
基ポリマー等の意見提出様式について  Notes for information on base polymers

新規・修正
Add./Revise

案に記載されていない物質として追加する場合には「新規追加」、案に記載されている物質に修正する場合には「修正」を選択してください。
Please select "Add" if new substance needs to be added, and select "Revise" if contents in the draft of the Positive List need to be revised.

告示案における整理番号
Reference number in the PL

案に記載された物質の情報に対する修正意見の場合には、該当する物質の整理番号を記載してください。
When contents in the draft of the Positive List need to be revised, please enter the reference number in the draft.

樹脂の種類
Resin

ポリマーを分類する樹脂の種類の名称を記載してください。（例：ポリエチレン）
告示案に記載された樹脂の種類と異なる場合、その理由を備考欄に記載してください。
Write a name of resin. (ex. Polyethylene)
If the name of resin is different from the listed resin, please write the reason in Remarks column.

使用可能ポリマー
Polymer

ポリマーの名称を、構成するモノマー及び重合体を特定する名称を記載してください。（例：○○・●●共重合体）
Please write the name of a base polymer. The polymer name should be source-based name to identify the monomers included the polymer. (ex. Copolymer
of A and B)

ＣＡＳ登録番号
ＣＡS No.

ポリマーを特定するＣＡＳ登録番号を記載してください。
Please write the CAS registry number of the base polymer.

使用可能食品
Food types

ポリマーを使用する食品区分として該当する場合は「○」を、該当しない場合は「－」を選択してください。
Please select "○" if the polymer can be used for and select "－" if not applicable.

使用可能温度
Maximum temperature

ポリマーを使用する最高温度の区分を記載してください。
Please select classification of the maximum temperature (I for ≤70℃, II for ≤100℃, or III for ≥101℃) which the polymer can be used.

区分
Group

合成樹脂のグループ化に関する資料を確認し、ポリマーが該当する区分（１～７）を記載してください。
Please write the group number (1-7) for the polymer.

備考
Remarks

ポリマーを特定、管理する上で必要な事項（コーティング樹脂関連の必要事項も含む）がある場合には記載してください。
Please write the necessary information to identify the polymer or set a limitation on the use of the polymer if needed,

米国における収載箇所、収載番号
Part number of CFR Title 21 or FCN number

米国におけるポジティブリスト（ＣＦＲ又はＦＣＮ）に収載されている物質であるか確認し、収載番号等を記載してください。
Please check the Code of the Federal Regulation (CFR) and inventory of Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications of the United
States, and write the Part number of the CFR or FCN number which the polymer is listed.

欧州連合における収載箇所、収載番号
FCM substance number in the Union List

欧州連合におけるポジティブリスト（PIM）に収載されている物質であるか確認し、各モノマーについて収載番号等を記載してください。
Please check the Commission Regulation (EU) No 10/2011, and write the FCM substance number of each monomer of the polymer.

基ポリマーに対して微量で重合可能なモノマーに関する意見提出様式について Notes for information on minor monomers can be used for polymerization of base polymers

使用可能モノマー
Monomer

モノマーの名称を具体的に記載してください。
Please write the name of the monomer.

CAS登録番号
ＣＡS No.

モノマーを特定するＣＡＳ登録番号を記載してください。
Please write the CAS registry number of the monomer.

備考
Remarks

モノマーを特定、管理する上で必要な事項がある場合には記載してください。
Please write the necessary information to identify the monomer or set a limitation on the use of the monomer if needed,

当該モノマーを重合するポリマー
＊重合するポリマーが告示案に記載されたポリ
マーの場合、その整理番号を記載
The name of the polymers polymerized by the
minor monomer
*If the polymers are listed in the PL, enter the
reference number.

当該モノマーを重合するポリマーを具体的に記載してください。告示案に記載されたポリマーの場合、その整理番号を記載してください。
Please write the name of the polymer which the monomer is polymerized. If the polymer is listed the draft of the Positive List, please write the reference
number of the draft.

米国における収載箇所、収載番号
Part number of CFR Title 21 or FCN number

米国におけるポジティブリスト（ＣＦＲ又はＦＣＮ）に収載されている物質であるか確認し、収載番号等を記載してください。
Please check the Code of the Federal Regulation (CFR) and inventory of Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications of the United
States, and write the Part number of the CFR or FCN number which the polymer or monomer is listed.

欧州連合における収載箇所、収載番号
FCM substance number in the Union List

欧州連合におけるポジティブリスト（PIM）に収載されている物質であるか確認し、各モノマーについて収載番号等を記載してください。
Please check the Commission Regulation (EU) No 10/2011, and write the FCM substance number of each monomer of the polymer.

添加剤等の意見提出様式について Notes for information on additives etc.

新規・修正
Add./Revise

案に記載されていない物質として追加する場合には「新規追加」、案に記載されている物質に修正する場合には「修正」を選択してください。
Please select "Add" if new substance needs to be added, and select "Revise" if contents in the draft of the Positive List need to be revised.

告示案における整理番号
Reference number in the PL

案に記載された物質の情報の修正意見の場合には、該当する物質の整理番号を記載してください。
When contents in the draft of the Positive List need to be revised, please enter the reference number in the draft.

物質名
Substance name

物質を特定する名称を具体的に記載してください。
Please write the substance name. It should be specific name to identify the substance.

ＣＡＳ登録番号
ＣＡS No.

物質を特定するＣＡＳ登録番号を記載してください。
Please write the CAS registry number of the substance.

添加量等
Use level

合成樹脂に添加する量を、その樹脂が該当する区分毎に合成樹脂全体に対する割合（重量％）として記載してください。使用を想定しない区分は空欄として
ください。なお、塗布する場合には、表面積当たりの塗布量（mg/m2）を記載してください。
Please write the use level of the additives by the polymer group. It should be described in percentage for the whole synthetic resin including the additives
etc. When the substance is coated on the synthetic resin, it should be described in coating quantity per unit surface area（mg/m2）.

その他制限
Other restrictions

物質を使用するにあたって設定することが適切な制限がある場合には記載してください。
Please write the necessary limitation on the use of the substance if needed,

添加剤としての使用目的
Purpose of use as additives

合成樹脂に添加する目的を具体的に記載してください。（例：安定剤、滑剤）
ポリマー構造の物質の場合、基ポリマーではない理由を備考欄に具体的に記載してください。（例：常温で液状、合成樹脂ではなくゴムに当たるなど）
Please write the purpose of use of the substance (e.g., Stabilizer, Filler).
If the substance has polymer structure, please write the reason for listing in the additive list not in the base polymer list. (e.g., it is liquid at room
temperature, it is rubber not a synthetic resin.)

備考
Remarks

物質を特定、管理する上で必要な事項がある場合には記載してください。
Please write the necessary information to identify the substance or set a limitation on the use of the substance if needed,

米国における収載箇所、収載番号
Part number of CFR Title 21 or FCN number

米国におけるポジティブリスト（ＣＦＲ又はＦＣＮ）に収載されている物質であるか確認し、収載番号等を記載してください。
Please check the Code of the Federal Regulation (CFR) and inventory of Inventory of Effective Food Contact Substance (FCS) Notifications of the United
States, and write the Part number of the CFR or FCN number which the substance is listed.

欧州連合における収載箇所、収載番号
FCM substance number in the Union List

欧州連合におけるポジティブリスト（プラスチック規則）に収載されている物質であるか確認し、収載番号等を記載してください。（※）
Please check the Commission Regulation (EU) No 10/2011, and write the FCM substance number of the substance.

※添加剤等の意見提出における安全性情報の提出

Safety information on additives etc

米国、欧州連合におけるポジティブリストに収載されていない場合、別途示す方法、様式により安全性情報を確認した結果を記載・提出してください。

If the substance is not listed in the Positive List of the United States or the European Union, please provide information for the assessment of toxicity of the substance using the

designated form and according to the submission procedure.

※基ポリマーに対して微量で重合可能なモノマーの意見提出における安全性情報の提出

Safety information on minor monomers that can be used for polymerization of base polymers

米国、欧州連合におけるポジティブリストに収載されていない場合、別途示す方法、様式により安全性情報を確認した結果を記載・提出してください。

If the substance is not listed in the Positive List of the United States or the European Union, please provide information for the assessment of toxicity of the substance using the

designated form and according to the submission procedure.


