン

エーテル類 3 13678-51-8

2531 2-heptylfuran 2-heptylfuran 2-ヘプチルフラン 2-ヘプチルフラン エーテル類 3 3777-71-7

2532 2-methoxypyrrole 2-methoxypyrrole 2-メトキシピロール 2-メトキシピロール エーテル類 3

2533 2-methoxypyridine 2-methoxypyridine 2-メトキシピリジン 2-メトキシピリジン エーテル類 3 1628-89-3

2534 2-methylbenzofuran 2-methylbenzofuran 2-メチルベンゾフラン 2-メチルベンゾフラン エーテル類 3 4265-25-2

2535
3-(5-methyl-2-
furyl)butanal
propyleneglycol acetal

3-(5-methyl-2-
furyl)butanal
propyleneglycol acetal

3-(5-メチル-2-フリル)ブ
タナール プロピレングリ
コール アセタール

3-(5-メチル-2-フリル)ブ
タナール プロピレングリ
コール アセタール

エーテル類 3

2536
3-(l -menthoxy)-2-
methylpropane-1,2-diol

3-(l -menthoxy)-2-
methylpropane-1,2-diol

3-(l -メントキシ)-2-メチ
ルプロパン-1,2-ジオー
ル

3-(l -メントキシ)-2-メチ
ルプロパン-1,2-ジオー
ル

脂肪族高級アルコール類 7 195863-84-4

2537
4-ethyl-2,5-
dimethyloxazole

4-ethyl-2,5-
dimethyloxazole

4-エチル-2,5-ジメチル
オキサゾール

4-エチル-2,5-ジメチル
オキサゾール

エーテル類 3 30408-61-8

2538 4-methoxypyridine 4-methoxypyridine 4-メトキシピリジン 4-メトキシピリジン エーテル類 3 620-08-6

2539
4-methylbenzaldehyde
diethyl acetal

4-methylbenzaldehyde
diethyl acetal

4-メチルベンズアルデヒ
ド ジエチル アセタール

4-メチルベンズアルデヒ
ド ジエチル アセタール

エーテル類 3 2403-59-0

2540 6-methoxyquinoline 6-methoxyquinoline 6-メトキシキノリン 6-メトキシキノリン エーテル類 3 5263-87-6

2541
acetophenone
neopentylglycol acetal

acetophenone
neopentylglycol acetal

アセトフェノン ネオペンチ
ルグリコール アセタール

アセトフェノン ネオペンチ
ルグリコール アセタール

エーテル類 3 5406-58-6

2542 citral glyceryl acetal citral glyceryl acetal
シトラール グリセリル ア
セタール

シトラール グリセリル ア
セタール

脂肪族高級アルコール類 7 5694-82-6

2543 2-butenal diethyl acetal 2-butenal diethyl acetal
2-ブテナール ジエチル
アセタール

2-ブテナール ジエチル
アセタール

エーテル類 3 10602-34-3

2544
cyclamen aldehyde diethyl
acetal

cyclamen aldehyde diethyl
acetal

シクラメン アルデヒド ジ
エチル アセタール

シクラメン アルデヒド ジ
エチル アセタール

エーテル類 3

2545
cyclamen aldehyde
propyleneglycol acetal

cyclamen aldehyde
propyleneglycol acetal

シクラメン アルデヒド プ
ロピレングリコール アセ
タール

シクラメン アルデヒド プ
ロピレングリコール アセ
タール

エーテル類 3
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

2546 cycloionone cycloionone シクロイオノン シクロイオノン エーテル類 3 5552-30-7

2547
dodecanal propyleneglycol
acetal

dodecanal propyleneglycol
acetal

ドデカナール プロピレン
グリコール アセタール

ドデカナール プロピレン
グリコール アセタール

エーテル類 3

2548 furan furan フラン フラン エーテル類 3 110-00-9

2549
hexanal 1,3-octanediol
acetal

hexanal 1,3-octanediol
acetal

ヘキサナール 1,3-オクタ
ンジオール アセタール

ヘキサナール 1,3-オクタ
ンジオール アセタール

エーテル類 3 202188-46-3

2550
hexanal 2,3-butanediol
acetal

hexanal 2,3-butanediol
acetal

ヘキサナール 2,3-ブタン
ジオール アセタール

ヘキサナール 2,3-ブタン
ジオール アセタール

エーテル類 3 155639-75-1

2551 hexanal diisobutyl acetal hexanal diisobutyl acetal
ヘキサナール ジイソブチ
ル アセタール

ヘキサナール ジイソブチ
ル アセタール

エーテル類 3

2552 hexanal ethyl hexyl acetal hexanal ethyl hexyl acetal
ヘキサナール エチル ヘ
キシル アセタール

ヘキサナール エチル ヘ
キシル アセタール

エーテル類 3

2553 hexanal butyl hexyl acetal hexanal butyl hexyl acetal
ヘキサナール ブチル ヘ
キシル アセタール

ヘキサナール ブチル ヘ
キシル アセタール

エーテル類 3

2554
hexanal butyl isoamyl
acetal

hexanal butyl isoamyl
acetal

ヘキサナール ブチル イ
ソアミル アセタール

ヘキサナール ブチル イ
ソアミル アセタール

エーテル類 3

2555
4-methyl-2-pentanone
propyleneglycol acetal

4-methyl-2-pentanone
propyleneglycol acetal

4-メチル-2-ペンタノン
プロピレングリコール ア
セタール

4-メチル-2-ペンタノン
プロピレングリコール ア
セタール

エーテル類 3

2556
menthone 1,2-glyceryl
acetal

menthone 1,2-glyceryl
acetal

メントン 1,2-グリセリル
アセタール

メントン 1,2-グリセリル
アセタール

脂肪族高級アルコール類 7 63187-91-7

2557 methyl myrcenyl ether methyl myrcenyl ether
メチル ミルセニル エーテ
ル

メチル ミルセニル エーテ
ル

エーテル類 3 24202-00-4

2558
phenylacetaldehyde
ethyleneglycol acetal

phenylacetaldehyde
ethyleneglycol acetal

フェニルアセトアルデヒド
エチレングリコール
アセタール

フェニルアセトアルデヒド
エチレングリコール
アセタール

エーテル類 3 101-49-5

2559
phenylacetaldehyde
hexyleneglycol acetal

phenylacetaldehyde
hexyleneglycol acetal

フェニルアセトアルデヒド
ヘキシレングリコール
アセタール

フェニルアセトアルデヒド
ヘキシレングリコール
アセタール

エーテル類 3 67633-94-7

2560 piperonal diethyl acetal piperonal diethyl acetal
ピペロナール ジエチル
アセタール

ピペロナール ジエチル
アセタール

エーテル類 3 40527-42-2

2561
trans -2-hexenal dibutyl
acetal

trans -2-hexenal dibutyl
acetal

trans -2-ヘキセナール
ジブチル アセタール

trans -2-ヘキセナール
ジブチル アセタール

エーテル類 3

2562
isovaleraldehyde dihexyl
acetal

isovaleraldehyde dihexyl
acetal

イソバレルアルデヒド ジ
ヘキシル アセタール

イソバレルアルデヒド ジ
ヘキシル アセタール

エーテル類 3

2563
3,4-dimethoxybenzoic
acid

3,4-dimethoxybenzoic
acid

3,4-ジメトキシベンゾイッ
ク アシド

3,4-ジメトキシベンゾイッ
ク アシド

フェノールエーテル類 13 93-07-2

2564 alpha-pinene oxide alpha-pinene oxide α-ピネン オキシド α-ピネン オキシド エーテル類 3 1686-14-2

2565 beta-pinene oxide beta-pinene oxide β-ピネン オキシド β-ピネン オキシド エーテル類 3 6931-54-0

2566
isopropylideneglyceryl 5-
hydroxydecanoate

isopropylideneglyceryl 5-
hydroxydecanoate

イソプロピリデングリセリ
ル 5-ヒドロキシデカノ
エート

イソプロピリデングリセリ
ル 5-ヒドロキシデカノ
エート

エステル類 4 172201-58-0

2567
1(7),8-p -menthadien-2-yl
acetate

1(7),8-p -menthadien-2-yl
acetate

1(7),8-p -メンタジエン-
2-イル アセテート

1(7),8-p -メンタジエン-
2-イル アセテート

エステル類 4 71660-03-2

2568 1,6-epoxycarvyl acetate 1,6-epoxycarvyl acetate
1,6-エポキシカルビル ア
セテート

1,6-エポキシカルビル ア
セテート

エステル類 4

2569
3,7-dimethyl-1,6-
nonadien-3-yl acetate

3,7-dimethyl-1,6-
nonadien-3-yl acetate

3,7-ジメチル-1,6-ノナジ
エン-3-イル アセテート

3,7-ジメチル-1,6-ノナジ
エン-3-イル アセテート

エステル類 4 61931-80-4

2570
1,8-p -menthadien-4-yl
acetate

1,8-p -menthadien-4-yl
acetate

1,8-p -メンタジエン-4-イ
ル アセテート

1,8-p -メンタジエン-4-イ
ル アセテート

エステル類 4
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類番
号
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2571
2-methyl-1-phenyl-2-
butyl acetate

2-methyl-1-phenyl-2-
butyl acetate

2-メチル-1-フェニル-2-
ブチル アセテート

2-メチル-1-フェニル-2-
ブチル アセテート

エステル類 4

2572 1-hexen-3-yl acetate 1-hexen-3-yl acetate
1-ヘキセン-3-イル アセ
テート

1-ヘキセン-3-イル アセ
テート

エステル類 4 35926-04-6

2573 1-hexen-3-yl butyrate 1-hexen-3-yl butyrate
1-ヘキセン-3-イル ブチ
レート

1-ヘキセン-3-イル ブチ
レート

エステル類 4

2574 1-hexen-3-yl hexanoate 1-hexen-3-yl hexanoate
1-ヘキセン-3-イル ヘキ
サノエート

1-ヘキセン-3-イル ヘキ
サノエート

エステル類 4

2575 1-hexen-3-yl isobutyrate 1-hexen-3-yl isobutyrate
1-ヘキセン-3-イル イソ
ブチレート

1-ヘキセン-3-イル イソ
ブチレート

エステル類 4

2576 1-hexen-3-yl propionate 1-hexen-3-yl propionate
1-ヘキセン-3-イル プロ
ピオネート

1-ヘキセン-3-イル プロ
ピオネート

エステル類 4 358366-27-5

2577 2,4-hexadienyl butyrate 2,4-hexadienyl butyrate
2,4-ヘキサジエニル ブチ
レート

2,4-ヘキサジエニル ブチ
レート

エステル類 4 16930-93-1

2578 2,4-hexadienyl isobutyrate 2,4-hexadienyl isobutyrate
2,4-ヘキサジエニル イソ
ブチレート

2,4-ヘキサジエニル イソ
ブチレート

エステル類 4 16491-24-0

2579
2-ethylbutyl 2-
cyclopentenylacetate

2-ethylbutyl 2-
cyclopentenylacetate

2-エチルブチル 2-シク
ロペンテニルアセテート

2-エチルブチル 2-シク
ロペンテニルアセテート

エステル類 4 94278-39-4

2580 2-ethylhexyl salicylate 2-ethylhexyl salicylate
2-エチルヘキシル サリ
シレート

2-エチルヘキシル サリ
シレート

エステル類 4 118-60-5

2581
2-hydroxypropyl
phenylacetate

2-hydroxypropyl
phenylacetate

2-ヒドロキシプロピル
フェニルアセテート

2-ヒドロキシプロピル
フェニルアセテート

エステル類 4 80550-09-0

2582 2-hydroxypropyl valerate 2-hydroxypropyl valerate
2-ヒドロキシプロピル バ
レレート

2-ヒドロキシプロピル バ
レレート

エステル類 4 59569-67-4

2583 cyclotene acetate cyclotene acetate シクロテン アセテート シクロテン アセテート エステル類 4 1196-22-1

2584 2-pentyl benzoate 2-pentyl benzoate 2-ペンチル ベンゾエート 2-ペンチル ベンゾエート エステル類 4

2585 2-phenoxyethyl benzoate 2-phenoxyethyl benzoate
2-フェノキシエチル ベン
ゾエート

2-フェノキシエチル ベン
ゾエート

エステル類 4

2586
2-tert -butylcyclohexyl
acetate

2-tert -butylcyclohexyl
acetate

2-tert -ブチルシクロヘ
キシル アセテート

2-tert -ブチルシクロヘ
キシル アセテート

エステル類 4 88-41-5

2587 3-mercaptohexyl butyrate 3-mercaptohexyl butyrate
3-メルカプトヘキシル ブ
チレート

3-メルカプトヘキシル ブ
チレート

エステル類 4 136954-21-7

2588
3-mercaptohexyl
hexanoate

3-mercaptohexyl
hexanoate

3-メルカプトヘキシル ヘ
キサノエート

3-メルカプトヘキシル ヘ
キサノエート

エステル類 4 136954-22-8

2589 5-hexenyl butyrate 5-hexenyl butyrate 5-ヘキセニル ブチレート 5-ヘキセニル ブチレート エステル類 4 108058-75-9

2590 5-hexenyl hexanoate 5-hexenyl hexanoate
5-ヘキセニル ヘキサノ
エート

5-ヘキセニル ヘキサノ
エート

エステル類 4 108058-81-7

2591 5-hexenyl isobutyrate 5-hexenyl isobutyrate
5-ヘキセニル イソブチ
レート

5-ヘキセニル イソブチ
レート

エステル類 4 155514-56-0

2592 5-hexenyl propionate 5-hexenyl propionate
5-ヘキセニル プロピオ
ネート

5-ヘキセニル プロピオ
ネート

エステル類 4

2593
5-methyl-2-furfuryl
acetate

5-methyl-2-furfuryl
acetate

5-メチル-2-フルフリル
アセテート

5-メチル-2-フルフリル
アセテート

エステル類 4 18091-24-2

2594 5-methylhexyl isobutyrate 5-methylhexyl isobutyrate
5-メチルヘキシル イソブ
チレート

5-メチルヘキシル イソブ
チレート

エステル類 4

2595 dihydroperillyl acetate dihydroperillyl acetate
ジヒドロペリリル アセ
テート

ジヒドロペリリル アセ
テート

エステル類 4

2596 8-ocimenyl acetate 8-ocimenyl acetate 8-オシメニル アセテート 8-オシメニル アセテート エステル類 4 72214-23-4

2597
8-p -menthen-7-yl
acetate

8-p -menthen-7-yl
acetate

8-p -メンテン-7-イル ア
セテート

8-p -メンテン-7-イル ア
セテート

エステル類 4 56345-05-2

2598
8-p -menthen-7-yl
butyrate

8-p -menthen-7-yl
butyrate

8-p -メンテン-7-イル ブ
チレート

8-p -メンテン-7-イル ブ
チレート

エステル類 4
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類番
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2599 allyl cyclohexyloxyacetate allyl cyclohexyloxyacetate
アリル シクロヘキシルオ
キシアセテート

アリル シクロヘキシルオ
キシアセテート

エステル類 4 68901-15-5

2600
allyl 3-
(methylthio)propionate

allyl 3-
(methylthio)propionate

アリル 3-(メチルチオ)プ
ロピオネート

アリル 3-(メチルチオ)プ
ロピオネート

エステル類 4

2601 allyl benzoate allyl benzoate アリル ベンゾエート アリル ベンゾエート エステル類 4 583-04-0

2602
allyl 4-tert -
butylphenylacetate

allyl 4-tert -
butylphenylacetate

アリル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

アリル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

エステル類 4

2603 alpha-campholene acetate alpha-campholene acetate
α-カンフォレン アセ
テート

α-カンフォレン アセ
テート

エステル類 4
1727-68-0
36789-59-0

2604
ethyl 2-
pentylacetoacetate

ethyl 2-
pentylacetoacetate

エチル 2-ペンチルアセト
アセテート

エチル 2-ペンチルアセト
アセテート

エステル類 4 24317-94-0

2605 benzyl anthranilate benzyl anthranilate
ベンジル アンスラニレー
ト

ベンジル アンスラニレー
ト

エステル類 4 82185-41-9

2606 beta-ionyl acetate beta-ionyl acetate β-イオニル アセテート β-イオニル アセテート エステル類 4 22030-19-9

2607
butyl 2-
(acetylthio)propionate

butyl 2-
(acetylthio)propionate

ブチル 2-(アセチルチオ)
プロピオネート

ブチル 2-(アセチルチオ)
プロピオネート

エステル類 4

2608
butyl 2-
(butyrylthio)propionate

butyl 2-
(butyrylthio)propionate

ブチル 2-(ブチリルチオ)
プロピオネート

ブチル 2-(ブチリルチオ)
プロピオネート

エステル類 4

2609
butyl 2-
(isobutyrylthio)propionate

butyl 2-
(isobutyrylthio)propionate

ブチル 2-(イソブチリル
チオ)プロピオネート

ブチル 2-(イソブチリル
チオ)プロピオネート

エステル類 4

2610
butyl 2-
(propionylthio)propionate

butyl 2-
(propionylthio)propionate

ブチル 2-(プロピオニル
チオ)プロピオネート

ブチル 2-(プロピオニル
チオ)プロピオネート

エステル類 4

2611
butyl 2-
mercaptopropionate

butyl 2-
mercaptopropionate

ブチル 2-メルカプトプロ
ピオネート

ブチル 2-メルカプトプロ
ピオネート

エステル類 4 7529-07-9

2612 butyl 2-methylpentanoate butyl 2-methylpentanoate
ブチル 2-メチルペンタノ
エート

ブチル 2-メチルペンタノ
エート

エステル類 4 6297-41-2

2613 butyl 3-ethylheptanoate butyl 3-ethylheptanoate
ブチル 3-エチルヘプタノ
エート

ブチル 3-エチルヘプタノ
エート

エステル類 4

2614 butyl 5-decenoate butyl 5-decenoate ブチル 5-デセノエート ブチル 5-デセノエート エステル類 4 111044-74-7

2615 butyl 5-octenoate butyl 5-octenoate ブチル 5-オクテノエート ブチル 5-オクテノエート エステル類 4 108058-79-3

2616
butyl 4-tert -
butylphenylacetate

butyl 4-tert -
butylphenylacetate

ブチル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

ブチル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

エステル類 4

2617 butyl vanillate butyl vanillate ブチル バニレート ブチル バニレート エステル類 4 5348-74-3

2618 carvyl octanoate carvyl octanoate カルビル オクタノエート カルビル オクタノエート エステル類 4

2619 cinnamyl myristate cinnamyl myristate シンナミル ミリステート シンナミル ミリステート エステル類 4

2620
cis -3-hexenyl 4-
pentenoate

cis -3-hexenyl 4-
pentenoate

cis -3-ヘキセニル 4-ペ
ンテノエート

cis -3-ヘキセニル 4-ペ
ンテノエート

エステル類 4

2621
cis -3-hexenyl 4-tert -
butylphenylacetate

cis -3-hexenyl 4-tert -
butylphenylacetate

cis -3-ヘキセニル 4-
tert -ブチルフェニルアセ
テート

cis -3-ヘキセニル 4-
tert -ブチルフェニルアセ
テート

エステル類 4

2622 cis -4-hexenyl acetate cis -4-hexenyl acetate
cis -4-ヘキセニル アセ
テート

cis -4-ヘキセニル アセ
テート

エステル類 4 42125-17-7

2623 cyclododecyl acetate cyclododecyl acetate
シクロドデシル アセテー
ト

シクロドデシル アセテー
ト

エステル類 4 6221-92-7

2624 cyclododecyl propionate cyclododecyl propionate
シクロドデシル プロピオ
ネート

シクロドデシル プロピオ
ネート

エステル類 4

2625 cyclopentyl acetate cyclopentyl acetate
シクロペンチル アセテー
ト

シクロペンチル アセテー
ト

エステル類 4 933-05-1
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類番
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2626 decyl 4-methylpentanoate decyl 4-methylpentanoate
デシル 4-メチルペンタノ
エート

デシル 4-メチルペンタノ
エート

エステル類 4

2627 diethyl diethylmalonate diethyl diethylmalonate
ジエチル ジエチルマロ
ネート

ジエチル ジエチルマロ
ネート

エステル類 4 77-25-8

2628
2,6-dimethyl-7-octen-2-
yl acetate

2,6-dimethyl-7-octen-2-
yl acetate

2,6-ジメチル-7-オクテン
-2-イル アセテート

2,6-ジメチル-7-オクテン
-2-イル アセテート

エステル類 4 53767-93-4

2629
2-methyl-1-phenyl-2-
propyl hexanoate

2-methyl-1-phenyl-2-
propyl hexanoate

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル ヘキサノエート

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル ヘキサノエート

エステル類 4 891781-90-1

2630
2-methyl-1-phenyl-2-
propyl valerate

2-methyl-1-phenyl-2-
propyl valerate

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル バレレート

2-メチル-1-フェニル-2-
プロピル バレレート

エステル類 4

2631 dodecyl formate dodecyl formate ドデシル ホーメート ドデシル ホーメート エステル類 4 28303-42-6

2632
ethyl 2-
(acetylthio)propionate

ethyl 2-
(acetylthio)propionate

エチル 2-(アセチルチオ)
プロピオネート

エチル 2-(アセチルチオ)
プロピオネート

エステル類 4 129975-20-8

2633
ethyl 2-
(butyrylthio)propionate

ethyl 2-
(butyrylthio)propionate

エチル 2-(ブチリルチオ)
プロピオネート

エチル 2-(ブチリルチオ)
プロピオネート

エステル類 4

2634
ethyl 2-
(hexanoylthio)propionate

ethyl 2-
(hexanoylthio)propionate

エチル 2-(ヘキサノイル
チオ)プロピオネート

エチル 2-(ヘキサノイル
チオ)プロピオネート

エステル類 4

2635
ethyl 2-
(isobutyrylthio)propionate

ethyl 2-
(isobutyrylthio)propionate

エチル 2-(イソブチリル
チオ)プロピオネート

エチル 2-(イソブチリル
チオ)プロピオネート

エステル類 4

2636
ethyl 2-
(propionylthio)propionate

ethyl 2-
(propionylthio)propionate

エチル 2-(プロピオニル
チオ)プロピオネート

エチル 2-(プロピオニル
チオ)プロピオネート

エステル類 4

2637
ethyl 2,5-dimethyl-3-oxo-
4(2H )-furyl carbonate

ethyl 2,5-dimethyl-3-oxo-
4(2H )-furyl carbonate

エチル 2,5-ジメチル-3-
オキソ-4(2H )-フリル
カーボネート

エチル 2,5-ジメチル-3-
オキソ-4(2H )-フリル
カーボネート

エステル類 4 39156-54-2

2638 ethyl 3-ethylheptanoate ethyl 3-ethylheptanoate
エチル 3-エチルヘプタノ
エート

エチル 3-エチルヘプタノ
エート

エステル類 4

2639 ethyl 4-pentenoate ethyl 4-pentenoate エチル 4-ペンテノエート エチル 4-ペンテノエート エステル類 4 1968-40-7

2640
ethyl acetoacetate diethyl
acetal

ethyl acetoacetate diethyl
acetal

エチル アセトアセテート
ジエチル アセタール

エチル アセトアセテート
ジエチル アセタール

エステル類 4

2641
ethyl cis -4,7-
octadienoate

ethyl cis -4,7-
octadienoate

エチル cis -4,7-オクタジ
エノエート

エチル cis -4,7-オクタジ
エノエート

エステル類 4 69925-33-3

2642 ethyl cyclohexylacetate ethyl cyclohexylacetate
エチル シクロヘキシルア
セテート

エチル シクロヘキシルア
セテート

エステル類 4 5452-75-5

2643 ethyl 3-(2-furyl)acrylate ethyl 3-(2-furyl)acrylate
エチル 3-(2-フリル)アク
リレート

エチル 3-(2-フリル)アク
リレート

エステル類 4 623-20-1

2644 ethyl isonicotinate ethyl isonicotinate エチル イソニコチネート エチル イソニコチネート エステル類 4 1570-45-2

2645 ethyl methacrylate ethyl methacrylate エチル メタクリレート エチル メタクリレート エステル類 4 97-63-2

2646
ethyl N -
acetylanthranilate

ethyl N -
acetylanthranilate

エチル N -アセチルアン
スラニレート

エチル N -アセチルアン
スラニレート

エステル類 4

2647
ethyl 4-tert -
butylphenylacetate

ethyl 4-tert -
butylphenylacetate

エチル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

エチル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

エステル類 4 14062-22-7

2648
5,9-dimethyl-trans -4,8-
decadien-2-yl acetate

5,9-dimethyl-trans -4,8-
decadien-2-yl acetate

5,9-ジメチル-trans -4,8-
デカジエン-2-イル アセ
テート

5,9-ジメチル-trans -4,8-
デカジエン-2-イル アセ
テート

エステル類 4

2649 hexadecyl lactate hexadecyl lactate ヘキサデシル ラクテート ヘキサデシル ラクテート エステル類 4 35274-05-6

2650
isobutyl trans -2-
hexenoate

isobutyl trans -2-
hexenoate

イソブチル trans -2-ヘキ
セノエート

イソブチル trans -2-ヘキ
セノエート

エステル類 4

2651 isopropyl 4-pentenoate isopropyl 4-pentenoate
イソプロピル 4-ペンテノ
エート

イソプロピル 4-ペンテノ
エート

エステル類 4

2652
isopropyl 4-
methylpentanoate

isopropyl 4-
methylpentanoate

イソプロピル 4-メチルペ
ンタノエート

イソプロピル 4-メチルペ
ンタノエート

エステル類 4 25415-69-4
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

2653 isopropyl salicylate isopropyl salicylate
イソプロピル サリシレー
ト

イソプロピル サリシレー
ト

エステル類 4 607-85-2

2654
l -menthyl (1or2)-
propyleneglycol carbonate

l -menthyl (1or2)-
propyleneglycoyl
carbonate

l -メンチル (1or2)-プロピ
レングリコール カーボ
ネート

l -メンチル (1or2)-プロピ
レングリコイル カーボ
ネート

エステル類 4
30304-82-6
260781-16-6
868046-84-8

2655
l -menthyl 2-hydroxyethyl
carbonate

l -menthyl 2-hydroxyethyl
carbonate

l -メンチル 2-ヒドロキシ
エチル カーボネート

l -メンチル 2-ヒドロキシ
エチル カーボネート

エステル類 4 156324-78-6

2656 l -menthyl valerate l -menthyl valerate l -メンチル バレレート l -メンチル バレレート エステル類 4 64129-94-8

2657 menthyl decanoate menthyl decanoate メンチル デカノエート メンチル デカノエート エステル類 4 94020-93-6

2658 menthyl octanoate menthyl octanoate メンチル オクタノエート メンチル オクタノエート エステル類 4 93940-59-1

2659 menthyl palmitate menthyl palmitate メンチル パルミテート メンチル パルミテート エステル類 4 96097-19-7

2660 menthyl stearate menthyl stearate メンチル ステアレート メンチル ステアレート エステル類 4 93919-01-8

2661
methyl 2-
(acetylthio)propionate

methyl 2-
(acetylthio)propionate

メチル 2-(アセチルチオ)
プロピオネート

メチル 2-(アセチルチオ)
プロピオネート

エステル類 4

2662
methyl 2-
(butyrylthio)propionate

methyl 2-
(butyrylthio)propionate

メチル 2-(ブチリルチオ)
プロピオネート

メチル 2-(ブチリルチオ)
プロピオネート

エステル類 4

2663
methyl 2-
(hexanoylthio)propionate

methyl 2-
(hexanoylthio)propionate

メチル 2-(ヘキサノイル
チオ)プロピオネート

メチル 2-(ヘキサノイル
チオ)プロピオネート

エステル類 4

2664
methyl 2-
(isobutyrylthio)propionate

methyl 2-
(isobutyrylthio)propionate

メチル 2-(イソブチリルチ
オ)プロピオネート

メチル 2-(イソブチリルチ
オ)プロピオネート

エステル類 4

2665
methyl 2-
(propionylthio)propionate

methyl 2-
(propionylthio)propionate

メチル 2-(プロピオニル
チオ)プロピオネート

メチル 2-(プロピオニル
チオ)プロピオネート

エステル類 4

2666 methyl 2-ethylhexanoate methyl 2-ethylhexanoate
メチル 2-エチルヘキサノ
エート

メチル 2-エチルヘキサノ
エート

エステル類 4 816-19-3

2667 methyl 2-ethyloctanoate methyl 2-ethyloctanoate
メチル 2-エチルオクタノ
エート

メチル 2-エチルオクタノ
エート

エステル類 4 16493-48-4

2668
methyl 2-
mercaptopropionate

methyl 2-
mercaptopropionate

メチル 2-メルカプトプロ
ピオネート

メチル 2-メルカプトプロ
ピオネート

エステル類 4 53907-46-3

2669 methyl 3-ethylheptanoate methyl 3-ethylheptanoate
メチル 3-エチルヘプタノ
エート

メチル 3-エチルヘプタノ
エート

エステル類 4 64226-53-5

2670 methyl 3-oxooctanoate methyl 3-oxooctanoate
メチル 3-オキソオクタノ
エート

メチル 3-オキソオクタノ
エート

エステル類 4 22348-95-4

2671
methyl beta-(4-
methylphenethyl)glycidate

methyl beta-(4-
methylphenethyl)glycidate

メチル β-(4-メチルフェ
ネチル) グリシデート

メチル β-(4-メチルフェ
ネチル) グリシデート

エステル類 4

2672 methyl 4-pentenoate methyl 4-pentenoate メチル 4-ペンテノエート メチル 4-ペンテノエート エステル類 4 818-57-5

2673
hydroxycitronellal methyl
anthranilate

hydroxycitronellal methyl
anthranilate

ヒドロキシシトロネラール
メチル アンスラニレート

ヒドロキシシトロネラール
メチル アンスラニレート

エステル類 4 89-43-0

2674
methyl N -
butylanthranilate

methyl N -
butylanthranilate

メチル N -ブチルアンス
ラニレート

メチル N -ブチルアンス
ラニレート

エステル類 4

2675
methyl trans -4-
decenoate

methyl trans -4-
decenoate

メチル trans -4-デセノ
エート

メチル trans -4-デセノ
エート

エステル類 4

2676 monomenthyl glutarate monomenthyl glutarate
モノメンチル グルタレー
ト

モノメンチル グルタレー
ト

脂肪酸類 6 220621-22-7

2677 octyl benzoate octyl benzoate オクチル ベンゾエート オクチル ベンゾエート エステル類 4 94-50-8

2678 octyl 4-methylpentanoate octyl 4-methylpentanoate
オクチル 4-メチルペンタ
ノエート

オクチル 4-メチルペンタ
ノエート

エステル類 4 29289-91-6
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

2679 octyl salicylate octyl salicylate オクチル サリシレート オクチル サリシレート エステル類 4 6969-49-9

2680
2-methylphenyl
isobutyrate

2-methylphenyl
isobutyrate

2-メチルフェニル イソブ
チレート

2-メチルフェニル イソブ
チレート

エステル類 4 36438-54-7

2681 4-methylphenyl benzoate 4-methylphenyl benzoate
4-メチルフェニル ベンゾ
エート

4-メチルフェニル ベンゾ
エート

エステル類 4 614-34-6

2682
4-methylphenyl
heptanoate

4-methylphenyl
heptanoate

4-メチルフェニル ヘプタ
ノエート

4-メチルフェニル ヘプタ
ノエート

エステル類 4 71662-19-6

2683 perillyl butyrate perillyl butyrate ペリリル ブチレート ペリリル ブチレート エステル類 4
156779-48-5
72506-03-7

2684 perillyl isobutyrate perillyl isobutyrate ペリリル イソブチレート ペリリル イソブチレート エステル類 4

2685
phenethyl N -
methylanthranilate

phenethyl N -
methylanthranilate

フェネチル N -メチルアン
スラニレート

フェネチル N -メチルアン
スラニレート

エステル類 4

2686 phenyl benzoate phenyl benzoate フェニル ベンゾエート フェニル ベンゾエート エステル類 4 93-99-2

2687 phenyl valerate phenyl valerate フェニル バレレート フェニル バレレート エステル類 4 20115-23-5

2688 styralyl anthranilate styralyl anthranilate
スチラリル アンスラニ
レート

スチラリル アンスラニ
レート

エステル類 4

2689
propyl 2-
(acetylthio)propionate

propyl 2-
(acetylthio)propionate

プロピル 2-(アセチルチ
オ)プロピオネート

プロピル 2-(アセチルチ
オ)プロピオネート

エステル類 4

2690
propyl 2-
(butyrylthio)propionate

propyl 2-
(butyrylthio)propionate

プロピル 2-(ブチリルチ
オ)プロピオネート

プロピル 2-(ブチリルチ
オ)プロピオネート

エステル類 4

2691
propyl 2-
(isobutyrylthio)propionate

propyl 2-
(isobutyrylthio)propionate

プロピル 2-(イソブチリル
チオ)プロピオネート

プロピル 2-(イソブチリル
チオ)プロピオネート

エステル類 4

2692
propyl 2-
(propionylthio)propionate

propyl 2-
(propionylthio)propionate

プロピル 2-(プロピオニ
ルチオ)プロピオネート

プロピル 2-(プロピオニ
ルチオ)プロピオネート

エステル類 4

2693
propyl 2-
mercaptopropionate

propyl 2-
mercaptopropionate

プロピル 2-メルカプトプ
ロピオネート

プロピル 2-メルカプトプ
ロピオネート

エステル類 4 19788-50-2

2694 propyl 3-(2-furyl)acrylate propyl 3-(2-furyl)acrylate
プロピル 3-(2-フリル)ア
クリレート

プロピル 3-(2-フリル)ア
クリレート

エステル類 4 623-22-3

2695 propyl 3-ethylheptanoate propyl 3-ethylheptanoate
プロピル 3-エチルヘプタ
ノエート

プロピル 3-エチルヘプタ
ノエート

エステル類 4

2696 propyl myristate propyl myristate プロピル ミリステート プロピル ミリステート エステル類 4 14303-70-9

2697
propyl 4-tert -
butylphenylacetate

propyl 4-tert -
butylphenylacetate

プロピル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

プロピル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

エステル類 4 92729-55-0

2698 propyl trans -2-hexenoate propyl trans -2-hexenoate
プロピル trans -2-ヘキ
セノエート

プロピル trans -2-ヘキ
セノエート

エステル類 4 10380-79-7

2699
propyleneglycol
diisobutyrate

propyleneglycol
diisobutyrate

プロピレングリコール ジ
イソブチレート

プロピレングリコール ジ
イソブチレート

エステル類 4

2700
propyleneglycol
monoacetate

propyleneglycol
monoacetate

プロピレングリコール モ
ノアセテート

プロピレングリコール モ
ノアセテート

エステル類 4 1331-12-0

2701
S -(2,5-dimethyl-3-furyl)
2-thiofuroate

S -(2,5-dimethyl-3-furyl)
2-thiofuroate

S -(2,5-ジメチル-3-フリ
ル） 2-チオフロエート

S -(2,5-ジメチル-3-フリ
ル） 2-チオフロエート

エステル類 4
55764-31-3
65505-16-0

2702 S -ethyl butanethioate S -ethyl butanethioate
S -エチル ブタンチオ
エート

S -エチル ブタンチオ
エート

エステル類 4 20807-99-2

2703 S -ethyl pentanethioate S -ethyl pentanethioate
S -エチル ペンタンチオ
エート

S -エチル ペンタンチオ
エート

エステル類 4 2432-92-0

2704 S -ethyl propanethioate S -ethyl propanethioate
S -エチル プロパンチオ
エート

S -エチル プロパンチオ
エート

エステル類 4 2432-42-0

2705
methyl 2-
(furfurylthio)acetate

methyl 2-
(furfurylthio)acetate

メチル 2-(フルフリルチ
オ)アセテート

メチル 2-(フルフリルチ
オ)アセテート

エステル類 4 108499-33-8

2706
S -methyl 2-
methylbutanethioate

S -methyl 2-
methylbutanethioate

S -メチル 2-メチルブタン
チオエート

S -メチル 2-メチルブタン
チオエート

エステル類 4 42075-45-6
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

2707 S -methyl cinnamthioate S -methyl cinnamthioate
S -メチル シンナムチオ
エート

S -メチル シンナムチオ
エート

エステル類 4 15081-18-2

2708 S -methyl decanethioate S -methyl decanethioate
S -メチル デカンチオ
エート

S -メチル デカンチオ
エート

エステル類 4 1680-29-1

2709 S -methyl octanethioate S -methyl octanethioate
S -メチル オクタンチオ
エート

S -メチル オクタンチオ
エート

エステル類 4 2432-83-9

2710 S -methyl pentanethioate S -methyl pentanethioate
S -メチル ペンタンチオ
エート

S -メチル ペンタンチオ
エート

エステル類 4 42075-43-4

2711 S -methyl propanethioate S -methyl propanethioate
S -メチル プロパンチオ
エート

S -メチル プロパンチオ
エート

エステル類 4 5925-75-7

2712
S -[2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl]
propanethioate

S -[2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl]
propanethioate

S -[2-(4-メチル-5-チア
ゾリル)エチル] プロパン
チオエート

S -[2-(4-メチル-5-チア
ゾリル)エチル] プロパン
チオエート

エステル類 4

2713 tert -butyl acetoacetate tert -butyl acetoacetate
tert -ブチル アセトアセ
テート

tert -ブチル アセトアセ
テート

エステル類 4 1694-31-1

2714 4-tert -butylphenol 4-tert -butylphenol 4-tert -ブチルフェノール 4-tert -ブチルフェノール フェノール類 14 98-54-4

2715
beta-caryophyllene
butyrate

beta-caryophyllene
butyrate

β-カリオフィレン ブチ
レート

β-カリオフィレン ブチ
レート

エステル類 4

2716
beta-caryophyllene
isobutyrate

beta-caryophyllene
isobutyrate

β-カリオフィレン イソブ
チレート

β-カリオフィレン イソブ
チレート

エステル類 4

2717 dibutyl adipate dibutyl adipate ジブチル アジペート ジブチル アジペート エステル類 4 105-99-7

2718 dioctyl adipate dioctyl adipate ジオクチル アジペート ジオクチル アジペート エステル類 4 123-79-5

2719 elemyl acetate elemyl acetate エレミル アセテート エレミル アセテート エステル類 4
60031-93-8
84434-64-0

2720
ethyl 1-
oxaspiro[2.5]octane-2-
carboxylate

ethyl 1-
oxaspiro[2.5]octane-2-
carboxylate

エチル 1-オキサスピロ
[2.5]オクタン-2-カルボ
キシレート

エチル 1-オキサスピロ
[2.5]オクタン-2-カルボ
キシレート

エステル類 4 6975-17-3

2721
methyl 3-furfuryl-2-
mercaptopropionate

methyl 3-furfuryl-2-
mercaptopropionate

メチル 3-フルフリル-2-
メルカプトプロピオネート

メチル 3-フルフリル-2-
メルカプトプロピオネート

エステル類 4

2723
1-(2-thienyl)-1,2-
propanedione

1-(2-thienyl)-1,2-
propanedione

1-(2-チエニル)-1,2-プロ
パンジオン

1-(2-チエニル)-1,2-プロ
パンジオン

ケトン類 5 13678-69-8

2724 10-undecen-2-one 10-undecen-2-one 10-ウンデセン-2-オン 10-ウンデセン-2-オン ケトン類 5 36219-73-5

2725
2,2,6-trimethyl-1,4-
cyclohexanedione

2,2,6-trimethyl-1,4-
cyclohexanedione

2,2,6-トリメチル-1,4-シク
ロヘキサンジオン

2,2,6-トリメチル-1,4-シク
ロヘキサンジオン

ケトン類 5 20547-99-3

2726 2,3-octanedione 2,3-octanedione 2,3-オクタンジオン 2,3-オクタンジオン ケトン類 5 585-25-1

2727
2,5-dimethyl-4-(1-
pyrrolidinyl)-3(2H )-
furanone

2,5-dimethyl-4-(1-
pyrrolidinyl)-3(2H )-
furanone

2,5-ジメチル-4-(1-ピロ
リジニル)-3(2H )-フラノ
ン

2,5-ジメチル-4-(1-ピロ
リジニル)-3(2H )-フラノ
ン

ケトン類 5

2728 2,5-hexanedione 2,5-hexanedione 2,5-ヘキサンジオン 2,5-ヘキサンジオン ケトン類 5 110-13-4

2729
6-ethenyl-2,2,6-
trimethyltetrahydro-
3(4H )-pyranone

6-ethenyl-2,2,6-
trimethyltetrahydropyran-
3-one

6-エテニル-2,2,6-トリメ
チルテトラヒドロ-3(4H )-
ピラノン

6-エテニル-2,2,6-トリメ
チルテトラヒドロピラン-
3-オン

ケトン類 5 33933-72-1

2730
2,6-
dihydroxyacetophenone

2,6-
dihydroxyacetophenone

2,6-ジヒドロキシアセト
フェノン

2,6-ジヒドロキシアセト
フェノン

ケトン類 5 699-83-2

2731
2-acetyl-1,4,5,6-
tetrahydropyridine

2-acetyl-1,4,5,6-
tetrahydropyridine

2-アセチル-1,4,5,6-テト
ラヒドロピリジン

2-アセチル-1,4,5,6-テト
ラヒドロピリジン

ケトン類 5 25343-57-1

2732
2-acetyl-4-
isopropenylpyridine

2-acetyl-4-
isopropenylpyridine

2-アセチル-4-イソプロ
ペニルピリジン

2-アセチル-4-イソプロ
ペニルピリジン

ケトン類 5 142896-11-5

2733 2-cyclohexenone 2-cyclohexenone 2-シクロヘキセノン 2-シクロヘキセノン ケトン類 5 930-68-7
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

2734 2-hepten-4-one 2-hepten-4-one 2-ヘプテン-4-オン 2-ヘプテン-4-オン ケトン類 5 4643-25-8

2735
2-
hexylidenecyclopentanone

2-
hexylidenecyclopentanone

2-ヘキシリデンシクロペ
ンタノン

2-ヘキシリデンシクロペ
ンタノン

ケトン類 5 17373-89-6

2736
2-hydroxy-5-
methylacetophenone

2-hydroxy-5-
methylacetophenone

2-ヒドロキシ-5-メチルア
セトフェノン

2-ヒドロキシ-5-メチルア
セトフェノン

ケトン類 5 1450-72-2

2737 2-methyl-3-pentanone 2-methyl-3-pentanone 2-メチル-3-ペンタノン 2-メチル-3-ペンタノン ケトン類 5 565-69-5

2738
2-methyl-5-
propionylfuran

2-methyl-5-
propionylfuran

2-メチル-5-プロピオニ
ルフラン

2-メチル-5-プロピオニ
ルフラン

ケトン類 5 10599-69-6

2739 2-methylacetophenone 2-methylacetophenone 2-メチルアセトフェノン 2-メチルアセトフェノン ケトン類 5 577-16-2

2740 2-propionylthiazole 2-propionylthiazole
2-プロピオニルチアゾー
ル

2-プロピオニルチアゾー
ル

ケトン類 5 43039-98-1

2741
3,5,5-trimethyl-1-(2-
oxopropylidene)-2-
cyclohexene

3,5,5-trimethyl-1-(2-
oxopropylidene)-2-
cyclohexene

3,5,5-トリメチル-1-
(2-オキソプロピリデン)-
2-シクロヘキセン

3,5,5-トリメチル-1-
(2-オキソプロピリデン)-
2-シクロヘキセン

ケトン類 5
16695-72-0
16695-73-1

2742
3,5,5-trimethyl-4-
methylene-2-
cyclohexenone

3,5,5-trimethyl-4-
methylene-2-
cyclohexenone

3,5,5-トリメチル-4-メチ
レン-
2-シクロヘキセノン

3,5,5-トリメチル-4-メチ
レン-
2-シクロヘキセノン

ケトン類 5 20548-00-9

2743
4-(2,3,6-trimethylphenyl)-
3-buten-2-one

4-(2,3,6-trimethylphenyl)-
3-buten-2-one

4-(2,3,6-トリメチルフェニ
ル)-3-ブテン-2-オン

4-(2,3,6-トリメチルフェニ
ル)-3-ブテン-2-オン

ケトン類 5 56681-06-2

2744
7-methyl-4,4a,5,6-
tetrahydronaphthalen-
2(3H )-one

4,4a,5,6-tetrahydro-7-
methylnaphthalen-2(3H )-
one

7-メチル-4,4a,5,6-テトラ
ヒドロナフタレン-2(3H )-
オン

4,4a,5,6-テトラヒドロ-7-
メチルナフタレン-2(3H )-
オン

ケトン類 5 34545-88-5

2745 4,5-octanedione 4,5-octanedione 4,5-オクタンジオン 4,5-オクタンジオン ケトン類 5 5455-24-3

2746
4,7-dimethyl-6-octen-3-
one

4,7-dimethyl-6-octen-3-
one

4,7-ジメチル-6-オクテン
-3-オン

4,7-ジメチル-6-オクテン
-3-オン

ケトン類 5 2550-11-0

2747
4-acetyl-2-
isopropenylpyridine

4-acetyl-2-
isopropenylpyridine

4-アセチル-2-イソプロ
ペニルピリジン

4-アセチル-2-イソプロ
ペニルピリジン

ケトン類 5 142896-12-6

2748 4-ethylacetophenone 4-ethylacetophenone 4-エチルアセトフェノン 4-エチルアセトフェノン ケトン類 5 937-30-4

2749
4-hydroxy-2,5-
dimethylthiophen-3(2H )-
one

4-hydroxy-2,5-
dimethylthiophen-3-one

4-ヒドロキシ-2,5-ジメチ
ルチオフェン-3(2H )-オ
ン

4-ヒドロキシ-2,5-ジメチ
ルチオフェン-3-オン

ケトン類 5 26494-10-0

2750 5,6-decanedione 5,6-decanedione 5,6-デカンジオン 5,6-デカンジオン ケトン類 5 5579-73-7

2751 5,6-epoxy-beta-ionone 5,6-epoxy-beta-ionone
5,6-エポキシ-β-イオノ
ン

5,6-エポキシ-β-イオノ
ン

ケトン類 5 23267-57-4

2752 5-methyl-5-hexen-2-one 5-methyl-5-hexen-2-one
5-メチル-5-ヘキセン-2-
オン

5-メチル-5-ヘキセン-2-
オン

ケトン類 5 3240-09-3

2753
6-methyl-4,5-heptadien-
2-one

6-methyl-4,5-heptadien-
2-one

6-メチル-4,5-ヘプタジエ
ン-2-オン

6-メチル-4,5-ヘプタジエ
ン-2-オン

ケトン類 5

2754 6-hydroxycarvone 6-hydroxycarvone 6-ヒドロキシカルボン 6-ヒドロキシカルボン ケトン類 5 51200-86-3

2755 7-octen-2-one 7-octen-2-one 7-オクテン-2-オン 7-オクテン-2-オン ケトン類 5 3664-60-6

2756 8,9-dehydrotheaspirone 8,9-dehydrotheaspirone 8,9-デヒドロテアスピロン 8,9-デヒドロテアスピロン ケトン類 5 85248-56-2

2757 8-nonen-2-one 8-nonen-2-one 8-ノネン-2-オン 8-ノネン-2-オン ケトン類 5 5009-32-5

2758
3-ethyl-2-hydroxy-4-
methyl-2-cyclopentenone

3-ethyl-2-hydroxy-4-
methyl-2-cyclopentenone

3-エチル-2-ヒドロキシ-
4-メチル-2-シクロペンテ
ノン

3-エチル-2-ヒドロキシ-
4-メチル-2-シクロペンテ
ノン

ケトン類 5 42348-12-9
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

2759
2-hexyl-2-
cyclopentenone

2-hexyl-2-
cyclopentenone

2-ヘキシル-2-シクロペ
ンテノン

2-ヘキシル-2-シクロペ
ンテノン

ケトン類 5 95-41-0

2760 4-ethoxyacetophenone 4-ethoxyacetophenone 4-エトキシアセトフェノン 4-エトキシアセトフェノン ケトン類 5 1676-63-7

2761 4-hydroxyacetophenone 4-hydroxyacetophenone
4-ヒドロキシアセトフェノ
ン

4-ヒドロキシアセトフェノ
ン

ケトン類 5 99-93-4

2762 piperitone oxide piperitone oxide ピペリトン オキシド ピペリトン オキシド ケトン類 5 5286-38-4

2763
1-(3-furyl)-4-
methylpentan-1-one

1-(3-furyl)-4-
methylpentan-1-one

1-(3-フリル)-4-メチルペ
ンタン-1-オン

1-(3-フリル)-4-メチルペ
ンタン-1-オン

ケトン類 5 553-84-4

2764
8-hydroxy-4-p -menthen-
3-one

8-hydroxy-4-p -menthen-
3-one

8-ヒドロキシ-4-p -メンテ
ン-3-オン

8-ヒドロキシ-4-p -メンテ
ン-3-オン

ケトン類 5

2765 5-nonanone 5-nonanone 5-ノナノン 5-ノナノン ケトン類 5 502-56-7

2766 pinocarvone pinocarvone ピノカルボン ピノカルボン ケトン類 5
16812-40-1
30460-92-5

2767 11-dodecenoic acid 11-dodecenoic acid 11-ドデセノイック アシド 11-ドデセノイック アシド 脂肪酸類 6 65423-25-8

2768 12-tridecenoic acid 12-tridecenoic acid
12-トリデセノイック アシ
ド

12-トリデセノイック アシ
ド

脂肪酸類 6 6006-06-0

2769
2,4-dimethyl-2-pentenoic
acid

2,4-dimethyl-2-pentenoic
acid

2,4-ジメチル-2-ペンテノ
イック アシド

2,4-ジメチル-2-ペンテノ
イック アシド

脂肪酸類 6 66634-97-7

2770 2-ethyloctanoic acid 2-ethyloctanoic acid
2-エチルオクタノイック
アシド

2-エチルオクタノイック
アシド

脂肪酸類 6 25234-25-7

2771
trans -2-
pentylcyclopropylcarboxyli
c acid

2-
pentylcyclopropylcarboxyli
c acid

trans -2-ペンチルシクロ
プロピルカルボキシリッ
ク アシド

2-ペンチルシクロプロピ
ルカルボキシリック アシ
ド

脂肪酸類 6 5075-48-9

2772 3-decenoic acid 3-decenoic acid 3-デセノイック アシド 3-デセノイック アシド 脂肪酸類 6 15469-77-9

2773 3-ethylheptanoic acid 3-ethylheptanoic acid
3-エチルヘプタノイック
アシド

3-エチルヘプタノイック
アシド

脂肪酸類 6 14272-47-0

2774
3-isopropenyl-6-
oxoheptanoic acid

3-isopropenyl-6-
oxoheptanoic acid

3-イソプロペニル-6-オ
キソヘプタノイック アシド

3-イソプロペニル-6-オ
キソヘプタノイック アシド

脂肪酸類 6 4436-82-2

2775
3-isopropenyl-1,5-
pentanedioic acid

3-isopropenyl-1,5-
pentanedioic acid

3-イソプロペニル-1,5-ペ
ンタンジオイック アシド

3-イソプロペニル-1,5-ペ
ンタンジオイック アシド

脂肪酸類 6 6839-75-4

2776
3-ethyl-4-methyl-4-
pentenoic acid

3-ethyl-4-methyl-4-
pentenoic acid

3-エチルー4-メチル-4-
ペンテノイック アシド

3-エチルー4-メチル-4-
ペンテノイック アシド

脂肪酸類 6

2777 4-methylnonanoic acid 4-methylnonanoic acid
4-メチルノナノイック アシ
ド

4-メチルノナノイック アシ
ド

脂肪酸類 6 45019-28-1

2778 4-octenoic acid 4-octenoic acid 4-オクテノイック アシド 4-オクテノイック アシド 脂肪酸類 6
18294-89-8
18776-92-6

2779 4-phenylbutyric acid 4-phenylbutyric acid
4-フェニルブチリック ア
シド

4-フェニルブチリック ア
シド

脂肪酸類 6 1821-12-1

2780 5-oxodecanoic acid 5-oxodecanoic acid
5-オキソデカノイック ア
シド

5-オキソデカノイック ア
シド

脂肪酸類 6 624-01-1

2781 5-oxododecanoic acid 5-oxododecanoic acid
5-オキソドデカノイック ア
シド

5-オキソドデカノイック ア
シド

脂肪酸類 6 3637-16-9

2782 5-oxooctanoic acid 5-oxooctanoic acid
5-オキソオクタノイック
アシド

5-オキソオクタノイック
アシド

脂肪酸類 6 3637-14-7

2783
6-[(5or6)-
decenoyloxy]decanoic
acid

6-[(5or6)-
decenoyloxy]decanoic
acid

6-[(5or6)-デセノイルオ
キシ]デカノイック アシド

6-[(5or6)-デセノイルオ
キシ]デカノイック アシド

脂肪酸類 6
85392-05-8
85392-06-9

2784 6-phenylhexanoic acid 6-phenylhexanoic acid
6-フェニルヘキサノイック
アシド

6-フェニルヘキサノイック
アシド

脂肪酸類 6 5581-75-9
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

2785 cis -4-heptenoic acid cis -4-heptenoic acid
cis -4-ヘプテノイック ア
シド

cis -4-ヘプテノイック ア
シド

脂肪酸類 6 41653-95-6

2786 cis -4-nonenoic acid cis -4-nonenoic acid cis -4-ノネノイック アシド cis -4-ノネノイック アシド 脂肪酸類 6 49580-58-7

2787 cis -5-decenoic acid cis -5-decenoic acid
cis -5-デセノイック アシ
ド

cis -5-デセノイック アシ
ド

脂肪酸類 6 84168-28-5

2788 cis -5-octenoic acid cis -5-octenoic acid
cis -5-オクテノイック ア
シド

cis -5-オクテノイック ア
シド

脂肪酸類 6 41653-97-8

2789 cis -5-undecenoic acid cis -5-undecenoic acid
cis -5-ウンデセノイック
アシド

cis -5-ウンデセノイック
アシド

脂肪酸類 6 62472-76-8

2790 hydroxyacetic acid hydroxyacetic acid
ヒドロキシアセチック ア
シド

ヒドロキシアセチック ア
シド

脂肪酸類 6 79-14-1

2791 2'-methoxycinnamic acid 2'-methoxycinnamic acid
2'-メトキシシンナミック
アシド

2'-メトキシシンナミック
アシド

脂肪酸類 6 6099-03-2

2792 trans -4-dodecenoic acid trans -4-dodecenoic acid
trans -4-ドデセノイック
アシド

trans -4-ドデセノイック
アシド

脂肪酸類 6 55928-67-1

2793 trans -5-undecenoic acid trans -5-undecenoic acid
trans -5-ウンデセノイッ
ク アシド

trans -5-ウンデセノイッ
ク アシド

脂肪酸類 6 67270-85-3

2794 trans -6-dodecenoic acid trans -6-dodecenoic acid
trans -6-ドデセノイック
アシド

trans -6-ドデセノイック
アシド

脂肪酸類 6 52957-04-7

2795
3-mercapto-2-
methylpropionic acid

3-mercapto-2-
methylpropionic acid

3-メルカプト-2-メチルプ
ロピオニック アシド

3-メルカプト-2-メチルプ
ロピオニック アシド

脂肪酸類 6 26473-47-2

2796 1-p -menthen-9-ol 1-p -menthen-9-ol 1-p -メンテン-9-オール 1-p -メンテン-9-オール 脂肪族高級アルコール類 7 18479-68-0

2797 1,2-dihydrolimonen-10-ol 1,2-dihydrolimonen-10-ol
1,2-ジヒドロリモネン-10-
オール

1,2-ジヒドロリモネン-10-
オール

脂肪族高級アルコール類 7 5502-99-8

2798
2,3,4-trimethyl-3-
pentanol

2,3,4-trimethyl-3-
pentanol

2,3,4-トリメチル-3-ペン
タノール

2,3,4-トリメチル-3-ペン
タノール

脂肪族高級アルコール類 7 3054-92-0

2799
2,4-
dimethylcyclohexylmethan
ol

2,4-
dimethylcyclohexylmethan
ol

2,4-ジメチルシクロヘキ
シルメタノール

2,4-ジメチルシクロヘキ
シルメタノール

脂肪族高級アルコール類 7 68480-15-9

2800 2-methyl-1-hepten-3-ol 2-methyl-1-hepten-3-ol
2-メチル-1-ヘプテン-3-
オール

2-メチル-1-ヘプテン-3-
オール

脂肪族高級アルコール類 7

2801 2-tert -butylcyclohexanol 2-tert -butylcyclohexanol
2-tert -ブチルシクロヘ
キサノール

2-tert -ブチルシクロヘ
キサノール

脂肪族高級アルコール類 7 13491-79-7

2802 3-ethyl-3-octanol 3-ethyl-3-octanol
3-エチル-3-オクタノー
ル

3-エチル-3-オクタノー
ル

脂肪族高級アルコール類 7 2051-32-3

2803 4-isopropylcyclohexanol 4-isopropylcyclohexanol
4-イソプロピルシクロヘ
キサノール

4-イソプロピルシクロヘ
キサノール

脂肪族高級アルコール類 7 4621-04-9

2804 5-hexenol 5-hexenol 5-ヘキセノール 5-ヘキセノール 脂肪族高級アルコール類 7 821-41-0

2805 5-octene-1,3-diol 5-octene-1,3-diol
5-オクテン-1,3-ジオー
ル

5-オクテン-1,3-ジオー
ル

脂肪族高級アルコール類 7

2806
6-
hydroxydihydrotheaspiran
e

6-
hydroxydihydrotheaspiran
e

6-ヒドロキシジヒドロテア
スピラン

6-ヒドロキシジヒドロテア
スピラン

脂肪族高級アルコール類 7
57967-68-7
65620-50-0

2807
8-ethyl-1,5-
dimethylbicyclo[3.2.1]octa
n-8-ol

8-ethyl-1,5-
dimethylbicyclo[3.2.1]octa
n-8-ol

8-エチル-1,5-ジメチルビ
シクロ[3.2.1]オクタン-8-
オール

8-エチル-1,5-ジメチルビ
シクロ[3.2.1]オクタン-8-
オール

脂肪族高級アルコール類 7 84681-92-5

2808 cis -3-heptenol cis -3-heptenol cis -3-ヘプテノール cis -3-ヘプテノール 脂肪族高級アルコール類 7 1708-81-2

2809 cis -4-octenol cis -4-octenol cis -4-オクテノール cis -4-オクテノール 脂肪族高級アルコール類 7 54393-36-1

2810 cyclododecanol cyclododecanol シクロドデカノール シクロドデカノール 脂肪族高級アルコール類 7 1724-39-6
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2811 d -limonen-10-ol d -limonen-10-ol d -リモネン-10-オール d -リモネン-10-オール 脂肪族高級アルコール類 7 38142-45-9

2812
d -trans ,cis -1(7),8-p -
menthadien-2-ol

d -trans ,cis -1(7),8-p -
menthadien-2-ol

d -trans ,cis -1(7),8-p -メ
ンタジエン-2-オール

d -trans ,cis -1(7),8-p -メ
ンタジエン-2-オール

脂肪族高級アルコール類 7 22626-43-3

2813
3,7-dimethyl-1,6-
nonadien-3-ol

3,7-dimethyl-1,6-
nonadien-3-ol

3,7-ジメチル-1,6-ノナジ
エン-3-オール

3,7-ジメチル-1,6-ノナジ
エン-3-オール

脂肪族高級アルコール類 7 10339-55-6

2814 linalool oxide (pyranoid) linalool oxide (pyranoid)
リナロール オキシド (ピ
ラノイド)

リナロール オキシド (ピ
ラノイド)

脂肪族高級アルコール類 7 14049-11-7

2815 l-trans -2-p -menthenol l-trans -2-p -menthenol
l -trans -2-p -メンテノー
ル

l -trans -2-p -メンテノー
ル

脂肪族高級アルコール類 7 53399-74-9

2816 nerolidol oxide nerolidol oxide ネロリドール オキシド ネロリドール オキシド 脂肪族高級アルコール類 7 1424-83-5

2817 nootkatol nootkatol ヌートカトール ヌートカトール 脂肪族高級アルコール類 7

2818 p -menthane-3,8-diol p -menthane-3,8-diol p -メンタン-3,8-ジオール p -メンタン-3,8-ジオール 脂肪族高級アルコール類 7 42822-86-6

2819 santalol santalol サンタロール サンタロール 脂肪族高級アルコール類 7
77-42-9

11031-45-1

2820 tetrahydronootkatol tetrahydronootkatol
テトラヒドロヌートカトー
ル

テトラヒドロヌートカトー
ル

脂肪族高級アルコール類 7

2821
1-hydroxy-8-p -menthen-
2-yl acetate

1-hydroxy-8-p -menthen-
2-yl acetate

1-ヒドロキシ-8-p -メンテ
ン-2-イル アセテート

1-ヒドロキシ-8-p -メンテ
ン-2-イル アセテート

エステル類 4

2822 1,2-dihydroperillaldehyde 1,2-dihydroperillaldehyde
1,2-ジヒドロペリラアルデ
ヒド

1,2-ジヒドロペリラアルデ
ヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8
22451-49-6
22451-50-9
137886-38-5

2823
2-(5-ethenyl-5-
methyltetrahydrofuran-2-
yl)propanal

2-(5-ethenyl-5-
methyltetrahydrofuran-2-
yl)propanal

2-(5-エテニル-5-メチル
テトラヒドロフラン-2-イ
ル)-プロパナール

2-(5-エテニル-5-メチル
テトラヒドロフラン-2-イ
ル)-プロパナール

脂肪族高級アルデヒド類 8
51685-39-3
67920-63-2

2824 2,3-epoxyoctanal 2,3-epoxyoctanal
2,3-エポキシオクタナー
ル

2,3-エポキシオクタナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8
42134-50-9
51007-38-6

2825
2,4-dimethyl-3-
cyclohexenylcarbaldehyde

2,4-dimethyl-3-
cyclohexenylcarbaldehyde

2,4-ジメチル-3-シクロヘ
キセニルカルバルデヒド

2,4-ジメチル-3-シクロヘ
キセニルカルバルデヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8 68039-49-6

2826
2,6,10-trimethyl-9-
undecenal

2,6,10-trimethyl-9-
undecenal

2,6,10-トリメチル-9-ウン
デセナール

2,6,10-トリメチル-9-ウン
デセナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 141-13-9

2827
5-(methylthio)-2-
[(methylthio)methyl]-2-
pentenal

5-(methylthio)-2-
[(methylthio)methyl]-2-
pentenal

5-(メチルチオ)-2-[(メチ
ルチオ)メチル]-2-ペンテ
ナール

5-(メチルチオ)-2-[(メチ
ルチオ)メチル]-2-ペンテ
ナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 59902-01-1

2828 2-ethylidenehexanal 2-ethylidenehexanal
2-エチリデンヘキサナー
ル

2-エチリデンヘキサナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 25409-08-9

2829
3,6-dimethyl-3-
cyclohexenylcarbaldehyde

3,6-dimethyl-3-
cyclohexenylcarbaldehyde

3,6-ジメチル-3-シクロヘ
キセニルカルバルデヒド

3,6-ジメチル-3-シクロヘ
キセニルカルバルデヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8 67801-65-4

2830 3,7-dimethyloctanal 3,7-dimethyloctanal
3,7-ジメチルオクタナー
ル

3,7-ジメチルオクタナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 5988-91-0

2831 3-(methylthio)hexanal 3-(methylthio)hexanal
3-(メチルチオ)ヘキサ
ナール

3-(メチルチオ)ヘキサ
ナール

脂肪族高級アルデヒド類 8 38433-74-8

2832 dihydroperillaldehyde dihydroperillaldehyde ジヒドロペリラアルデヒド ジヒドロペリラアルデヒド 脂肪族高級アルデヒド類 8

2833 cis -4-hexenal cis -4-hexenal cis -4-ヘキセナール cis -4-ヘキセナール 脂肪族高級アルデヒド類 8 4634-89-3

2834
dimethyl-3-
cyclohexenylcarbaldehyde

dimethyl-3-
cyclohexenylcarbaldehyde

ジメチル-3-シクロヘキセ
ニルカルバルデヒド

ジメチル-3-シクロヘキセ
ニルカルバルデヒド

脂肪族高級アルデヒド類 8 27939-60-2

2835
trans -2-methyl-6-
methylene-2,7-octadienal

trans -2-methyl-6-
methylene-2,7-octadienal

trans -2-メチル-6-メチ
レン-2,7-オクタジエナー
ル

trans -2-メチル-6-メチ
レン-2,7-オクタジエナー
ル

脂肪族高級アルデヒド類 8 17015-30-4
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類番
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2836 cyclohexane cyclohexane シクロヘキサン シクロヘキサン 脂肪族高級炭化水素類 9 110-82-7

2837 decane decane デカン デカン 脂肪族高級炭化水素類 9 124-18-5

2838 heptadecane heptadecane ヘプタデカン ヘプタデカン 脂肪族高級炭化水素類 9 629-78-7

2839 hexadecane hexadecane ヘキサデカン ヘキサデカン 脂肪族高級炭化水素類 9 544-76-3

2840 octane octane オクタン オクタン 脂肪族高級炭化水素類 9 111-65-9

2841 nonane nonane ノナン ノナン 脂肪族高級炭化水素類 9 111-84-2

2842 tridecane tridecane トリデカン トリデカン 脂肪族高級炭化水素類 9 629-50-5

2843
2-sec -butyl-4,5-
dimethyl-3-thiazoline

2-sec -butyl-4,5-
dimethyl-3-thiazoline

2-sec -ブチル-4,5-ジメ
チル-3-チアゾリン

2-sec -ブチル-4,5-ジメ
チル-3-チアゾリン

チオエーテル類 10 65894-82-8

2844
2-(furfurylthio)-3-
methylpyrazine

2-(furfurylthio)-3-
methylpyrazine

2-(フルフリルチオ)-3-メ
チルピラジン

2-(フルフリルチオ)-3-メ
チルピラジン

チオエーテル類 10 59303-07-0

2845
2-
(methylthio)benzothiazole

2-
(methylthio)benzothiazole

2-(メチルチオ)ベンゾチ
アゾール

2-(メチルチオ)ベンゾチ
アゾール

チオエーテル類 10 615-22-5

2846
2,4,6-triethyl-5,6-
dihydro-4H -1,3,5-
dithiazine

2,4,6-triethyldihydro-
1,3,5-dithiazine

2,4,6-トリエチル-5,6-ジ
ヒドロ-4H -1,3,5-ジチア
ジン

2,4,6-トリエチルジヒドロ-
1,3,5-ジチアジン

チオエーテル類 10 54717-17-8

2847
2-isopropyl-3-
(methylthio)pyrazine

2-isopropyl-3-
(methylthio)pyrazine

2-イソプロピル-3-(メチ
ルチオ)ピラジン

2-イソプロピル-3-(メチ
ルチオ)ピラジン

チオエーテル類 10 67952-59-4

2848 2-methyl-1,3-dithiolane 2-methyl-1,3-dithiolane 2-メチル-1,3-ジチオラン 2-メチル-1,3-ジチオラン チオエーテル類 10 5616-51-3

2849
2-
(methylthio)acetaldehyde

2-
(methylthio)acetaldehyde

2-(メチルチオ)アセトアル
デヒド

2-(メチルチオ)アセトアル
デヒド

チオエーテル類 10 23328-62-3

2850 2-methylthiolane 2-methylthiolane 2-メチルチオラン 2-メチルチオラン チオエーテル類 10 1795-09-1

2851 2-(methylthio)thiazole 2-(methylthio)thiazole
2-(メチルチオ)チアゾー
ル

2-(メチルチオ)チアゾー
ル

チオエーテル類 10 5053-24-7

2852 4-methyl-2-pentylthiazole 4-methyl-2-pentylthiazole
4-メチル-2-ペンチルチ
アゾール

4-メチル-2-ペンチルチ
アゾール

チオエーテル類 10 96693-92-4

2853 2-pentylthiazole 2-pentylthiazole 2-ペンチルチアゾール 2-ペンチルチアゾール チオエーテル類 10 37645-62-8

2854 4-methyl-2-propylthiazole 4-methyl-2-propylthiazole
4-メチル-2-プロピルチ
アゾール

4-メチル-2-プロピルチ
アゾール

チオエーテル類 10 52414-87-6

2855
2,4,6-trimethyl-3,4,5,6-
tetrahydro-2H -1,3,5-
thiadiazine

3,4,5,6-tetrahydro-2,4,6-
trimethyl-(2H )-1,3,5-
thiadiazine

2,4,6-トリメチル-3,4,5,6-
テトラヒドロ-2H -1,3,5-チ
アジアジン

3,4,5,6-テトラヒドロ-
2,4,6-トリメチル-(2H )-
1,3,5-チアジアジン

チオエーテル類 10

2856
3,5-diethyl-1,2,4-
trithiolane

3,5-diethyl-1,2,4-
trithiolane

3,5-ジエチル-1,2,4-トリ
チオラン

3,5-ジエチル-1,2,4-トリ
チオラン

チオエーテル類 10 54644-28-9

2857 3-methyl-1,2,4-trithiane 3-methyl-1,2,4-trithiane
3-メチル-1,2,4-トリチア
ン

3-メチル-1,2,4-トリチア
ン

チオエーテル類 10 43040-01-3

2858 3-thienylcarboxylic acid 3-thienylcarboxylic acid
3-チエニルカルボキシ
リック アシド

3-チエニルカルボキシ
リック アシド

チオエーテル類 10 88-13-1

2859
2-ethyl-4,5-dimethyl-3-
thiazoline

2-ethyl-4,5-dimethyl-3-
thiazoline

2-エチル-4,5-ジメチル-
3-チアゾリン

2-エチル-4,5-ジメチル-
3-チアゾリン

チオエーテル類 10 76788-46-0

2860 benzothiophene benzothiophene ベンゾチオフェン ベンゾチオフェン チオエーテル類 10 95-15-8

2861
bis(2-methylbutyl)
disulfide

bis(2-methylbutyl)
disulfide

ビス(2-メチルブチル) ジ
スルフィド

ビス(2-メチルブチル) ジ
スルフィド

チオエーテル類 10
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2862 diallyl trisulfide diallyl trisulfide ジアリル トリスルフィド ジアリル トリスルフィド チオエーテル類 10 2050-87-5

2863 dibutyl disulfide dibutyl disulfide ジブチル ジスルフィド ジブチル ジスルフィド チオエーテル類 10 629-45-8

2864 2-methyldihydrothiazole dihydro-2-methylthiazole
2-メチルジヒドロチア
ゾール

ジヒドロ-2-メチルチア
ゾール

チオエーテル類 10

2865 diisobutyl disulfide diisobutyl disulfide
ジイソブチル ジスルフィ
ド

ジイソブチル ジスルフィ
ド

チオエーテル類 10 1518-72-5

2866 dipentyl disulfide dipentyl disulfide ジペンチル ジスルフィド ジペンチル ジスルフィド チオエーテル類 10 112-51-6

2867 di-sec -butyl disulfide di-sec -butyl disulfide
ジ-sec -ブチル ジスル
フィド

ジ-sec -ブチル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 5943-30-6

2868 isobutyl methyl disulfide isobutyl methyl disulfide
イソブチル メチル ジスル
フィド

イソブチル メチル ジスル
フィド

チオエーテル類 10 67421-83-4

2869 mintsulfide mintsulfide ミントスルフィド ミントスルフィド チオエーテル類 10 72445-42-2

2870 1,4-butanedithiol 1,4-butanedithiol 1,4-ブタンジチオール 1,4-ブタンジチオール チオール類 11 1191-08-8

2871 2-mercaptobenzothiazole 2-mercaptobenzothiazole
2-メルカプトベンゾチア
ゾール

2-メルカプトベンゾチア
ゾール

チオール類 11 149-30-4

2872

3-{[2-methyl-(2or4),5-
dihydro-3-furyl]thio}-2-
methyltetrahydrofuran-3-
thiol

3-{[(2or4),5-dihydro-2-
methyl-3-furyl]thio}-2-
methyltetrahydrofuran-3-
thiol

3-{[2-メチル-(2or4),5-ジ
ヒドロ-3-フリル]チオ}-2-
メチルテトラヒドロフラン-
3-チオール

3-{[(2or4),5-ジヒドロ-2-
メチル-3-フリル]チオ}-
2-メチルテトラヒドロフラ
ン-3-チオール

チオール類 11 38325-24-5

2873 2-thiazoline-2-thiol 2-thiazoline-2-thiol
2-チアゾリン-2-チオー
ル

2-チアゾリン-2-チオー
ル

チオール類 11
96-53-7

134469-06-0

2874
3-mercapto-2-
methylbutanol

3-mercapto-2-
methylbutanol

3-メルカプト-2-メチルブ
タノール

3-メルカプト-2-メチルブ
タノール

チオール類 11 227456-33-9

2875
3-mercapto-2-
methylpentanol

3-mercapto-2-
methylpentanol

3-メルカプト-2-メチルペ
ンタノール

3-メルカプト-2-メチルペ
ンタノール

チオール類 11 227456-27-1

2876
3-mercapto-3-
methylbutanol

3-mercapto-3-
methylbutanol

3-メルカプト-3-メチルブ
タノール

3-メルカプト-3-メチルブ
タノール

チオール類 11 34300-94-2

2877
4-ethoxy-2-methyl-2-
butanethiol

4-ethoxy-2-methyl-2-
butanethiol

4-エトキシ-2-メチル-2-
ブタンチオール

4-エトキシ-2-メチル-2-
ブタンチオール

チオール類 11

2878 ethanedithiol ethanedithiol エタンジチオール エタンジチオール チオール類 11 26914-40-9

2879 hexanethiol hexanethiol ヘキサンチオール ヘキサンチオール チオール類 11 111-31-9

2880 2-methylpropanethiol 2-methylpropanethiol
2-メチルプロパンチオー
ル

2-メチルプロパンチオー
ル

チオール類 11 513-44-0

2881
mercaptoacetaldehyde
diethyl acetal

mercaptoacetaldehyde
diethyl acetal

メルカプトアセトアルデヒ
ド ジエチル アセタール

メルカプトアセトアルデヒ
ド ジエチル アセタール

チオール類 11

2882 3-methyl-2-butenethiol 3-methyl-2-butenethiol
3-メチル-2-ブテンチ
オール

3-メチル-2-ブテンチ
オール

チオール類 11 5287-45-6

2883 1,1-dimethylheptanethiol 1,1-dimethylheptanethiol
1,1-ジメチルヘプタンチ
オール

1,1-ジメチルヘプタンチ
オール

チオール類 11 25360-10-5

2884 2,6-dimethylbenzenethiol 2,6-dimethylbenzenethiol
2,6-ジメチルベンゼンチ
オール

2,6-ジメチルベンゼンチ
オール

チオール類 11 118-72-9

2885
(S )-1-methoxy-3-
heptanethiol

(S )-1-methoxy-3-
heptanethiol

(S )-1-メトキシ-3-ヘプタ
ンチオール

(S )-1-メトキシ-3-ヘプタ
ンチオール

チオール類 11 400052-49-5

2886 alpha-copaene alpha-copaene α-コパエン α-コパエン テルペン系炭化水素類 12 3856-25-5

2887 isocaryophyllene isocaryophyllene イソカリオフィレン イソカリオフィレン テルペン系炭化水素類 12 118-65-0

2888 pinene dimer pinene dimer ピネン ダイマー ピネン ダイマー テルペン系炭化水素類 12 6993-66-4
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2889
1-ethenyl-4-
methoxybenzene

1-ethenyl-4-
methoxybenzene

1-エテニル-4-メトキシベ
ンゼン

1-エテニル-4-メトキシベ
ンゼン

フェノールエーテル類 13 637-69-4

2890
4-tert -butyl-1-methoxy-
3-methylbenzene

4-tert -butyl-1-methoxy-
3-methylbenzene

4-tert -ブチル-1-メトキ
シ-3-メチルベンゼン

4-tert -ブチル-1-メトキ
シ-3-メチルベンゼン

フェノールエーテル類 13 31268-79-8

2891
4-isopropyl-2-methoxy-
1-methylbenzene

4-isopropyl-2-methoxy-
1-methylbenzene

4-イソプロピル-2-メトキ
シ-1-メチルベンゼン

4-イソプロピル-2-メトキ
シ-1-メチルベンゼン

フェノールエーテル類 13 6379-73-3

2892 ethyl phenyl ether ethyl phenyl ether
エチル フェニル エーテ
ル

エチル フェニル エーテ
ル

フェノールエーテル類 13 103-73-1

2893 2,3,6-trimethylphenol 2,3,6-trimethylphenol
2,3,6-トリメチルフェノー
ル

2,3,6-トリメチルフェノー
ル

フェノール類 14 2416-94-6

2894 2-propylphenol 2-propylphenol 2-プロピルフェノール 2-プロピルフェノール フェノール類 14 644-35-9

2895 3-tert -butylphenol 3-tert -butylphenol 3-tert -ブチルフェノール 3-tert -ブチルフェノール フェノール類 14 585-34-2

2896
2,3-dimethoxybenzyl
alcohol

2,3-dimethoxybenzyl
alcohol

2,3-ジメトキシベンジル
アルコール

2,3-ジメトキシベンジル
アルコール

芳香族アルコール類 16 5653-67-8

2897
2,3-
dimethoxybenzaldehyde

2,3-
dimethoxybenzaldehyde

2,3-ジメトキシベンズア
ルデヒド

2,3-ジメトキシベンズア
ルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 86-51-1

2898
alpha-
ethylcinnamaldehyde

alpha-
ethylcinnamaldehyde

α-エチルシンナムアル
デヒド

α-エチルシンナムアル
デヒド

芳香族アルデヒド類 17 28467-92-7

2899
5-methyl-2-
pyrrolylcarbaldehyde

5-methyl-2-
pyrrolylcarbaldehyde

5-メチル-2-ピロリルカ
ルバルデヒド

5-メチル-2-ピロリルカ
ルバルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 1192-79-6

2900
2-hydroxy-3-
methoxybenzaldehyde

2-hydroxy-3-
methoxybenzaldehyde

2-ヒドロキシ-3-メトキシ
ベンズアルデヒド

2-ヒドロキシ-3-メトキシ
ベンズアルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 148-53-8

2901 2-methyl-4-phenylbutanal 2-methyl-4-phenylbutanal
2-メチル-4-フェニルブタ
ナール

2-メチル-4-フェニルブタ
ナール

芳香族アルデヒド類 17 40654-82-8

2902
3-hydroxy-4-
methoxybenzaldehyde

3-hydroxy-4-
methoxybenzaldehyde

3-ヒドロキシ-4-メトキシ
ベンズアルデヒド

3-ヒドロキシ-4-メトキシ
ベンズアルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 621-59-0

2903
3-methyl-2-
thienylcarbaldehyde

3-methyl-2-
thienylcarbaldehyde

3-メチル-2-チエニルカ
ルバルデヒド

3-メチル-2-チエニルカ
ルバルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 5834-16-2

2904
3-(4-ethylphenyl)-2,2-
dimethylpropanal

3-(4-ethylphenyl)-2,2-
dimethylpropanal

3-(4-エチルフェニル)-
2,2-ジメチルプロパナー
ル

3-(4-エチルフェニル)-
2,2-ジメチルプロパナー
ル

芳香族アルデヒド類 17 67634-15-5

2905 4-tert -butylbenzaldehyde 4-tert -butylbenzaldehyde
4-tert -ブチルベンズア
ルデヒド

4-tert -ブチルベンズア
ルデヒド

芳香族アルデヒド類 17 939-97-9

2906
3-(2-furyl)-2-methyl-2-
propenal

3-(2-furyl)-2-methyl-2-
propenal

3-(2-フリル)-2-メチル-
2-プロペナール

3-(2-フリル)-2-メチル-
2-プロペナール

芳香族アルデヒド類 17 874-66-8

2907
2,3-dimethyl-2,4-
nonadien-4-olide

2,3-dimethyl-2,4-
nonadien-4-olide

2,3-ジメチル-2,4-ノナジ
エン-4-オリド

2,3-ジメチル-2,4-ノナジ
エン-4-オリド

ラクトン類 18 774-64-1

2908 2-buten-4-olide 2-buten-4-olide 2-ブテン-4-オリド 2-ブテン-4-オリド ラクトン類 18 497-23-4

2909 3-decen-4-olide 3-decen-4-olide 3-デセン-4-オリド 3-デセン-4-オリド ラクトン類 18 81715-81-3

2910
3-methyl-trans -5-
decen-4-olide

3-methyl-trans -5-
decen-4-olide

3-メチル-trans -5-デセ
ン-4-オリド

3-メチル-trans -5-デセ
ン-4-オリド

ラクトン類 18

2911 3-nonen-4-olide 3-nonen-4-olide 3-ノネン-4-オリド 3-ノネン-4-オリド ラクトン類 18 51352-68-2

2912 4-butyl-4-octanolide 4-butyl-4-octanolide 4-ブチル-4-オクタノリド 4-ブチル-4-オクタノリド ラクトン類 18 7774-47-2

2913
3-ethyl-2-oxo-4-
butanolide

3-ethyl-2-oxo-4-
butanolide

3-エチル-2-オキソ-4-ブ
タノリド

3-エチル-2-オキソ-4-ブ
タノリド

ラクトン類 18 923291-29-6

2914 beta-angelicalactone beta-angelicalactone β-アンゲリカラクトン β-アンゲリカラクトン ラクトン類 18 591-11-7

2915 3-methyl-4-nonanolide 3-methyl-4-nonanolide 3-メチル-4-ノナノリド 3-メチル-4-ノナノリド ラクトン類 18 33673-62-0
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2916 cis -7-decen-4-olide cis -7-decen-4-olide cis -7-デセン-4-オリド cis -7-デセン-4-オリド ラクトン類 18 63095-33-0

2917
(-)-2-hydroxy-3,3-
dimethyl-4-butanolide

d (-)-2-hydroxy-3,3-
dimethyl-4-butanolide

(-)-2-ヒドロキシ-3,3-ジ
メチル-4-ブタノリド

d (-)-2-ヒドロキシ-3,3-
ジメチル-4-ブタノリド

ラクトン類 18 599-04-2

2918
3,6-dimethylhexahydro-
2(3H )-benzofuranone

3,6-dimethyl-2(3H )-
hexahydrobenzofuranone

3,6-ジメチルヘキサヒド
ロ-2(3H )-ベンゾフラノン

3,6-ジメチル-2(3H )-ヘ
キサヒドロベンゾフラノン

ラクトン類 18 92015-65-1

2919 2-oxothiolane 2-oxothiolane 2-オキソチオラン 2-オキソチオラン ラクトン類 18 1003-10-7

2920
neohesperidine
dihydrochalcone

neohesperidine
dihydrochalcone

ネオヘスペリジン ジヒド
ロカルコン

ネオヘスペリジン ジヒド
ロカルコン

ケトン類 5 20702-77-6

2921 naringin dihydrochalcone naringin dihydrochalcone
ナリンジン ジヒドロカルコ
ン

ナリンジン ジヒドロカルコ
ン

ケトン類 5 18916-17-1

2922 isoambrettolide isoambrettolide イソアンブレットリド イソアンブレットリド ラクトン類 18 28645-51-4

2923
2-ethenyl-5-isopropenyl-
2-methyltetrahydrofuran

2-ethenyl-5-isopropenyl-
2-methyltetrahydrofuran

2-エテニル-5-イソプロ
ペニル-2-メチルテトラヒ
ドロフラン

2-エテニル-5-イソプロ
ペニル-2-メチルテトラヒ
ドロフラン

エーテル類 3 13679-86-2

2924
3,6-dimethyl-3a,4,5,7a-
tetrahydro-2(3H )-
benzofuranone

-
3,6-ジメチル-3a,4,5,7a-
テトラヒドロ-2(3H )-ベン
ゾフラノン

- ラクトン類 18
57743-63-2
182699-77-0

2925
4-hydroxy-5-methyl-
3(2H )-furanone

-
4-ヒドロキシ-5-メチル-
3(2H )-フラノン

- ケトン類 5 19322-27-1

2926 2,4,6-trithiaheptane - 2,4,6-トリチアヘプタン - チオエーテル類 10 6540-86-9

2927 2,3-dihydrofarnesol -
2,3-ジヒドロファルネソー
ル

- 脂肪族高級アルコール類 7 51411-24-6

2928
4,5-epoxy-trans -2-
decenal

-
4,5-エポキシ-trans -2-
デセナール

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 188590-62-7

2929 eudesmol - オイデスモール - 脂肪族高級アルコール類 7

473-15-4
473-16-5
1209-71-8
51317-08-9

2930
ethyl 3-
(methylthio)butyrate

-
エチル 3-(メチルチオ)ブ
チレート

- エステル類 4 233665-96-8

2931 9-decen-2-one - 9-デセン-2-オン - ケトン類 5 35194-30-0

2932
1-(2-hydroxy-4-
isobutoxyphenyl)-3-(2-
pyridinyl)-1-propanone

-

1-(2-ヒドロキシ-4-イソ
ブトキシフェニル)-3-(2-
ピリジニル)-1-プロパノ
ン

- ケトン類 5 1190230-47-7

2933
1-(2-hydroxy-4-
methoxyphenyl)-3-(2-
pyridinyl)-1-propanone

-
1-(2-ヒドロキシ-4-メトキ
シフェニル)-3-(2-ピリジ
ニル)-1-プロパノン

- ケトン類 5 1190229-37-8

2934
3-mercapto-3-
methylbutyl acetate

-
3-メルカプト-3-メチルブ
チル アセテート

- エステル類 4 50746-09-3

2935 cis ,cis -4,7-tridecadienal -
cis ,ci s-4,7-トリデカジエ
ナール

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 13552-95-9

2936
1-(methylthio)-2-
propanone

-
1-(メチルチオ)-2-プロパ
ノン

- ケトン類 5 14109-72-9

2937
N -(4-hydroxy-3-
methoxybenzyl)nonanamid
e

-
N -(4-ヒドロキシ-3-メト
キシベンジル)ノナンアミ
ド

- フェノール類 14 2444-46-4

2938
S -(2-methyl-3-furyl)
ethanethioate

-
S -(2-メチル-3-フリル)
エタンチオエート

- エステル類 4 55764-25-5

2939
bis(2,5-dimethyl-3-furyl)
disulfide

-
ビス(2,5-ジメチル-3-フリ
ル) ジスルフィド

- チオエーテル類 10 28588-73-0
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

2940 1,3-propanedithiol - 1,3-プロパンジチオール - チオール類 11 109-80-8

2941
3-mercapto-2-
methylpentanal

-
3-メルカプト-2-メチルペ
ンタナール

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 227456-28-2

2942 4-phenyl-3-buten-2-ol -
4-フェニル-3-ブテン-2-
オール

- 芳香族アルコール類 16 17488-65-2

2943 4-dodecenal - 4-ドデセナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8
21944-98-9
30390-51-3

2944
2,4,6-triisobutyl-5,6-
dihydro-4H -1,3,5-
dithiazine

-
2,4,6-トリイソブチル-
5,6-ジヒドロ-4H -1,3,5-
ジチアジン

- チオエーテル類 10 74595-94-1

2945
6-
acetoxydihydrotheaspiran
e

-
6-アセトキシジヒドロテア
スピラン

- エステル類 4
57893-27-3
72541-09-4

2946
4-acetyl-2-
methylpyrimidine

-
4-アセチル-2-メチルピ
リミジン

- ケトン類 5 67860-38-2

2947 cis -5-octenal - cis -5-オクテナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8 41547-22-2

2948
ethyl 4-
methylphenoxyacetate

-
エチル 4-メチルフェノキ
シアセテート

- エステル類 4 67028-40-4

2949
1-methoxy-2,4-
dimethylbenzene

-
1-メトキシ-2,4-ジメチル
ベンゼン

- フェノールエーテル類 13 6738-23-4

2950 7-methyl-3-octen-2-one -
7-メチル-3-オクテン-2-
オン

- ケトン類 5 33046-81-0

2951
3-(2-furyl)-2-phenyl-2-
propenal

-
3-(2-フリル)-2-フェニル
-2-プロペナール

- 芳香族アルデヒド類 17
57568-60-2
65545-81-5

2952 piperine - ピペリン - フェノールエーテル類 13 94-62-2

2953 ethyl 2,4,7-decatrienoate -
エチル 2,4,7-デカトリエノ
エート

- エステル類 4 78417-28-4

2954
4-
isopropylphenylacetaldehy
de

-
4-イソプロピルフェニル
アセトアルデヒド

- 芳香族アルデヒド類 17 4395-92-0

2955 1-phenyl-2-pentanol -
1-フェニル-2-ペンタノー
ル

- 芳香族アルコール類 16 705-73-7

2956
2,5-dimethyl-4-oxo-4,5-
dihydro-3-furyl butyrate

-
2,5-ジメチル-4-オキソ-
4,5-ジヒドロ-3-フリル ブ
チレート

- エステル類 4 114099-96-6

2957
2-methyl-3-pentenoic
acid

-
2-メチル-3-ペンテノイッ
ク アシド

- 脂肪酸類 6 37674-63-8

2958 methyl cis -5-octenoate -
メチル cis -5-オクテノ
エート

- エステル類 4 41654-15-3

2959 1-phenylethanethiol -
1-フェニルエタンチオー
ル

- チオール類 11 6263-65-6

2960
5-methyl-2-
furanmethanethiol

-
5-メチル-2-フランメタン
チオール

- チオール類 11 59303-05-8

2961 2-methoxyphenyl butyrate -
2-メトキシフェニル ブチ
レート

- エステル類 4 4112-92-9

2962
2-methoxyphenyl
isobutyrate

-
2-メトキシフェニル イソ
ブチレート

- エステル類 4 723759-62-4

2963
2-methoxyphenyl
propionate

-
2-メトキシフェニル プロ
ピオネート

- エステル類 4 7598-60-9

2964
2-hydroxy-2-(4-hydroxy-
3-methoxyphenyl)acetic
acid

-
2-ヒドロキシ-2-(4-ヒドロ
キシ-3-メトキシフェニル)
アセチック アシド

- 脂肪酸類 6 55-10-7

107 / 123 ページ



　

SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
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2965

5,7-dihydroxy-2-(3-
hydroxy-4-
methoxyphenyl)-2,3-
dihydro-4H -chromen-4-
one

-

5,7-ジヒドロキシ-2-(3-ヒ
ドロキシ-4-メトキシフェ
ニル)-2,3-ジヒドロ-4H -
クロメン-4-オン

- ケトン類 5 69097-99-0

2966

N -[(2,4-
dimethoxyphenyl)methyl]-
N '-[2-(2-
pyridinyl)ethyl]ethanediami
de

-

N -[(2,4-ジメトキシフェニ
ルメチル)-N '-［2-(2-ピリ
ジニル)エチル］エタンジ
アミド

- フェノールエーテル類 13 745047-53-4

2967 methanedithiol - メタンジチオール - チオール類 11 6725-64-0

2968 3-methylhexanal - 3-メチルヘキサナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8 19269-28-4

2969 3-hydroxy-2-pyranone - 3-ヒドロキシ-2-ピラノン - ラクトン類 18 496-64-0

2970 2-octenyl acetate - 2-オクテニル アセテート - エステル類 4
2371-13-3
3913-80-2

2971
2-(4-methyl-5-
thiazolyl)ethyl 3-
mercaptopropionate

-
2-(4-メチル-5-チアゾリ
ル)エチル 3-メルカプトプ
ロピオネート

- エステル類 4

2972
trans , cis ,trans -6,8,10-
undecatrien-3-one

-
trans , cis ,trans -6,8,10-
ウンデカトリエン-3-オン

- ケトン類 5 1009814-14-5

2973 6-methyloctanal - 6-メチルオクタナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8
30689-75-9
37179-47-8
143573-37-9

2974 8-methyldecanal - 8-メチルデカナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8
86470-31-7
127793-88-8
1109228-77-4

2975
4-mercapto-4-methyl-2-
pentanol

-
4-メルカプト-4-メチル-
2-ペンタノール

- チオール類 11 31539-84-1

2976 1-ethoxyethyl acetate -
1-エトキシエチル アセ
テート

- エステル類 4 1608-72-6

2977
4,8-dimethyl-3,7-
nonadien-2-one

-
4,8-ジメチル-3,7-ノナジ
エン-2-オン

- ケトン類 5 817-88-9

2978
4-(2,2,3-
trimethylcyclopentyl)butyr
ic acid

-
4-(2,2,3-トリメチルシクロ
ペンチル)ブチリック アシ
ド

- 脂肪酸類 6 957136-80-0

2979 9-dodecen-12-olide - 9-ドデセン-12-オリド - ラクトン類 18 301310-73-6

2980 sec -butyl 9-decenoate -
sec -ブチル 9-デセノ
エート

- エステル類 4 108058-82-8

2981 propyl 7-octenoate -
プロピル 7-オクテノエー
ト

- エステル類 4 108058-77-1

2982 hexyl 7-octenoate -
ヘキシル 7-オクテノエー
ト

- エステル類 4 108058-84-0

2983 ethyl 7-octenoate - エチル 7-オクテノエート - エステル類 4 35194-38-8

2984 5-hexenyl 7-octenoate -
5-ヘキセニル 7-オクテノ
エート

- エステル類 4 108058-86-2

2985
2-methyl-3-furyl propyl
disulfide

-
2-メチル-3-フリル プロ
ピル ジスルフィド

- チオエーテル類 10 61197-09-9

2986
4-methyl-3-pentenoic
acid

-
4-メチル-3-ペンテノイッ
ク アシド

- 脂肪酸類 6 504-85-8

2987
bis(1-
mercaptopropyl)sulfide

-
ビス(1-メルカプトプロピ
ル)スルフィド

- チオール類 11 53897-60-2

2988
propyleneglycol
monodecanoate

-
プロピレングリコール モ
ノデカノエート

- エステル類 4 68818-06-4
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類番
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2989 phenoxyacetaldehyde -
フェノキシアセトアルデヒ
ド

- 芳香族アルデヒド類 17 2120-70-9

2990 2,3-epoxyheptanal -
2,3-エポキシヘプタナー
ル

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 58936-30-4

2991
2-(4-
methoxyphenoxy)propionic
acid

-
2-(4-メトキシフェノキシ)
プロピオニック アシド

- 脂肪酸類 6 13794-15-5

2992 6-methylheptanal - 6-メチルヘプタナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8 63885-09-6

2993 8-methylnonanal - 8-メチルノナナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8 3085-26-5

2994
4-amino-5,6-
dimethylthieno[2,3-
d ]pyrimidin-2(1H )-one

-
4-アミノ-5,6-ジメチルチ
エノ［2,3-ｄ ］ピリミジン-
2(1H )-オン

- チオエーテル類 10 121746-18-7

2995 3-mercaptobutyl acetate -
3-メルカプトブチル アセ
テート

- エステル類 4 89534-38-3

2996

3-[(4-amino-2,2-dioxido-
1H -2,1,3-
benzothiadiazin-5-
yl)oxy]-2,2-dimethyl-N -
propylpropanamide

-

3-［(4-アミノ-2,2-ジオキ
シド-1H -2,1,3-ベンゾチ
アジアジン-5-イル)オキ
シ］-2,2-ジメチル-N -プ
ロピルプロパンアミド

- フェノールエーテル類 13 1093200-92-0

2997
6-methyl-2,3-
dihydrothieno[2,3-c ]furan

-
6-メチル-2,3-ジヒドロチ
エノ［2,3-ｃ ］フラン

- チオエーテル類 10 26693-24-3

2998
trans ,trans ,cis -2,4,7-
decatrienal

-
trans ,trans ,cis -2,4,7-デ
カトリエナール

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 66642-86-2

2999
1-isopropyl-2-methoxy-
4-methylcyclohexane

-
1-イソプロピル-2-メトキ
シ-4-メチルシクロヘキ
サン

- エーテル類 3 1565-76-0

3000
4-tert -butylphenylacetic
acid

-
4-tert -ブチルフェニルア
セチック アシド

- 脂肪酸類 6 32857-63-9

3001
3-hydroxy-3-methyl-2,4-
nonanedione

-
3-ヒドロキシ-3-メチル-
2,4-ノナンジオン

- ケトン類 5 544409-58-7

3002
acetaldehyde 1,3-
octanediol acetal

-
アセトアルデヒド 1,3-オ
クタンジオール アセター
ル

- エーテル類 3 202188-43-0

3003 ethyl 3-mercaptobutyrate -
エチル 3-メルカプトブチ
レート

- エステル類 4 156472-94-5

3004 butter esters - バター エステル - エステル類 4 97926-23-3

3005 rum ether - ラム エーテル - エステル類 4 8030-89-5

3006
trans -6-methyl-3-
hepten-2-one

-
trans -6-メチル-3-ヘプ
テン-2-オン

- ケトン類 5 20859-10-3

3007 2-(l -menthoxy)ethanol -
2-(l -メントキシ)エタノー
ル

- 脂肪族高級アルコール類 7 38618-23-4

3008 2,3-epoxydecanal - 2,3-エポキシデカナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8 102369-06-2

3009 8-tetradecenal - 8-テトラデセナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8
169054-69-7
174155-55-6

3010
vanillin 2,3-butanediol
acetal

-
バニリン 2,3-ブタンジ
オール アセタール

- フェノール類 14 63253-24-7

3011
4-hydroxy-3,5-
dimethoxybenzaldehyde

-
4-ヒドロキシ-3,5,-ジメト
キシベンズアルデヒド

- 芳香族アルデヒド類 17 134-96-3

3012
2,5-dihydroxy-1,4-
dithiane

-
2,5-ジヒドロキシ-1,4-ジ
チアン

- チオエーテル類 10 40018-26-6
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3013
S -(2-methyl-4,5-
dihydro-3-furyl)
ethanethioate

-
S -(2-メチル-4,5,-ジヒド
ロ-3-フリル) エタンチオ
エート

- エステル類 4 26486-14-6

3015
3-[(2-methyl-3-
furyl)thio]-2-butanone

-
3-[(2-メチル-3-フリル)
チオ]-2-ブタノン

- ケトン類 5 61295-44-1

3016
3-mercapto-3-
methylbutyl isovalerate

-
3-メルカプト-3-メチルブ
チル イソバレレート

- エステル類 4 612071-27-9

3017 dimenthyl glutarate - ジメンチル グルタレート - エステル類 4 406179-71-3

3018 cis -4-decenyl acetate -
cis -4-デセニル アセ
テート

- エステル類 4 67452-27-1

3019 ethyl cis -4-heptenoate -
エチル cis -4-ヘプテノ
エート

- エステル類 4 39924-27-1

3020 gamma-ionone - γ-イオノン - ケトン類 5 79-76-5

3021 carvyl palmitate - カルビル パルミテート - エステル類 4 929222-96-8

3022
ethyl 3-ethoxy-2-
hydroxy-3-phenylbutyrate

-
エチル 3-エトキシ-2-ヒ
ドロキシ-3-フェニルブチ
レート

- エステル類 4

3023 9-dodecen-5-olide - 9-ドデセン-5-オリド - ラクトン類 18
15456-68-5
18679-14-6

3024 9-dodecenoic acid - 9-ドデセノイック アシド - 脂肪酸類 6
2382-40-3
22032-47-9

3025 9-tetradecen-5-olide - 9-テトラデセン-5-オリド - ラクトン類 18 15456-70-9

3026 9-tetradecenoic acid -
9-テトラデセノイック アシ
ド

- 脂肪酸類 6
544-64-9

13147-06-3

3027
2,3-dimethyl-2-
cyclopentenone

-
2,3-ジメチル-2-シクロペ
ンテノン

- ケトン類 5 1121-05-7

3028
2-acetyl-4-
isopropylpyridine

-
2-アセチル-4-イソプロ
ピルピリジン

- ケトン類 5 142896-09-1

3029
4,8-dimethyl-7-nonen-4-
olide

-
4,8-ジメチル-7-ノネン-
4-オリド

- ラクトン類 18 134359-15-2

3030
3,5-dimethyl-4,5,6,7-
tetrahydrothieno[3,2-
c ]pyridine

-
3,5-ジメチル-4,5,6,7-テト
ラヒドロチエノ[3,2-c ]ピリ
ジン

- チオエーテル類 10

3031 3-butylphthalide - 3-ブチルフタリド - ラクトン類 18 6066-49-5

3032 isobornyl isobutyrate -
イソボルニル イソブチ
レート

- エステル類 4 85586-67-0

3033

3,9-dimethyl-6-(1-
methylethyl)-1,4-
dioxaspiro[4.5]decan-2-
one

-

3,9-ジメチル-6-(1-メチ
ルエチル)-1,4-ジオキサ
スピロ[4.5]デカン-2-オ
ン

- ラクトン類 18 831213-72-0

3034 3-mercaptoheptyl acetate -
3-メルカプトヘプチル ア
セテート

- エステル類 4 548774-80-7

3035
ethyl 4-
(acetylthio)butyrate

-
エチル 4-(アセチルチオ)
ブチレート

- エステル類 4 104228-51-5

3036
4,8-dimethyl-3,7-
nonadien-2-yl acetate

-
4,8-ジメチル-3,7-ノナジ
エン-2-イル アセテート

- エステル類 4 91418-25-6

3037
4,8-dimethyl-3,7-
nonadien-2-ol

-
4,8-ジメチル-3,7-ノナジ
エン-2-オール

- 脂肪族高級アルコール類 7 67845-50-5

3038 4-hexenal - 4-ヘキセナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8
2100-19-8
4634-89-3
25166-87-4
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3039
S -(2,5-dimethyl-3-furyl)
ethanethioate

-
S -(2,5-ジメチル-3-フリ
ル) エタンチオエート

- エステル類 4 55764-22-2

3040 acetone dimethyl acetal -
アセトン ジメチル アセ
タール

- エーテル類 3 77-76-9

3041 dihydroterpineol - ジヒドロターピネオール - 脂肪族高級アルコール類 7 21129-27-1

3042
isopropylideneglyceryl 5-
oxodecanoate

-
イソプロピリデングリセリ
ル 5-オキソデカノエート

- エステル類 4

3043 methyl 2-methyllactate -
メチル 2-メチルラクテー
ト

- エステル類 4 2110-78-3

3044 1-p -menthen-7-ol - 1-p -メンテン-7-オール - 脂肪族高級アルコール類 7

3045
2,5-
dimethoxytetrahydrofuran

-
2,5-ジメトキシテトラヒド
ロフラン

- エーテル類 3 696-59-3

3046
2-methyl-2-propenoic
acid

-
2-メチル-2-プロペノイッ
ク アシド

- 脂肪酸類 6 79-41-4

3047
3-(2-furyl)-2-
[(methylthio)methyl]-2-
propenal

-
3-(2-フリル)-2-[(メチル
チオ)メチル]-2-プロペ
ナール

- 芳香族アルデヒド類 17 81381-99-9

3048
3-(hydroxymethyl)heptan-
2-one

-
3-(ヒドロキシメチル)ヘプ
タン-2-オン

- ケトン類 5 65405-68-7

3049 3-hydroxybenzaldehyde -
3-ヒドロキシベンズアル
デヒド

- 芳香族アルデヒド類 17 100-83-4

3050 3-oxononyl acetate -
3-オキソノニル アセテー
ト

- エステル類 4

3051
5-hexyl-3-tetrahydrofuryl
acetate

-
5-ヘキシル-3-テトラヒド
ロフリル アセテート

- エステル類 4 10039-39-1

3052
8,8-bis(1H -indol-1-yl)-
2,6-dimethyl-2-octanol

-
8,8-ビス(1H -インドール
-1-イル)-2,6-ジメチル-
2-オクタノール

-
インドール及びその誘導
体

2 67801-36-9

3053
(2or4)-ethyl-(4or2),6-
dimethyldihydro-1,3,5-
dithiazine

-
(2or4)-エチル-(4or2),6-
ジメチルジヒドロ-1,3,5-
ジチアジン

- チオエーテル類 10
54717-13-4
54717-14-5

3054 1,1-propanedithiol - 1,1-プロパンジチオール - チオール類 11 88497-17-0

3055 cis -5-octenyl acetate -
cis -5-オクテニル アセ
テート

- エステル類 4 71978-00-2

3056 trans -4-undecenal - trans -4-ウンデセナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8 68820-35-9

3057
4-methyl-2-propyl-1,3-
oxathiane

-
4-メチル-2-プロピル-
1,3-オキサチアン

- チオエーテル類 10 1064678-08-5

3058
2,6-diethyl-5-isopropyl-
2-methyltetrahydro-2H -
pyran

-
2,6-ジエチル-5-イソプロ
ピル-2-メチルテトラヒド
ロ-2H -ピラン

- エーテル類 3 1120363-98-5

3059

(1R ,2S ,5R )-N -(4-
methoxyphenyl)-2-
isopropyl-5-
methylcyclohexanecarbox
amide

-

(1R ,2S ,5R )-N -(4-メトキ
シフェニル)-2-イソプロピ
ル-5-メチルシクロヘキ
サンカルボキサミド

- フェノールエーテル類 13 68489-09-8

3060
4,8a-dimethyloctahydro-
4a(2H )-naphthol

-
4,8a-ジメチルオクタヒド
ロ-4a(2H )-ナフトール

- 脂肪族高級アルコール類 7
19700-21-1
23333-91-7

3061
S -(2-methyl-3-
tetrahydrofuryl)
ethanethioate

-
S -(2-メチル-3-テトラヒ
ドロフリル) エタンチオ
エート

- エステル類 4 252736-41-7
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

3062 3-pentanethiol - 3-ペンタンチオール - チオール類 11 616-31-9

3063
2-ethyl-4-methyl-3-
thiazoline

-
2-エチル-4-メチル-3-チ
アゾリン

- チオエーテル類 10 41803-21-8

3064
3-hydroxy-2-
methylbutanethiol

-
3-ヒドロキシ-2-メチルブ
タンチオール

- チオール類 11 33959-27-2

3065
trans -2'-hydroxycinnamic
acid

-
trans -2'-ヒドロキシシン
ナミック アシド

- 脂肪酸類 6 614-60-8

3066
1-(methylthio)-3-
octanone

-
1-(メチルチオ)-3-オクタ
ノン

- ケトン類 5 61837-77-2

3067

2-(3-hydroxy-4-
methoxyphenyl)-3,4-
dihydro-2H -chromen-7-
ol

-
2-(3-ヒドロキシ-4-メトキ
シフェニル)-3,4-ジヒドロ
-2H -クロメン-7-オール

- フェノール類 14 76426-35-2

3068
ethyl 2-mercapto-2-
methylpropionate

-
エチル 2-メルカプト-2-メ
チルプロピオネート

- エステル類 4 33441-50-8

3069
2-[2-(p -
menthyloxy)ethoxy]ethano
l

-
2-[2-(p -メンチルオキシ)
エトキシ]エタノール

- エーテル類 3 28804-53-7

3070
1-(2-hydroxyphenyl)-3-
(4-pyridinyl)-1-propanone

-
1-(2-ヒドロキシフェニ
ル)-3-(4-ピリジニル)-1-
プロパノン

- ケトン類 5 1186004-10-3

3071
trans -4-tert -
butylcyclohexanol

-
trans -4-ｔｅrt -ブチルシ
クロヘキサノール

- 脂肪族高級アルコール類 7 21862-63-5

3072 3-mercaptohexanal -
3-メルカプトヘキサナー
ル

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 51755-72-7

3073 3-mercapto-2-hexanone -
3-メルカプト-2-ヘキサノ
ン

- ケトン類 5 1020152-45-7

3074
3-mercapto-4-methyl-2-
hexanone

-
3-メルカプト-4-メチル-
2-ヘキサノン

- ケトン類 5
1020152-51-5
1224978-24-8

3075
2,4,8-trimethyl-7-nonen-
2-ol

-
2,4,8-トリメチル-7-ノネ
ン-2-オール

- 脂肪族高級アルコール類 7 437770-28-0

3076 3-methyl-4-decanolide - 3-メチル-4-デカノリド - ラクトン類 18 67663-01-8

3077
butyl 3-
(methylthio)acrylate

-
ブチル 3-(メチルチオ)ア
クリレート

- エステル類 4 77105-53-4

3079 diisoamyl trisulfide -
ジイソアミル トリスルフィ
ド

- チオエーテル類 10 955371-64-9

3080
2-pentyl 2-
methylpentanoate

-
2-ペンチル 2-メチルペ
ンタノエート

- エステル類 4 90397-36-7

3081 ethyl 3-(ethylthio)butyrate -
エチル 3-(エチルチオ)ブ
チレート

- エステル類 4 90201-28-8

3082
4-mercapto-4-methyl-2-
hexanone

-
4-メルカプト-4-メチル-
2-ヘキサノン

- ケトン類 5 851768-52-0

3083
3,5-diisobutyl-1,2,4-
trithiolane

-
3,5-ジイソブチル-1,2,4-
トリチオラン

- チオエーテル類 10 92900-67-9

3084
methyl 1-propenyl
disulfide

-
メチル 1-プロペニル ジ
スルフィド

- チオエーテル類 10 5905-47-5

3085 trans -6-nonenal - trans -6-ノネナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8 2277-20-5

3086 1,3-butanediyl diacetate -
1,3-ブタンジイル ジアセ
テート

- エステル類 4 1117-31-3

3087 3-acetyl-1,2-dithiolane -
3-アセチル-1,2-ジチオ
ラン

- ケトン類 5 89712-89-0

3088 propanal dipropyl acetal -
プロパナール ジプロピル
アセタール

- エーテル類 3 4744-11-0
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

3089
4,4-diethoxybutan-1-
amine

-
4,4-ジエトキシブタン-1-
アミン

- エーテル類 3 6346-09-4

3090 cis -8-pentadecenal - cis -8-ペンタデセナール - 脂肪族高級アルデヒド類 8 65398-36-9

3091
ethyl 5-
formyloxydecanoate

-
エチル 5-ホルミルオキ
シデカノエート

- エステル類 4

3092 diethyl trisulfide - ジエチル トリスルフィド - チオエーテル類 10 3600-24-6

3093 2,5-dithiahexane - 2,5-ジチアヘキサン - チオエーテル類 10 6628-18-8

3094
ethyl 2-hydroxy-2-
methylbutyrate

-
エチル 2-ヒドロキシ-2-
メチルブチレート

- エステル類 4 77-70-3

3095 2-heptanethiol - 2-ヘプタンチオール - チオール類 11 628-00-2

3096

N -
[(ethoxycarbonyl)methyl]-
p -menthane-3-
carboxamide

-
N -[(エトキシカルボニル)
メチル]-p -メンタン-3-カ
ルボキサミド

- エステル類 4 68489-14-5

3097
furfuryl 2-methyl-3-furyl
disulfide

-
フルフリル 2-メチル-3-
フリル ジスルフィド

- チオエーテル類 10 109537-55-5

3098
O -ethyl S -furfuryl
thiocarbonate

-
O -エチル S -フルフリル
チオカルボネート

- エステル類 4 376595-42-5

3099 vanillin lactate - バニリン ラクテート - エステル類 4 930587-76-1

3100
cis ,cis -3,6-nonadienyl
acetate

-
cis ,cis -3,6-ノナジエニ
ル アセテート

- エステル類 4 83334-93-4

3101 trans -2-nonenyl acetate -
trans -2-ノネニル アセ
テート

- エステル類 4 30418-89-4

3102 cis -3-nonenyl acetate -
cis -3-ノネニル アセテー
ト

- エステル類 4 13049-88-2

3103 1-mercapto-2-propanone -
1-メルカプト-2-プロパノ
ン

- ケトン類 5 24653-75-6

3104
2-methoxy-4-
(propoxymethyl)phenol

-
2-メトキシ-4-プロポキシ
メチルフェノール

- フェノール類 14 81995-38-2

3105 2-propionyl-2-thiazoline -
2-プロピオニル-2-チア
ゾリン

- ケトン類 5 29926-42-9

3106
trans ,cis -3,6-nonadienyl
acetate

-
trans,cis -3,6-ノナジエニ
ル アセテート

- エステル類 4 211323-05-6

3107
(6E )-6-octenal
(別名：trans -6-octenal)

-
(6E )-6-オクテナール
(別名：trans- 6-オクテ
ナール)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 63196-63-4

3108 4-methyl-3-hexenoic acid -
4-メチル-3-ヘキセノイッ
ク アシド

- 脂肪酸類 6 55665-79-7

3109

(R )-N -(1-methoxy-4-
methylpentan-2-yl）－3,4
－dimethylbenzamide
(別名：N -[(1R )-1-
(methoxymethyl)-3-
methylbutyl]-3,4-
dimethylbenzamide)

-

(R )-N -(1-メトキシ-4-メ
チルペンタン-2-イル）-
3,4-ジメチルベンズアミド
(別名：N -[(1R )-1-(メト
キシメチル)-3-メチルブ
チル]-3,4-ジメチルベン
ズアミド)

- エーテル類 3 851669-60-8

3110 4-methyl-2-hexenoic acid -
4-メチル-2-ヘキセノイッ
ク アシド

- 脂肪酸類 6 37549-83-0

3111

3-(4-hydroxy-phenyl)-1-
(2,4,6-trihydroxy-phenyl)-
propan-1-one
(別名：3-(4-
hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-
trihydroxyphenyl)-1-
propanone)

-

3-(4-ヒドロキシフェニ
ル)-1-(2,4,6-トリヒドロキ
-シフェニル)-プロパン-
1-オン
(別名：3-(4-ヒドロキシ
フェニル)-1-(2,4,6-トリヒ
ドロキシフェニル)-1-プロ
パノン)

- ケトン類 5 60-82-2
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類番
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3112
2,6,10-trimethyl-2,6,11-
dodecatrienal

-
2,6,10-トリメチル-2,6,11-
ドデカトリエナール

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 1093748-72-1

3113

N 1-(2,3-

dimethoxybenzyl)-N 2-(2-
(pyridin-2-
yl)ethyl)oxalamide
(別名：N -[(2,3-
dimethoxyphenyl)methyl]-
N '-[2-(2-
pyridinyl)ethyl]ethanediami
de)

-

N 1-[(2,3-ジメトキシベン

ジル)メチル]-N 2-[2-(2-
ピリジニル)エチル]エタン
ジアミド
(別名：N -[(2,3-ジメトキ
シフェニル)メチル]-N '-
[2-(2-ピリジニル)エチ
ル]エタンジアミド)

- フェノールエーテル類 13 851670-40-1

3114
2-hydroxy-N -[2-(4-
hydroxyphenyl)ethyl]propa
namide

-
2-ヒドロキシ-N -[2-(4-ヒ
ドロキシフェニル)エチル]
プロパンアミド

- フェノール類 14 781674-18-8

3115

2-({[3-(2,3-
dimethoxyphenyl)-1H -1,2,
4-triazol-5-yl]thio}methyl)
pyridine

-

2-({[3-(2,3-ジメトキシ
フェニル)- 1H  -1,2,4-ト
リアゾル-5-イル] チオ}
メチル) ピリジン

- チオエーテル類 10 902136-79-2

3116

N -(heptan-4-yl)-
benzo[d ][1,3]-dioxole-5-
carboxamide
(別名：N -(4-heptyl)-1,3-
benzodioxole-5-
carboxamide)

-

N -（ヘプタン-4-イル）ベ
ンゾ［d ］［1,3］ジオキソー
ル-5-カルボキシアミド
(別名：N -(4-ヘプチル)-
1,3-ベンゾジオキソール
-5-カルボキサミド)

- フェノールエーテル類 13 745047-51-2

3117

(1R ,4E ,7E ,11R )-1,5,9,9-
tetramethyl-12-
oxabicyclo[9.1.0]dodeca-
4,7-diene

-

(1R ,4E ,7E ,11R )-
1,5,9,9-テトラメチル-12-
オキサビシクロ[9,1,0]ド
デカ-4,7-ジエン

- エーテル類 3 19888-33-6

3118

(1R ,3E ,7E ,11R )-1,5,5,8-
tetramethyl-12-
oxabicyclo[9.1.0]dodeca-
3,7-diene

-

(1R ,3E ,7E ,11R )-
1,5,5,8-テトラメチル-12-
オキサビシクロ[9,1,0]ド
デカ-3,7-ジエン

- エーテル類 3 19888-33-7

3119
3,7,10,10-tetramethyl-12-
oxabicyclo[9.1.0]dodeca-
3,7-diene

-
3,7,10,10-テトラメチル-
12-オキサビシクロ
[9,1,0]ドデカ-3,7-ジエン

- エーテル類 3 21624-36-2

3120
(4E ,8Z )-2,6,6,9-
tetramethylcycloundeca-
4,8-dien-1-one

-
(4E ,8Z )-2,6,6,9-テトラメ
チルシクロウンデカ-4,8-
ジエン-1-オン

- ケトン類 5 24405-90-1

3121

(methylsulfanyl)methanthi
ol
(別名：
(methylthio)methanethiol)

-

(メチルスルファニル)メタ
ンチオール
(別名：(メチルチオ)メタン
チオール)

- チオール類 11 29414-47-9

3122
ethyl
cyclohexanecarboxylate

-
エチル シクロヘキシルカ
ルボキシレート

- エステル類 4 3289-28-9

3123

3-{[(4-amino-2,2-dioxido-
1H -2,1,3-
benzothiadiazin-5-
yl)oxy]methyl}-N -
cyclopentyl-2-oxo-3-
piperidinecarboxamide

-

3-{[(4-アミノ-2,2-ジオキ
シド-1H -2,1,3-ベンゾチ
アジアジン-5-イル)オキ
シ]メチル}-N -シクロペン
チル-2-オキソ-3-ピペリ
ジンカルボキサミド

- フェノールエーテル類 13 1446687-20-2

3124
2-methyl-2-
(methyldithio)propanal

-
2-メチル-2-(メチルジチ
オ)プロパナール

- チオエーテル類 10 67952-60-7

3125
2-tert -butyl-5-methyl-2-
propyl-2,5-dihydrofuran

-
2-tert -ブチル-5-メチル
-2-プロピル-2,5-ジヒド
ロフラン

- エーテル類 3 871465-49-5
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類番
号

CAS番号

3126

1-vinyl-3-
cyclohexenecarbaldehyde
and 4-vinyl-1-
cyclohexenecarbaldehyde

-

1-ビニル-3-シクロヘキ
セン-1-カルバルデヒド
and 4-ビニル-1-シクロ
ヘキセン-1-カルバルデ
ヒド

- 脂肪族高級アルデヒド類 8
1049017-63-1
1049017-68-6

3127

2-methoxy-6-sec -
butylpyrazine
(別名：2-sec -butyl-6-
methoxypyrazine)

-

2-メトキシ-6-sec -ブチ
ルピラジン
(別名：2-sec -ブチル-6-
メトキシピラジン)

- エーテル類 3 30712-68-6

3128
1-(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl)-3-
decanone

-
1-(4-ヒドロキシ-3-メトキ
シフェニル)-3-デカノン

- ケトン類 5 27113-22-0

3129
4-l -menthoxy-2-
butanone

-
4-l -メントキシ-2-ブタノ
ン

- ケトン類 5 886449-15-6

3130

1-(2-hydroxyphenyl)-3-
(pyridin-4-yl)propan-1-
one hydrochloride
(別名：1-(2-
hydroxyphenyl)-3-(4-
pyridinyl)propanone
hydrochloride)

-

1-(2-ヒドロキシフェニ
ル)-3-(ピリジン-4-イル)
プロパン-1-オン 塩酸塩
(別名：1-(2-ヒドロキシ
フェニル)-3-(4-ピリジニ
ル)プロパノン 塩酸塩)

- ケトン類 5 1204338-52-2

3131

6-methoxy-2,6-
dimethylheptan-1-al
(別名：6-methoxy-2,6-
dimethylheptanal)

-

6-メトキシ-2,6-ジメチル
ヘプタン-1-アール
(別名：6-メトキシ-2,6-ジ
メチルヘプタナール)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 62439-41-2

3132
3,6-dimethyl-5,6-dihydro-
2(4H )-benzofuranone

-
3,6-ジメチル-5,6-ジヒド
ロ-2(4Ｈ )-ベンゾフラノン

- ラクトン類 18 80417-97-6

3133
3,6-dimethyl-2(3H )-
bemzofuranone

-
3,6-ジメチル-2(3Ｈ )-ベ
ンゾフラノン

- ラクトン類 18 65817-24-5

3134 2-mercaptoethyl acetate -
2-メルカプトエチル アセ
テート

- エステル類 4 5862-40-8

3135
2-mercapto-3-methyl-1-
butanol

-
2-メルカプト-3-メチル-
1-ブタノール

- チオール類 11 116229-37-9

3136
3-methoxy-1,2-
benzenediol

-
3-メトキシ-1,2-ベンゼン
ジオール

- フェノール類 14 934-00-9

3137
4-ethenyl-2,6-
dimethoxyphenol

-
4-エテニル-2,6-ジメトキ
シフェノール

- フェノール類 14 28343-22-8

3138 3-methyl-2(5H )-furanone - 3-メチル-2(5H )-フラノン - ラクトン類 18 22122-36-7

3139 4-methyl-2(5H )-furanone - 4-メチル-2(5H )-フラノン - ラクトン類 18 6124-79-4

3140

(S )-1-(3-{[(4-amino-2,2-
dioxido-1H -benzo[c ]
[1,2,6]thiadiazin-5-
yl)oxy]methyl}
piperidin-1-yl)-3-
methylbutan-1-one
(別名：1-((3S )-3-{[(4-
amino-2,2-dioxido-1H -
2,1,3-benzothiadiazin-5-
yl)oxy]methyl}-1-
piperidinyl)-3-methyl-1-
butanone)

-

(S )-1-(3-{[(4-アミノ-
2,2-ジオキシド-1H -ベン
ゾ[c ]
[1,2,6]チアジアジン-5-イ
ル)オキシ]メチル}
ピペリジン-1-イル)-3-メ
チルブタン-1-オン
(別名：1-((3S )-3-{[(4-ア
ミノ-2,2-ジオキシド-1H -
2,1,3-ベンゾチアジアジ
ン- 5-イル)オキシ]メチ
ル}-1-ピペリジニル)-3-
メチル-1-ブタノン)

- フェノールエーテル類 13 1469426-64-9

3141

2,6-dimethyl-hept-5-en-
1-ol
(別名：2,6-dimethyl-5-
heptenol)

-

2,6-ジメチルヘプタ-5-エ
ン-1-オール
(別名：2,6-ジメチル-5-
ヘプテノール)

- 脂肪族高級アルコール類 7 4234-93-9

3142
2-hexyl-dec-2-enal
(別名：2-hexyl-2-decenal)

-

2-ヘキシルデカ-2-エ
ナール
(別名：2-ヘキシル-2-デ
セナール)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 13893-39-5

3143
2-octyldodec-2-enal
(別名：2-octyl-2-
dodecenal)

-

2-オクチルドデカ-2-エ
ナール
(別名：2-オクチル-2-ド
デセナール)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 25234-33-7
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3144
3-sulfanylpentan-1-ol
(別名：3-
mercaptopentanol)

-

3-スルファニルペンタン-
1-オール
(別名：3-メルカプトペンタ
ノール)

- チオール類 11 548740-99-4

3145
1-(2,6-dimethylhept-5-
en-1-yl)cyclopropanol

-
1-(2,6-ジメチルヘプタ-
5-エン-1-イル)シクロプ
ロパノール

- 脂肪族高級アルコール類 7 1627565-62-1

3146

2',2'-dimethyl-3'-(2-
methylprop-1-en-1-yl)-
1,1'-bi(cyclopropyl)-1-yl
acetate
(別名：2',2'-dimethyl-3'-
(2-methyl-1-propenyl)-
1,1'-bi(cyclopropyl)-1-yl
acetate)

-

2',2'-ジメチル-3'-(2-メチ
ルプロパ-1-エン-1-イ
ル)-1,1'-ビ(シクロプロピ
ル)-1-イル アセテート
(別名：2',2'-ジメチル-3'-
(2-メチル-1-プロペニ
ル)-1,1'-ビ(シクロプロピ
ル)-1-イル アセテート)

- エステル類 4 1627565-67-6

3147
2-[2-
(benzyloxy)ethyl]pyridine

-
2-[2-(ベンジルオキシ)エ
チル]ピリジン

- エーテル類 3 72187-39-4

3148

2-(4-phenoxy)-N -(1H -
pyrazol-3-yl)-N -
(thiophen-2-
ylmethyl)acetamide
(別名：2-(4-
methylphenoxy)-N -(1H -
pyrazol-3-yl)-N -
(thiophen-2-
ylmethyl)acetamide)

-

2-（4-フェノキシ）-N-
（1H- ピラゾール-3-イ
ル）-N- （チオフェン-2-イ
ルメチル）アセトアミド
(別名：2-(4-メチルフェノ
キシ)-N-(1H-ピラゾール
-3-イル)-N-(チオフェン-
2-イルメチル)アセトアミ
ド)

- フェノールエーテル類 13 1374760-95-8

3149
2-isopropoxy-6-
methylpyrazine

-
2-イソプロポキシ-6-メチ
ルピラジン

- エーテル類 3 144669-15-8

3150
(Z )-tetradec-8-enal
(別名：cis -8-
tetradecenal)

-

(Z) -テトラデカ-8-エナー
ル
(別名：cis -8-テトラデセ
ナール)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 169054-69-7

3151
2,6-dimethyl-1,4-
cyclohexanedione

-
2,6-ジメチル-1,4-シクロ
ヘキサンジオン

- ケトン類 5 14384-30-6

3152 4,5-epoxy-2,7-decadienal -
4,5-エポキシ-2,7-デカジ
エナール

- 脂肪族高級アルデヒド類 8

3153

2(E ),8(Z )-tetradecadie-
1-nal
(別名：trans,cis -2,8-
tetradecadienal)

-

2(E ),8(Z )－テトラデカジ-
1-エナール
(別名：trans,cis -2,8-テト
ラデカジエナール)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8

3154

5,7-dihydroxy-2-(4-
hydroxy-3-
methoxyphenyl)-2,3-
dihydro-4H -chromen-4-
one sodium salt

-

5,7-ジヒドロキシ-2-(4-ヒ
ドロキシ-3-メトキシフェ
ニル)-2,3-ジヒドロ-4H -
1-クロメン-4-オン　ナト
リウム塩

- ケトン類 5 462631-45-4

3155
tetradec-2-enal
(別名：2-tetradecenal)

-
テトラデカ-2-エナール
(別名：2-テトラデセナー
ル)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 51534-36-2

3156

4-methyl-2-(propan-2-
yl)-2,5-dihydro-1,3-
thiazole
(別名：2-isopropyl-4-
methyl-3-thiazoline)

-

4-メチル-2-（プロパン-
2-イル）-2,5-ジヒドロ-
１,3-チアゾール
(別名：2-イソプロピル-
4-メチル-3-チアゾリン)

- チオエーテル類 10 67936-13-4

3157
2-[3-
(benzyloxy)propyl]pyridine

-
2-[3-(ベンジルオキシ)プ
ロピル]ピリジン

- エーテル類 3 108715-62-4

3158

(1R , 2S , 5R )-5-methyl-
2-(propan-2-
yl)cyclohexyl(ethylamino)(
oxo)acetate
(別名：(1R, 2S, 5R )-5-
methyl-2-
isopropylcyclohexyl 2-
(ethylamino)-2-
oxoacetate)

-

(1R , 2S , 5R )-5-メチル-
2-(プロパン-2-イル)シク
ロヘキシル(エチルアミ
ノ)(オキソ)アセテート
(別名：(1R, 2S, 5R )-5-メ
チル-2-イソプロピルシク
ロヘキシル 2-(エチルア
ミノ)-2-オキソアセテー
ト)

- エステル類 4 1122460-01-8
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3159 2,8-tetradecadienal -
2,8-テトラデカジエナー
ル

- 脂肪族高級アルデヒド類 8

3160
2-(5-isopropyl-2-
methyltetrahydrothiophen
-2-yl)ethanol

-
2-(5-イソプロピル-2-メ
チルテトラヒドロチオフェ
ン-2-イル)エタノール

- 脂肪族高級アルコール類 7 1612888-42-2

3161
terpineol methyl ether
(別名：methyl alpha-
terpinyl ether)

-

テルピネオール メチル
エーテル
(別名：メチル α-テルピ
ニル エーテル)

- エーテル類 3 14576-08-0

3162
2,5-dimethyl-4,5,6,7-
tetrahydro-thieno［3,2-c］
pyridine

-
2,5-ジメチル-4,5,6,7-テト
ラヒドロ-チエノ[3,2-ｃ]ピ
リジン

- チオエーテル類 10 838830-13-0

3163 2-ethylideneoctanal -
2-エチリデンオクタナー
ル

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 64825-18-9

3164
(2or4)-isobutyl-(4or2),6-
dimethyldihydro-4H -
1,3,5-dithiazine

-
(2or4)-イソブチル-
(4or2),6-ジメチルジヒドロ
-4H -1,3,5-ジチアジン

- チオエーテル類 10
101517-86-6
101517-87-7

3165
(2or4)-isopropyl-(4or2),6-
dimethyldihydro-4H -
1,3,5-dithiazine

-
(2or4)-イソプロピル-
(4or2),6-ジメチルジヒドロ
-4H -1,3,5-ジチアジン

- チオエーテル類 10
104691-40-9
104691-41-0

3166

4-amino-5-[3-
(isopropylamino)-2,2-
dimethyl-3-oxopropoxy]-
2-methylquinoline-3-
carboxylic acid

-

4-アミノ-5-[3-(イソプロ
ピルアミノ)-2,2-ジメチル
-3-オキソプロポキシ]-
2-メチルキノリン-3-カル
ボキシリック アシド

- 脂肪酸類 6 1359963-68-0

3167 3-acetylthiohexyl acetate -
3-(アセチルチオ)ヘキシ
ル アセテート

- エステル類 4 136954-25-1

3168

3-{1-[(3,5-
dimethylisoxyzazol-4-
yl)methyl]-1H -pyrazol-4-
yl}-1-(3-
hydroxybenzyl)imidazolidin
e-2,4-dione

-

3-{1-[(3,5-ジメチルイソ
オキサゾール-4-イル)メ
チル]-1H -ピラゾ―ル-
4-イル}-1-(3-ヒドロキシ
ベンジル)イミダゾリジン-
2,4-ジオン

- フェノール類 14 1119831-25-2

3169
2-mercapto-5-
methylheptan-4-one

-
2-メルカプト-5-メチルヘ
プタン-4-オン

- ケトン類 5 1416051-88-1

3170

6-isopropyl-4,4a-
dimethyloctahydronaphtha
len-2(1H )-one
(別名：
tetrahydronootkatone)

-

6-イソプロピル-4,4a-ジ
メチルオクタヒドロナフタ
レン-2(1H )-オン
(別名：テトラヒドロヌート
カトン)

- ラクトン類 18 38427-80-4

3171
4-(4-methyl-3-pentenyl)-
2(5H )-furanone

-
4-(4-メチル-3-ペンテニ
ル)-2(5H )-フラノン

- ラクトン類 18 61315-75-1

3172

3-hydroxy-5-
methylhexan-2-one and
2-hydroxy-5-
methylhexan-3-one

-

3-ヒドロキシ-5-メチルヘ
キサン-2-オン and 2-ヒ
ドロキシ-5-メチルヘキ
サン-3-オン

- ケトン類 5 163038-04-8

3173

(2E )-3-[4-(1-
methylethoxy)phenyl]prop
-2-enal
(別名：4-
isopropoxycinnamaldehyde
)

-

(2E )-3-[4-(1-メチルエト
キシ)フェニル]プロペ-2-
エナール
(別名：4-イソプロポキシ
シンナムアルデヒド)

- 芳香族アルデヒド類 17 159017-89-7

3174

3-butyl-2-
thiophenecarboxyaldehyde
and 4-butyl-2-
thiophenecarboxyaldehyde

-

3-ブチル-2-チオフェン
カルボキシアルデヒド
and 4-ブチル-2-チオ
フェン カルボキシアルデ
ヒド

- 芳香族アルデヒド類 17
163460-99-9
163461-01-6

3175
S -(methylsulfanylmethyl)
ethanethioate

-
S -メチルチオメチル　エ
タンチオエート

- エステル類 4 38634-59-2

3176
2,6-dipropyl-5,6-dihydro-
2H -thiopyran-3-
carboxaldehyde

-
2,6-ジプロピル-5,6-ジヒ
ドロ-2H -チオピラン-3-
カルボキシアルデヒド

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 61407-00-9
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3177

3-prop-1-
enyldisulfanylprop-1-ene
(別名：allyl 1-propenyl
disulfide)

-

3-プロパ-2-エニルジス
ルファニルプロパ-1-エ
ン
(別名：アリル 1-プロペニ
ル ジスルフィド)

- チオエーテル類 10 33368-82-0

3178

tetrahydro-2-methyl-5-
(1-methylethyl)-2-
thiopheneethanol acetate)
(別名：2-(5-isopropyl-2-
methyltetrahydrothiophen
-2-yl)ethyl acetate)

-

テトラヒドロ-2-メチル-5-
(1-メチルエチル)-2-チオ
フェンエタノール アセ
テート
(別名：2-(5-イソプロピル
-2-メチルテトラヒドロチ
オフェン-2-イル)エチル
アセテート)

- エステル類 4 1658479-63-0

3179
1-(4-methyl-3-
cyclohexen-1-yl)-
ethanone

-
1-(4-メチル-3-シクロヘ
キセン-1-イル)-エタノン

- ケトン類 5  6090-09-1

3180
S,S’ -propane-1,1-diyl
diethanethioate

-
S,S' -プロパン-1,1-ジイ
ル ジエタンチオエート

- エステル類 4 729602-98-6

3181

sodium 3-[(4-amino-2,2-
dioxido-1H -2,1,3-
benzothiadiazin-5-
yl)oxy]-2,2-dimethyl-N -
propylpropanamide

-

3-[(4-アミノ-2,2-ジオキ
シド-1H -2,1,3-ベンゾチ
アジアジン-5-イル）オキ
シ]-2,2-ジメチル-N -プ
ロピルプロパンアミド ナ
トリウム塩

- フェノールエーテル類 13 1207096-07-8

3182

4-amino-5,6-
dimethylthieno[2,3-
d ]pyrimidin-2(1H )-one
hydrochloride

-
4-アミノ-5,6-ジメチルチ
エノ[2,3-d ]ピリミジン-
2(1H )-オン 塩酸塩

- チオエーテル類 10 1033366-59-4

3183

sodium (S )-1-(3{[(4-
amino-2,2-dioxido-1H -
benzo2,1,3-
benzo[c ][1,2,6]thiadiazin-
5-yl)oxy]methyl}piperidin-
1-yl)-3-methylbutan-1-
one
(別名：sodium 1-((3S )-3-
{[(4-amino-2,2-dioxido-
1H -2,1,3-
benzothiadiazin-5-
yl)oxy]methyl}-1-
piperidinyl)-3-methyl-1-
butanone)

-

(S )-1-(3-{[(4-アミノ-
2,2-ジオキシド-1H- ベン
ゾ[c ][1,2,6]チアジアジン
-5-イル)オキシ]メチル}
ピペリジン-1-イル)-3-メ
チルブタン-1-オン ナトリ
ウム塩
(別名：1-((3S )-3-{[(4-ア
ミノ-2,2-ジオキシド-1H-
2,1,3-ベンゾチアジアジ
ン-5-イル)オキシ]メチ
ル}-1-ピペリジニル)-3-
メチル-1-ブタノン ナトリ
ウム塩)

- フェノールエーテル類 13 1479020-92-2

3184
(3R )-3-hydroxyhexanoic
acid

-
(3R )-3-ヒドロキシヘキ
サノイック アシド

- 脂肪酸類 6 77877-35-1

3185

3-isopentylthiophene-2-
carbaldehyde and 4-
isopentylthiophene-2-
carbaldehyde

-

3-イソペンチルチオフェ
ン-2-カルバルデヒド and
4-イソペンチルチオフェ
ン-2-カルバルデヒド

- 芳香族アルデヒド類 17
1781898-12-1
1781745-25-2

3186

methylcyclohexa-1,3-dien
and 3-
methylidenecyclohex-1-
ene
(別名：1,3-
methylcyclohexadiene and
3-
methylidenecyclohexene)

-

メチルシクロヘキサ-1,3-
ジエン and 3-メチルジエ
ンシクロヘキサ-1-エン
(別名：1,3-メチルシクロ
ヘキサジエン and 3-メチ
リデンシクロヘキセン)

- 脂肪族高級炭化水素類 9
1888-90-0
1489-56-1

3187
(8Z )-tridec-8-enal
(別名：cis -8-tridecenal)

-

(8Z )-トリデカ-8-エナー
ル
(別名：cis -8-トリデセ
ナール)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 80800-10-8

3188

(5Z ,8Z ,11Z ,14Z )-icosa-
5,8,11,14-tetraenoic acid
(別名：cis ,cis ,cis ,cis -
5,8,11,14-icosatetraenoic
acid)

-

(5Z ,8Z ,11Z ,14Z )-イコサ
-5,8,11,14-テトラエノイッ
ク アシド
(別名：cis,cis,cis,cis -
5,8,11,14-イコサテトラエ
ノイック アシド)

- 脂肪酸類 6 506-32-1
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3189

4-(1-
methylethyl)cyclohex-3-
ene-1-carbaldehyde
(別名：4-isopropyl-3-
cyclohexene-1-
carbaldehyde)

-

4-(1-メチルエチル)シク
ロヘキサ-3-エン-1-カル
バルデヒド
(別名：4-イソプロピル-
3-シクロヘキセン-1-カ
ルバルデヒド)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 27841-22-1

3190
[(1R ,2R )-2-
hexylcyclopropyl]acetic
acid

-
[(1R ,2R )-2-ヘキシルシ
クロプロピル]アセチック
アシド

- 脂肪酸類 6 4707-61-3

3191
S -methyl 5-(1-
ethoxyethoxy)decanethioa
te

-
S -メチル 5-(1-エトキシ
エトキシ)デカンチオエー
ト

- エステル類 4  2180135-09-3

3192

(4E )-3-methyldodec-4-
enoic acid
(別名：trans -3-methyl-4-
dodecenoic acid)

-

(4E )-3-メチルドデカ-4-
エノイックアシド
(別名：trans -3-メチル-
4-ドデセノイック アシド)

- 脂肪酸類 6

3193
3,4-dimethyl-2,3-
dihydrothiophene-2-thiol

-
3,4-ジメチル-2,3-ジヒド
ロチオフェン-2-チオー
ル

- チオール類 11 137363-86-1

3194

3-[(prop-2-en-1-
yl)disulfanyl]butan-2-one
(別名：3-(allyldithio)-2-
butanone)

-

3-[(プロパ-2-エン-1-イ
ル)ジスルファニル]ブタン
-2-オン
(別名：3-(アリルジチオ)-
2-ブタノン)

- ケトン類 5 1838169-65-5

3195

1-
{[(methylsulfanyl)methyl]di
sulfanyl}propane
(別名：2,4,5-trithiaoctane)

-

1-{[(メチルスルファニル)
メチル]ジスルファニル}プ
ロパン
(別名：2,4,5-トリチアオク
タン)

- チオエーテル類 10 911212-28-7

3196

S -(1-oxohexan-3-yl)
ethanethioate
(別名：S -(1-oxo-3-hexyl)
ethanethioate)

-

S -(1-オキソヘキサン-
3-イル)エタンチオエート
(別名：S -(1-オキソ-3-
ヘキシル) エタンチオ
エート)

- エステル類 4 22236-44-8

3197

2-methylpentan-3-yl-
(2E )-but-2-enoate
(別名：1-ethyl-2-
methylpropyl trans -2-
butenoate)

-

2-メチルぺンタン-3-イ
ル-(2E )-ブタ-2-エノ
エート
(別名：1-エチル-2-メチ
ルプロピル trans- 2-ブ
テノエート)

- エステル類 4 1370711-06-0

3198

(2E ,4E )-deca-2,4-dien-
1-yl acetate
(別名：trans ,trans -2,4-
decadienyl acetate)

-

(2E , 4E )-デカ-2,4-ジエ
ン-1-イル アセテート
(別名：trans ,trans -2,4-
デカジエニル アセテート)

- エステル類 4 118026-67-8

3199
(5Z )-dodec-5-en-1-yl
acetate

-
(5Z )-ドデセ-5-エン-1-
イル アセテート

- エステル類 4 16676-96-3

3200

(2E ,4E ,6E )-nona-2,4,6-
trienal
(別名：trans ,trans ,trans -
2,4,6-nonatrienal)

-

(2E ,4E ,6E )-ノナ-2,4,6-
トリエナール
(別名：
trans ,trans ,trans -2,4,6-
ノナトリエナール)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 57018-53-8

3201

3,4-dimethyl-5-
propylideneoxolan-2-one
(別名：3,4-dimethyl-5-
propylidene-2-oxolanone)

-

3,4-ジメチル-5-プロピリ
デンネオキソラン-2-オン
(別名：3,4-ジメチル-5-
プロピリデン-2-オキソラ
ノン)

- ラクトン類 18 6066-63-3

3202

(2S )-2-(3,4-
dihydroxyphenyl)-5,7-
dihydroxy-2,3-dihydro-
4H -1-benzopyran-4-one

-

(2S )-2-(3,4-ジヒドロキ
シフェニル)-5,7-ジヒドロ
キシ-2,3-ジヒドロ-4H -
1-ベンゾピラン-4-オン

- ケトン類 5 4049-38-1

3203

2-methylbut-3-ene-2-
thiol
(別名：2-methyl-3-
butene-2-thiol)

-

2-メチルブタ-3-エン-2-
チオール
(別名：2-メチル-3-ブテ
ン-2-チオール)

- チオール類 11 124831-34-1
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3204

(2E ,4Z ,7Z )-trideca-2,4,7-
trienal
(別名：trans ,cis ,cis -
2,4,7-tridecatrienal)

-

(2E ,4Z ,7Z )-トリデカ-
2,4,7-トリエナール
(別名：trans ,cis ,cis -
2,4,7-トリデカトリエナー
ル)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 13552-96-0

3205

2-(4-ethylphenoxy)-N -
(1H -pyrazol-3-yl)-N -
[(thiophen-2-
yl)methyl]acetamide

-

2-(4-エチルフェノキシ)-
N -(1H -ピラゾール-3-イ
ル)-N -[(チオフェン-2-イ
ルメチル)]アセトアミド

- チオエーテル類 10 2015168-50-8

3206
6,6'-dihydroxy-5,5'-
dimethoxy[1,1'-biphenyl]-
3,3'-dicarbaldehyde

-

6,6'-ジヒドロキシ-5,5'-ジ
メトキシ[1,1'-ビフェニ
ル]-3,3'-ジカルバルデヒ
ド

- 芳香族アルデヒド類 17 2092-49-1

3207 3-benzyloxane - 3-ベンジルオキサン - エーテル類 3 60466-73-1

3208

(3S ,5R ,8S )-3,8-dimethyl-
5-(prop-1-en-2-yl)-
3,4,5,6,7,8-
hexahydroazulen-1(2H )-
one
(別名：(3S ,5R ,8S )-3,8-
dimethyl-5-(1-
methylethenyl)-
3,4,5,6,7,8-
hexahydroazulen-1(2H )-
one)

-

(3S ,5R ,8S )-3,8-ジメチ
ル-5-(プロパ-1-エン-2-
イル)-3,4,5,6,7,8-ヘキサ
ヒドロアズレン-1(2H )-オ
ン
(別名：(3S ,5R ,8S )-3,8-
ジメチル-5-(1-メチルエ
テニル)-3,4,5,6,7,8-ヘキ
サヒドロアズレン-1(2H )-
オン)

- ケトン類 5 18374-76-0

3209

5,7-dihydroxy-2-(4-
hydroxyphenyl)-2,3-
dihydro-4H -1-
benzopyran-4-one

-

5,7-ジヒドロキシ-2-(4-ヒ
ドロキシフェニル)-2,3-ジ
ヒドロ-4H -1-ベンゾピラ
ン-4-オン

- ケトン類 5
480-41-1

67604-48-2

3210
1-cyclohexylethan-1-ol
(別名：1-
cyclohexylethanol)

-

1-シクロヘキシルエタン-
1-オール
(別名：1-シクロヘキシル
エタノール)

- 脂肪族高級アルコール類 7 1193-81-3

3211

N -(2-hydroxy-2-
phenylethyl)-5,5-
dimethyl-2-(propan-2-
yl)cyclohexane-1-
carboxamide
(別名：N -(2-hydroxy-2-
phenylethyl)-5,5-
dimethyl-2-
(isopropyl)cyclohexane-1-
carboxamide)

-

N -(2-ヒドロキシ-2-フェ
ニルエチル)-5,5-ジメチ
ル-2-(プロパン-2-イル)
シクロヘキサン-1-カル
ボキサミド
(別名：N -(2-ヒドロキシ-
2-フェニルエチル)-5,5-
ジメチル-2-(イソプロピ
ル)シクロヘキサン-1-カ
ルボキサミド)

- 芳香族アルコール類 16 2186611-08-3

3213

1,1'-disulfanedilbis(3-
methylbut-2-ene)
(別名：bis(3-methyl-2-
butenyl) disulfide)

-

1,1'-ジスルファンジビス
(3-メチルブテ-2-エン)
(別名：ビス(3-メチル-2-
ブテニル)ジスルフィド)

- チオエーテル類 10 24963-39-1

3214

4-methyl-2,5-dihydro-
1,3-thiazole
(別名：4-methyl-3-
thiazoline)

-

4-メチル-2,5-ジヒドロ-
1,3-チアゾール
(別名：4-メチル-3-チア
ゾリン)

- チオエーテル類 10 52558-99-3

3215
ethyl-2-(4-hydroxy-3-
methoxyphenyl)acetate

-
エチル-2-(4-ヒドロキシ-
3-メトキシフェニル)アセ
テート

- エステル類 4 60563-13-5

3216

(2E )-N -[2-(2H -1,3-
benzodioxol-5-yl)ethyl]-
3-(3,4-
dimethoxyphenyl)prop-2-
enamide
(別名：trans -2-N -[2-
(2H -1,3-benzodioxol-5-
yl)ethyl]-3-(3,4-
dimethoxyphenyl)propena
mide)

-

(2E )-N -[2-(2H-1,3-ベ
ンゾジオキソール-5-イ
ル)エチル]-3-(3,4-ジメト
キシフェニル)プロプ-2-
エナミド
(別名：trans -2-N -[2-
(2H-1,3-ベンゾジオキ
ソール-5-イル)エチル]-
3-(3,4-ジメトキシフェニ
ル)プロペナミド)

- フェノールエーテル類 13 125187-30-6
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

3217

3-(3,4-dimethoxyphenyl)-
N -[2-(3,4-
dimethoxyphenyl)ethyl]pro
p-2-enamide

-

3-(3,4-ジメトキシフェニ
ル)-N -[2-(3,4-ジメトキ
シフェニル)エチル]プロプ
-2-エナミド

- フェノールエーテル類 13 69444-90-2

3218

ethyl 3-({[5-methyl-2-
(propan-2-
yl)cyclohexyl]carbamoyl}a
mino)butanoate
(別名：ethyl 3-({[(5-
methyl-2-
isopropylcyclohexyl)amino
]carbonyl}amino)butyrate)

-

エチル-3-({[5-メチル-2-
(プロパン-2-イル)シクロ
ヘキシル]カルバモイル}
アミノ)ブタノエート
(別名：エチル 3-{[(5-メチ
ル-2-イソプロピルシクロ
ヘキシル)アミノカルボニ
ル]アミノ}ブチレート)

- エステル類 4 1160112-20-8

3219

5,7-dihydroxy-2-(4-
hydroxy-3-
methoxyphenyl)-2,3-
dihydro-4H -1-
benzopyran-4-one

-

5,7-ジヒドロキシ-2-(4-ヒ
ドロキシ-3-メトキシフェ
ニル)-2,3-ジヒドロ-4H -
1-ベンゾピラン-4-オン

- ケトン類 5 69097-98-9

3220

O -ethyl S -(3-methylbut-
2-en-1-yl) carbonothioate
(別名：O -ethyl S -(3-
methyl-2-
butenyl)carbonothioate)

-

O -エチル S -(3-メチル
ブタ-2-エン-1-イル) カ
ルボチオエート
(別名：O -エチル S -(3-
メチル-2-ブテニル) カル
ボノチオエート)

- エステル類 4 2097608-89-2

3221
2-ethyl-4-methyl-1,3-
dithiolane

-
2-エチル-4-メチル-1,3-
ジチオラン

- チオエーテル類 10 17564-27-1

3222
(5E )-dodec-5-enal
(別名：trans -5-
dodecenal)

-
(5E )-ドデカ-5-エナール
(別名：trans -5-ドデセ
ナール)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 68820-34-8

3223
(6Z )-dodec-6-enal
(別名：cis -6-dodecenal)

-
(6Z )-ドデカ-6-エナール
(別名：cis -6-ドデセナー
ル)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 126745-61-7

3224
(9Z )-dodec-9-enal
(別名：cis -9-dodecenal)

-
(9Z )-ドデカ-9-エナール
(別名：cis -9-ドデセナー
ル)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 56219-03-5

3225

(2E )-3-(3,4-
dimethoxyphenyl)-N -[2-
(4-
methoxyphenyl)ethyl]prop
-2-enamide
（別名：trans -2-{3-(3,4-
dimethoxyphenyl)-N -[2-
(4-
methoxyphenyl)ethyl]}prop
enamide）

-

(2E )-3-(3,4-ジメトキシ
フェニル)-N -[2-(4-メト
キシフェニル)エチル]プ
ロパ-2-エナミド
(別名：trans -2-{3-(3,4-
ジメトキシフェニル)-N -
[2-(4-メトキシフェニル)
エチル]}プロペナミド)

- フェノールエーテル類 13 76733-95-4

3226

N -{1-[(4-amino-2,2-
dioxo-1H -2,1,3-
benzothiadiazin-5-
yl)oxy]-2-methylpropan-2
-yl}-2,6-dimethylpyridine-
4-carboxamide

-

N -{1-[(4-アミノ-2,2-ジ
オキソ-1H -2,1,3-ベンゾ
チアジン-5-イル)オキ
シ]-2-メチルプロパン-2
-イル}-2,6-ジメチルピリ
ジン-4-カルボキサミド

- フェノールエーテル類 13 1622458-34-7

3227

3-(3-hydroxy-4-
methoxyphenyl)-1-(2,4,6-
trihydroxyphenyl)propan-
1-one
(別名：3-(3-hydroxy-4-
methoxyphenyl)-1-(2,4,6-
trihydroxyphenyl)-1-
propanone)

-

3-(3-ヒドロキシ-4-メトキ
シフェニル)-1-(2,4,6-トリ
ヒドロキシフェニル)プロ
パン-1-オン
(別名：3-(3-ヒドロキシ-
4-メトキシフェニル)-1-
(2,4,6-トリヒドロキシフェ
ニル)-1-プロパノン)

- ケトン類 5 35400-60-3

3228

1-[(prop-1-en-1-
yl)sulfanyl]prop-1-ene
(別名：di-1-propenyl
sulfide)

-

1-[(プロパ-1-エン-1-イ
ル)スルファニル]プロプ-
1-エン
(別名：ジ-1-プロペニル
スルフィド)

- チオエーテル類 10 33922-80-4
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

3229
 4,7-
dimethylhexahydrocyclope
nta[c ]pyran-1(3H )-one

-
4,7-ジメチル-ヘキサヒド
ロシクロペンタ[c ]ピラン-
1(3H )-オン

- ラクトン類 18 21950-33-4

3230
4,7-
dimethylhexahydrocyclope
nta[c ]pyran-3(1H )-one

-
4,7-ジメチル-ヘキサヒド
ロシクロペンタ[c ]ピラン-
3(1H )-オン

- ラクトン類 18 1127-68-0

3231

5-(hept-6-en-1-
yl)oxolan-2-one
(別名：5-(6-
heptenyl)oxolan-2-one)

-

5-(ヘプト-6-エン-1-イ
ル)オキソラン-2-オン
(別名：5-(6-ヘプテニル)
オキソラン-2-オン)

- ラクトン類 18 854737-08-9

3232
sodium 2-(4-
methoxyphenoxy)propanoa
te

-
2-(4-メトキシフェノキシ)
プロパノエート ナトリウ
ム塩

- 脂肪酸類 6 150436-68-3

3233
(5E )-oct-5-enal
(別名：trans -5-octenal)

-
(5E )-オクト-5-エナール
(別名：trans -5-オクテ
ナール)

- 脂肪族高級アルデヒド類 8 41547-29-9

3234
ethyl 3-methyl-2-
oxopentanoate

-
エチル 3-メチル-2-オキ
ソペンタノエート

- エステル類 4 26516-27-8

3235
4-(furfurylthio)-2-
pentanone

-
4-(フルフリルチオ)-2-ペ
ンタノン

- ケトン類 5 180031-78-1

3236
3,7-dimethyl-2-
methylene-6-en-1-ol

-
3,7-ジメチル-2-メチレン
-6-エン-1-オール

- 脂肪族高級アルコール類 7 18478-46-1

3237
2,3,7-trimethyl-oct-6-en-
1-ol

-
2,3,7-トリメチル-オクト-
6-エン-1-オール

- 脂肪族高級アルコール類 7 22418-69-5

3238
S -methyl 5-(1-
ethoxyethoxy)tetradecane
thioate

-
S -メチル 5-(1-エトキシ
エトキシ)テトラデカンチ
オエート

- エステル類 4 2180135-08-2

3239
3-methylbutane-1,3-
dithiol

-
3-メチルブタン-1,3-ジチ
オール

- チオール類 11 98139-71-0

3240
3,6-diethyl-1,2,4,5-
tetrathiane and 3,5-
diethyl-1,2,4-trithiolane

-

3,6-ジエチル-1,2,4,5-テ
トラチアン and 3,5-ジエ
チル-1,2,4,5-テトラチア
ン

- チオエーテル類 10
54717-12-3
54644-28-9

3241
4-ethoxy-2,5-
dimethylfuran-3(2H )-one

-
4-エトキシ-2,5-ジメチル
フラン-3(2H )-オン

- ケトン類 5 65330-49-6

3242
4-hydroxy-3-
methoxyphenylacetic acid

-
4-ヒドロキシ-3-メトキシ
フェニルアセチック アシ
ド

- 脂肪酸類 6 306-08-1

3243
2-methyl-5,6-
dihydropyridin-3(4H )-one

-
2-メチル-5,6-ジヒドロピ
リジン-3(4H )-オン

- ケトン類 5 176449-51-7 

3244
5-tetradecyloxolan-2-one
(別名：gamma-
octadecalactone)

-

5-テトラデシルオキソラ
ン-2-オン
(別名：γ-オクタデカラク
トン)

- ラクトン類 18 502-26-1

3245
4,5-dimethyl-2-(2-
methylpropyl)-1,3-oxazole

-
4,5-ジメチル-2-(2-メチ
ルプロピル)-1,3-オキサ
ゾール

- エーテル類 3 26131-91-9

3246
S -(3-methylbut-2-en-1-
yl) ethanethioate

-
S -(3-メチルブタ-2-エン
-1-イル)エタンチオエー
ト

- エステル類 4 33049-93-3

3247
3-phenylpropyl 2-(4-
hydroxy-3-
methoxyphenyl)acetate

-
3-フェニルプロピル 2-
(4-ヒドロキシ-3-メトキシ
フェニル)アセテート

- エステル類 4 105025-99-8

3248
ethyl 5-
hydroxyundecanoate

-
エチル 5-ヒドロキシウン
デカノエート

- エステル類 4 827347-73-9

3249
ethyl 5-
hydroxydodecanoate

-
エチル 5-ヒドロキシドデ
カノエート

- エステル類 4 220042-56-8

3250
ethyl 3-(2-
hydroxyphenyl)propionate

-
エチル 3-(2-ヒドロキシ
フェニル)プロピオネート

- エステル類 4 20921-04-4
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SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類
類番
号

CAS番号

3251
ethyl S -1-
methoxyhexane-3-yl
carbonothioate

-
エチル　S -1-メトキシヘ
キサン-3-イルカルボノ
チオエート

- エステル類 4 1241905-19-0

3252
2,4-dimethyltetrahydro-
4H -pyrrolo[2,1-
d ][1,3,5]dithiazine

-
2,4-ジメチルテトラヒドロ-
4H -ピロロ[2,1-d ][1,3,5]
ジチアジン

- チオエーテル類 10 134356-39-1

注）本リスト中に示した品目については、特に記載がない限り、CAS番号にかかわらず、その光学異性体を含むものであること。
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