新旧対照表
令和元年７月
名称
通し番号

整理番号

公示日
改正後（新）

1

2

3

4

5

4470

4473

4623

4624

改正前（旧）

4-(2)-85

S54.2.5

ｐ －［ｍ －（２－スルホオキシエチルスルホニル）フェニル ｐ －〔ｍ －（２－スルホオキシエチルスルホニル）アニリノ
カルバモイル］ベンゼンジアゾニウム＝硫酸水素塩
カルバモイル〕ベンゼンジアゾニウム＝硫酸水素塩

8-(7)-948

H3.9.25

（２Ｓ ，５Ｒ ）－２－ジフェニルメチルオキシカルボニル－ （２Ｓ ，４Ｒ ，５Ｒ ）－２－ジフェニルメチルオキシカルボ
３，３－ジメチル－７－オキソ－４－チア－１－アザビシク ニル－３，３－ジメチル－７－オキソ－４－チア－１－アザ
ロ［３．２．０］ヘプタン－４－オキシド
ビシクロ［３．２．０］ヘプタン－４－オキシド

8-(7)-949

H3.9.25

（２Ｓ ，５Ｒ ）－６，６－ジブロモ－２－ジフェニルメチル
オキシカルボニル－３，３－ジメチル－７－オキソ－４－チ
ア－１－アザビシクロ［３．２．０］ヘプタン－４－オキシ
ド

（２Ｓ ，４Ｒ ，５Ｒ ）－６，６－ジブロモ－２－ジフェニル
メチルオキシカルボニル－３，３－ジメチル－７－オキソ－
４－チア－１－アザビシクロ［３．２．０］ヘプタン－４－
オキシド

8-(7)-957

（２Ｓ ，３Ｓ ，５Ｒ ）－２－カルボキシ－３－メチル－７－
オキソ－３－（１Ｈ －１，２，３－トリアゾール－１－イル
H3.12.25
メチル）－４－チア－１－アザビシクロ［３．２．０］ヘプ
タン－４，４－ジオキシド

（２Ｓ ，３Ｒ ，５Ｒ ）－３－メチル－７－オキソ－３－（１
Ｈ －１，２，３－トリアゾ－ル－１－イルメチル）－４－チ
ア－１－アザビシクロ［３．２．０］ヘプタン－２－カルボ
ン酸 ４，４－ジオキシド

8-(7)-958

（２Ｓ ，３Ｓ ，５Ｒ ）－２－ジフェニルメチルオキシカルボ
ニル－３－メチル－７－オキソ－３－（１Ｈ －１，２，３－
H3.12.25
トリアゾール－１－イルメチル）－４－チア－１－アザビシ
クロ［３．２．０］ヘプタン－４，４－ジオキシド

（２Ｓ ，３Ｒ ，５Ｒ ）－３－メチル－７－オキソ－３－（１
Ｈ －１，２，３－トリアゾ－ル－１－イルメチル）－４－チ
ア－１－アザビシクロ［３．２．０］ヘプタン－２－カルボ
ン酸ベンズヒドリル ４，４－ジオキシド

1

6

7

8

9

10

4625

4735

4830

5907

6405

8-(7)-959

8-(4)-1127

8-(1)-2126

12-701

8-(3)-819

（２Ｓ ，３Ｓ ，５Ｒ ）－３－メチル－７－オキソ－３－（１
Ｈ －１，２，３－トリアゾール－１－イルメチル）－４－チ
H3.12.25
ア－１－アザビシクロ［３．２．０］ヘプタン－２－カルボ
ン酸＝ジフェニルメチル

（２Ｓ ，３Ｒ ，５Ｒ ）－３－メチル－７－オキソ－３－（１
Ｈ －１，２，３－トリアゾール－１－イルメチル）－４－チ
ア－１－アザビシクロ［３．２．０］ヘプタン－２－カルボ
ン酸ベンズヒドリル

H4.3.25

６－ジアゾ－５－オキソ－５，６－ジヒドロナフタレン－１
－スルホン酸と４－（７－ヒドロキシ－２，４，４－トリメ
チルクロマン－２－イル）ベンゼン－１，３－ジオールのジ
エステル化反応生成物及びトリエステル化反応生成物の混合
物

７－（６－ジアゾ－５－オキソ－５，６－ジヒドロナフチル
スルホニルオキシ）－２－〔２－ヒドロキシ－４－（６－ジ
アゾ－５－オキソ－５，６－ジヒドロナフチルスルホニルオ
キシ）〕フェニル〕－２，４，５－トリメチルクロマンと７
－（６－ジアゾ－５－オキソ－５，６－ジヒドロナフチルス
ルホニルオキシ）－２－〔２，４－ビス（６－ジアゾ－５－
オキソ－５，６－ジヒドロナフフチルスルホニルオキシ）
フェニル〕－２，４，５－トリメチルクロマン（混合物）

H4.6.25

（Ｒ ）－２，６－ジメチル－４－（３－ニトロフェニル）－
１，４－ジヒドロピリジン－３，５－ジカルボン酸＝３－
（Ｒ ）－（１－ベンジルピペリジン－３－イル）＝５－メチ
ル＝塩酸塩（鏡像異性体を含む）（別名：塩酸ベニジピン）

（Ｒ’）－２，６－ジメチル－４－（３－ニトロフェニル）
－１，４－ジヒドロピリジン－３，５－ジカルボン酸＝３－
（Ｒ’）－（１－ベンジルピペリジン－３－イル）＝５－メ
チル＝塩酸塩

H6.6.24

３－アルキル（Ｃ １２～１３）オキシ－１，２－エポキシ
プロパンと４－［４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニ
ル）－１，３，５－トリアジン－２－イル］－１，３－ベン
ゼンジオールの反応生成物

３－アルキル（Ｃ １２～１３）－１，２－エポキシプロパ
ンと４－〔４，６－ビス（２，４－ジメチルフェニル）－
１，３，５－トリアジン－２－イル〕－１，３－ベンゼンジ
オ－ルの反応生成物

H7.3.24

７－（４－｛４－クロロ－６－［４－（２－スルホオキシエ
チルスルホニル）アニリノ］－１，３，５－トリアジン－２
－イルアミノ｝－２－ウレイドフェニルアゾ）－１，３，６
－ナフタレントリスルホン酸＝四ナトリウム塩

７－〔４－〔４－クロロ－６－〔４－（２－スルホキシエチ
ルスルホニル）アニリノ〕－１，３，５－トリアジン－２－
イルアミノ〕－２－ウレイドフェニルアゾ〕－１，３，６－
ナフタレントリスルホン酸＝四ナトリウム塩

2

11

7324

8-(3)-868

８－アミノ－２－（５－｛４－（２－エチルアニリノ）－６
－［２－（２－スルホオキシエチルスルホニル）エチルアミ
ノ］－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ｝－２－ス
ルホフェニルアゾ）－１－ヒドロキシ－７－［４－（２－ス
ルホオキシエチルスルホニル）フェニルアゾ］－３，６－ナ
フタレンジスルホン酸＝五ナトリウム塩と８－アミノ－２－
（５－｛４－（２－エチルアニリノ）－６－［２－（２－ス
ルホオキシエチルスルホニル）エチルアミノ］－１，３，５
－トリアジン－２－イルアミノ｝－２－スルホフェニルア
ゾ）－１－ヒドロキシ－７－［４－（２－ヒドロキシエチル
スルホニル）フェニルアゾ］－３，６－ナフタレンジスルホ
ン酸＝四ナトリウム塩と８－アミノ－２－（５－｛４－（２
－エチルアニリノ）－６－［２－（２－スルホオキシエチル
スルホニル）エチルアミノ］－１，３，５－トリアジン－２
H8.12.26 －イルアミノ｝－２－スルホフェニルアゾ）－１－ヒドロキ
シ－７－［４－（ビニルスルホニル）フェニルアゾ］－３，
６－ナフタレンジスルホン酸＝四ナトリウム塩と８－アミノ
－２－（５－｛４－（２－エチルアニリノ）－６－［２－
（２－ヒドロキシエチルスルホニル）エチルアミノ］－１，
３，５－トリアジン－２－イルアミノ｝－２－スルホフェニ
ルアゾ）－１－ヒドロキシ－７－［４－（２－スルホオキシ
エチルスルホニル）フェニルアゾ］－３，６－ナフタレンジ
スルホン酸＝四ナトリウム塩と８－アミノ－２－（５－｛４
－（２－エチルアニリノ）－６－［２－（ビニルスルホニ
ル）エチルアミノ］－１，３，５－トリアジン－２－イルア
ミノ｝－２－スルホフェニルアゾ）－１－ヒドロキシ－７－
［４－（２－スルホオキシエチルスルホニル）フェニルア
ゾ］－３，６－ナフタレンジスルホン酸＝四ナトリウム塩の
混合物

3

８－アミノ－２－〔５－〔４－（２－エチルアニリノ）－６
－〔２－（２－スルホキシエチルスルホニル）エチルアミ
ノ〕－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ〕－２－ス
ルホフェニルアゾ〕－１－ヒドロキシ－７－〔４－（２－ス
ルホキシエチルスルホニル）フェニルアゾ〕－３，６－ナフ
タレンジスルホン酸＝五ナトリウム塩と８－アミノ－２－
〔５－〔４－（２－エチルアニリノ）－６－〔２－（２－ス
ルホキシエチルスルホニル）エチルアミノ〕－１，３，５－
トリアジン－２－イルアミノ〕－２－スルホフェニルアゾ〕
－１－ヒドロキシ－７－〔４－（２－ヒドロキシエチルスル
ホニル）フェニルアゾ〕－３，６－ナフタレンジスルホン酸
＝四ナトリウム塩と８－アミノ－２－〔５－〔４－（２－エ
チルアニリノ）－６－〔２－（２－スルホキシエチルスルホ
ニル）エチルアミノ〕－１，３，５－トリアジン－２－イル
アミノ〕－２－スルホフェニルアゾ〕－１－ヒドロキシ－７
－〔４－（ビニルスルホニル）フェニルアゾ〕－３，６－ナ
フタレンジスルホン酸＝四ナトリウム塩と８－アミノ－２－
〔５－〔４－（２－エチルアニリノ）－６－〔２－（２－ヒ
ドロキシエチルスルホニル）エチルアミノ〕－１，３，５－
トリアジン－２－イルアミノ〕－２－スルホフェニルアゾ〕
－１－ヒドロキシ－７－〔４－（２－スルホキシエチルスル
ホニル）フェニルアゾ〕－３，６－ナフタレンジスルホン酸
＝四ナトリウム塩と８－アミノ－２－〔５－〔４－（２－エ
チルアニリノ）－６－〔２－（ビニルスルホニル）エチルア
ミノ〕－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ〕－２－
スルホフェニルアゾ〕－１－ヒドロキシ－７－〔４－（２－
スルホキシエチルスルホニル）フェニルアゾ〕－３，６－ナ
フタレンジスルホン酸＝四ナトリウム塩の混合物

12

13

7325

7330

8-(3)-869

２－アミノ－４－｛４－（２－エチルアニリノ）－６－［２
－（２－スルホオキシエチルスルホニル）エチルアミノ］－
１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ｝ベンゼンスルホ
ン酸＝二ナトリウム塩と２－アミノ－４－｛４－（２－エチ
ルアニリノ）－６－［２－（２－ヒドロキシエチルスルホニ
H8.12.26
ル）エチルアミノ］－１，３，５－トリアジン－２－イルア
ミノ｝ベンゼンスルホン酸ナトリウムと２－アミノ－４－
｛４－（２－エチルアニリノ）－６－［２－（ビニルスルホ
ニル）エチルアミノ］－１，３，５－トリアジン－２－イル
アミノ｝ベンゼンスルホン酸ナトリウムの混合物

２－アミノ－４－〔４－（２－エチルアニリノ）－６－〔２
－（２－スルホキシエチルスルホニル）エチルアミノ〕－
１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ〕べンゼンスルホ
ン酸＝二ナトリウム塩と２－アミノ－４－〔４－（２－エチ
ルアニリノ）－６－〔２－（２－ヒドロキシエチルスルホニ
ル）エチルアミノ〕－１，３，５－トリアジン－２－イルア
ミノ〕ベンゼンスルホン酸ナトリウムと２－アミノ－４－
〔４－（２－エチルアニリノ）－６－〔２－（ビニルスルホ
ニル）エチルアミノ〕－１，３，５－トリアジン－２－イル
アミノ〕ベンゼンスルホン酸ナトリウムの混合物

8-(3)-870

２－アミノ－４－｛４－クロロ－６－［２－（２－スルホオ
キシエチルスルホニル）エチルアミノ］－１，３，５－トリ
アジン－２－イルアミノ｝ベンゼンスルホン酸＝二ナトリウ
ム塩と２－アミノ－４－｛４－クロロ－６－［２－（２－ヒ
ドロキシエチルスルホニル）エチルアミノ］－１，３，５－
H8.12.26
トリアジン－２－イルアミノ｝ベンゼンスルホン酸ナトリウ
ムと２－アミノ－４－｛４－クロロ－６－［２－（２－ヒド
ロキシエチルスルホニル）エチルアミノ］－１，３，５－ト
リアジン－２－イルアミノ｝ベンゼンスルホン酸ナトリウム
の混合物

２－アミノ－４－〔４－クロロ－６－〔２－（２－スルホキ
シエチルスルホニル）エチルアミノ〕－１，３，５－トリア
ジン－２－イルアミノ〕べンゼンスルホン酸＝二ナトリウム
塩と２－アミノ－４－〔４－クロロ－６－〔２－（２－ヒド
ロキシエチルスルホニル）エチルアミノ〕－１，３，５－ト
リアジン－２－イルアミノ〕べンゼンスルホン酸ナトリウム
と２－アミノ－４－〔４－クロロ－６－〔２－（ビニルスル
ホニル）エチルアミノ〕－１，３，５－トリアジン－２－イ
ルアミノ〕ベンゼンスルホン酸ナトリウムの混合物

4

14

15

7509

7538

8-(3)-879

1-(1)-540

H9.3.25

８－アミノ－２－（５－｛４－クロロ－６－［２－（２－ス
ルホオキシエチルスルホニル）エチルアミノ］－１，３，５
－トリアジン－２－イルアミノ｝－２－スルホフェニルア
ゾ）－１－ヒドロキシ－７－［４－（２－スルホオキシエチ
ルスルホニル）フェニルアゾ］－３，６－ナフタレンジスル
ホン酸＝五ナトリウム塩と８－アミノ－２－（５－｛４－ク
ロロ－６－［２－（２－スルホオキシエチルスルホニル）エ
チルアミノ］－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ｝
－２－スルホフェニルアゾ）－１－ヒドロキシ－７－［４－
（２－ヒドロキシエチルスルホニル）フェニルアゾ］－３，
６－ナフタレンジスルホン酸＝四ナトリウム塩と８－アミノ
－２－（５－｛４－クロロ－６－［２－（２－スルホオキシ
エチルスルホニル）エチルアミノ］－１，３，５－トリアジ
ン－２－イルアミノ｝－２－スルホフェニルアゾ）－１－ヒ
ドロキシ－７－［４－（ビニルスルホニル）フェニルアゾ］
－３，６－ナフタレンジスルホン酸＝四ナトリウム塩と８－
アミノ－２－（５－｛４－クロロ－６－［２－（２－ヒドロ
キシエチルスルホニル）エチルアミノ］－１，３，５－トリ
アジン－２－イルアミノ｝－２－スルホフェニルアゾ）－１
－ヒドロキシ－７－［４－（２－スルホオキシエチルスルホ
ニル）フェニルアゾ］－３，６－ナフタレンジスルホン酸＝
四ナトリウム塩と８－アミノ－２－（５－｛４－クロロ－６
－［２－（ビニルスルホニル）エチルアミノ］－１，３，５
－トリアジン－２－イルアミノ｝－２－スルホフェニルア
ゾ）－１－ヒドロキシ－７－［４－（２－スルホオキシエチ
ルスルホニル）フェニルアゾ］－３，６－ナフタレンジスル
ホン酸＝四ナトリウム塩の混合物

８－アミノ－２－〔５－〔４－クロロ－６－〔２－（２－ス
ルホキシエチルスルホニル）エチルアミノ〕－１，３，５－
トリアジン－２－イルアミノ〕－２－スルホフェニルアゾ〕
－１－ヒドロキシ－７－〔４－（２－スルホキシエチルスル
ホニル）フェニルアゾ〕－３，６－ナフタレンジスルホン酸
＝五ナトリウム塩と８－アミノ－２－〔５－〔４－クロロ－
６－〔２－（２－スルホキシエチルスルホニル）エチルアミ
ノ〕－１，３，５－トリアジン－２－イルアミノ〕－２－ス
ルホフェニルアゾ〕－１－ヒドロキシ－７－〔４－（２－ヒ
ドロキシエチルスルホニル）フェニルアゾ〕－３，６－ナフ
タレンジスルホン酸＝四ナトリウム塩と８－アミノ－２－
〔５－〔４－クロロ－６－〔２－（２－スルホキシエチルス
ルホニル）エチルアミノ〕－１，３，５－トリアジン－２－
イルアミノ〕－２－スルホフェニルアゾ〕－１－ヒドロキシ
－７－〔４－（ビニルスルホニル）フェニルアゾ〕－３，６
－ナフタレンジスルホン酸＝四ナトリウム塩と８－アミノ－
２－〔５－〔４－クロロ－６－〔２－（２－ヒドロキシエチ
ルスルホニル）エチルアミノ〕－１，３，５－トリアゾン－
２－イルアミノ〕－２－スルホフェニルアゾ〕－１－ヒドロ
キシ－７－〔４－（２－スルホキシエチルスルホニル）フェ
ニルアゾ〕－３，６－ナフタレンジスルホン酸＝四ナトリウ
ム塩と８－アミノ－２－〔５－〔４－クロロ－６－〔２－
（ビニルスルホニル）エチルアミノ〕－１，３，５－トリア
ジン－２－イルアミノ〕－２－スルホフェニルアゾ〕－１－
ヒドロキシ－７－〔４－（２－スルホキシエチルスルホニ
ル）フェニルアゾ〕－３，６－ナフタレンジスルホン酸＝四
ナトリウム塩の混合物

H9.3.25

｛２－［４－（２－クロロエチルスルホニル）－α－（２－
オキシド－５－スルホ－３－｛３－［２－（２－スルホオキ
シエチルスルホニル）エチル］ウレイド｝フェニルヒドラゾ
ノ）ベンジルアゾ］－４－スルホベンゾアト－（Ｏ ，Ｏ ’）
（５－）｝銅（Ⅱ）酸＝三ナトリウム塩

〔２－〔４－（２－クロロエチルスルホニル）－α－〔２－
オキシド－５－スルホ－３－〔３－〔２－（２－スルホキシ
エチルスルホニル）エチル〕ウレイド〕フェニルヒドラノ〕
べンジルアゾ〕－４－スルホベンゾアト－（Ｏ ，Ｏ ’）（５
－）〕銅（Ⅱ）酸＝三ナトリウム塩

5

16

17

10109

14733

10-1536

［２，３，３－トリフルオロ－２－（トリフルオロメチル）
－１－プロパノールと２，２，３，４，４，４－ヘキサフル
H13.6.27
オロ－１－ブタノールの混合物］とα－メチル－ω－メトキ
シポリ［オキシ(ジメトキシシランジイル）］の反応生成物

α，β－ジメトキシ－ポリ（ジメトキシシロキサン）と
（２，２，２，３，４，４－ヘキサフルオロ－１－ブタノー
ルと２，２，３，４，４，４－ヘキサフルオロ－１－ブタ
ノールの混合物）の反応生成物

10-1933

４，４’－（エタン－１，１－ジイル）ジフェノール・α －
［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシフェニル）プロピ
ル］ジメチルシリル－ω －［３－（４－ヒドロキシ－３－メ
H19.3.27 トキシフェニル）プロピル］ポリ［オキシ（ジメチルシラン
ジイル）］・４－ｔｅｒｔ －ブチルフェノール・４，４’－
（フルオレン－９，９－ジイル）ビス（２－メチルフェノー
ル）・ホスゲン重縮合物

４，４'－（エタン－１，１－ジイル）ジフェノール・α－
［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシフェニル）プロピ
ル］－ω－［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシフェニ
ル）プロピル（ジメチル）シリル］ポリ（ジメチルシロキサ
ン）・４－tert －ブチルフェノール・４，４'－（フルオレ
ン－９，９－ジイル）ビス（２－メチルフェノール）・ホス
ゲン重縮合物

４，４'－（シクロヘキサン－１，１－ジイル）ジフェノー
ル・α－［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシフェニル）
プロピル］－ω－［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシ
フェニル）プロピル（ジメチル）シリル］ポリ（ジメチルシ
ロキサン）・ビフェニル－４，４'－ジオール・４－tert －
ブチルフェノール・４，４'－（フルオレン－９，９－ジイ
ル）ビス（２－メチルフェノール）・ホスゲン重縮合物

18

14805

10-1944

４，４’－（シクロヘキサン－１，１－ジイル）ジフェノー
ル・α －［３－（４－ヒドロキシ－３－メトキシフェニル）
プロピル］ジメチルシリル－ω －［３－（４－ヒドロキシ－
H19.3.27
３－メトキシフェニル）プロピル］ポリ［オキシ（ジメチル
シランジイル）］・ビフェニル－４，４’－ジオール・４－
ｔｅｒｔ －ブチルフェノール・ホスゲン重縮合物

19

14911

10-1959

H19.3.27

20

（削除）
16836

（削除）
10-2225

H20.9.26 （削除）

ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－カルボン酸＝tert －
ブチルと（末端ヒドロキシ基の水素シルセスキオキサン）の
反応生成物

21

（削除）
19705

（削除）
8-(3)-1279

H23.3.25 （削除）

Ｎ －｛［２'－（１－トリチル－１Ｈ －テトラゾール－５－
イル）ビフェニル－４－イル］メチル｝－Ｌ－バリン＝ベン
ジル

４，４’－（ブタン－２，２－ジイル）ジフェノール・４－
ｔｅｒｔ －ブチルフェノール・ホスゲン重縮合物

6

４，４'－（ブタンジイル）ジフェノール・４－tert －ブチ
ルフェノール・ホスゲン重縮合物

22

（削除）
19763

（削除）
8-(3)-1280

H23.3.25 （削除）

５－［４'－（ブロモメチル）ビフェニル－２－イル］－１－
トリチル－１Ｈ －テトラゾール

23

（削除）
19776

（削除）
8-(3)-1281

H23.3.25 （削除）

Ｎ －ペンタノイル－Ｎ －｛［２'－（１－トリチル－１Ｈ －
テトラゾール－５－イル）ビフェニル－４－イル］メチル｝
－Ｌ－バリン＝ベンジル

24

（削除）
19884

（削除）
9-2546

H23.6.27 （削除）

エテン・１，２－ジフルオロエテン・テトラフルオロエテ
ン・１，１，２－トリフルオロ－２－（トリフルオロメトキ
シ）エテン共重合物

25

（削除）
19885

（削除）
9-2547

H23.6.27 （削除）

エテン・１，２－ジフルオロエテン・テトラフルオロエテ
ン・１，１，２－トリフルオロ－２－（トリフルオロメトキ
シ）エテン・１，１，２，３，３，３－ヘキサフルオロプロ
パ－１－エン共重合物

｛４－アミノ－２－［（１－エチル－２－ヒドロキシ－４－
メチル－６－オキソ－５－スルホメチル－５，６－ジヒドロ
ピリジン－３－イル）ジアゼニル］ベンゼンスルホン酸と
２，４，６－トリフルオロ－１，３，５－トリアジンの反応
生成物｝と１，４－フェニレンジアミンの反応生成物のナト
リウム塩

26

20481

8-(3)-1292

｛４－アミノ－２－［（１－エチル－２－ヒドロキシ－４－
メチル－６－オキソ－５－スルホメチル－１，６－ジヒドロ
ピリジン－３－イル）ジアゼニル］ベンゼンスルホン酸と
H23.12.27
２，４，６－トリフルオロ－１，３，５－トリアジンの反応
生成物｝と１，４－フェニレンジアミンの反応生成物のナト
リウム塩

27

20594

8-(1)-3684

H23.12.27

28

20891

10-2805

ジヒドロキシ［（１Ｒ ）－５－ブロモ－１－メチル－２－ト
ジヒドロキシ［（１Ｒ ）－１－メチル－２－トリチル－１，
リチル－１，３－ジヒドロイソインドール－５－イル］ボラ
３－ジヒドロイソインドール－５－イル］ボラン
ン

｛ジイソシアン酸＝ヘキサン－１，６－ジイル重合体（３量
体を主とする５～１１量体を含む混合物）と［ジイソシアン
酸＝ヘキサン－１，６－ジイル重合体（３量体を主とする５
H24.3.27
～１１量体を含む混合物）とα－ヒドロ－ω－メトキシポリ
（オキシエチレン）の反応生成物］と水の混合物｝からなる
ポリウレア樹脂

7

｛ジイソシアン酸＝ヘキサン－１，６－ジイル重合体（３量
体を主とする５～１１量体を含む混合物）と［ジイソシアン
酸＝ヘキサン－１，６－ジイル重合体（３量体を主とする５
～１１量体を含む混合物）とα－ヒドロ－ω－メトキシポリ
（オキシエチレン）の反応物生成物］と水の混合物｝からな
るポリウレア樹脂

29

20983

10-2822

α－［２－（｛３－［３，５－ビス（５－｛［２－（アクリ
ロイルオキシ）エトキシ］カルボニルアミノ｝－１，３，３
－トリメチルシクロヘキシルメチル）－２，４，６－トリオ
キソ－１，３，５－トリアジン－１－イルメチル］－３，
５，５－トリメチルシクロヘキシル｝カルバモイルオキシ）
－１，１－ジフルオロエチル］－ω－［２－（｛３－［３，
５－ビス（５－｛［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］
カルボニルアミノ｝－１，３，３－トリメチルシクロヘキシ
ルメチル）－２，４，６－トリオキソ－１，３，５－トリア
ジン－１－イルメチル］－３，５，５－トリメチルシクロヘ
キシル｝カルバモイルオキシ）－１，１－ジフルオロエトキ
H24.3.27
シ］ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（１，
１，２，２－テトラフルオロエチレン）］を主成分とする、
α－（１，１－ジフルオロ－２－ヒドロキシエチル）－ω－
（１，１－ジフルオロ－２－ジヒドロキシエトキシ）ポリ
［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロ
エチレン）］と｛１，３，５－トリス［（５－イソシアナト
－１，３，３－トリメチルシクロヘキシル）メチル］－１，
３，５－トリアジナン－２，４，６－トリオンを主成分とす
る、５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）］－
１，３，３－トリメチルシクロヘキサン重合物｝と２－ヒド
ロキシエチル＝アクリラートの反応生成物

30

21283

10-2864

α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシ｛［３－（２，３
H24.6.27 －ジヒドロキシプロポキシ）プロピル］ヒドロキシシランジ
イル｝）

α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシ｛［３－（１，２
－ジヒドロキシエトキシ）プロピル］ヒドロキシシランジイ
ル｝）

31

22102

10-3006

α－ヒドロ－ω－ヒドロキシ（又はジヒドロキシ）フェニル
H25.3.27 ポリ［（ヒドロキシ（又はジヒドロキシ）フェニレンメチレ
ンビフェニル－４，４’－ジイル）メチレン］

α－（ヒドロキシ（又はジヒドロキシ）フェニルメチル）－
ω－ヒドロポリ［ビフェニル－４，４’－ジイルメチレン
（ヒドロキシ（又はジヒドロキシ）フェニレンメチレン）］

8-(4)-1907

トリフェニルスルホニウム＝１，１，２－トリフルオロ－３
－（４，７，７－トリメチル－３－オキソ－２－オキサビシ
H25.6.27
クロ［２．２．１］ヘプタン－１－カルボニルオキシ）プロ
パン－１－スルホナート

トリフェニルホスホニウム＝１，１，２－トリフルオロ－３
－（４，７，７－トリメチル－３－オキソ－２－オキサビシ
クロ［２．２．１］ヘプタン－１－カルボニルオキシ）プロ
パン－１－スルホナート

32

22382

8

α－［２－（｛３－［３，５－ビス（５－｛［２－（アクリ
ロイルオキシ）エトキシ］カルボニルアミノ｝－１，３，３
－トリメチルシクロヘキシルメチル）－２，４，６－トリオ
キソー１，３，５－トリアジンー１－イルメチル］－３，
５，５－トリメチルシクロヘキシル｝カルバモイルオキシ）
－１，１－ジフルオロエチル］－ω－［２－（｛３－［３，
５－ビス（５－｛［２－（アクリロイルオキシ）エトキシ］
カルボニルアミノ｝－１，３，３－トリメチルシクロヘキシ
ルメチル）－２，４，６－トリオキソー１，３，５－トリア
ジンー１－イルメチル］－３，５，５－トリメチルシクロヘ
キシル｝カルバモイルオキシ）－１，１－ジフルオロエトキ
シ］ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（１，
１，２，２－テトラフルオロエチレン）］

５－アルキル（Ｃ １２、分枝型）ジスルファニル－１，
３，４－チアジアゾール－２－チオールと２，５－ビス（ア
ルキル（Ｃ １２、分枝型）ジスルファニル）－１，３，４
－チアジアゾールの混合物

２，５－ビス（９，９－ジメチルデシルジスルファニル）－
１，３，４－チアジアゾール

33

22639

8-(7)-1784

H25.9.27

34

27484

8-(5)-517

（２Ｒ ）－２－［（１ｒ ，４Ｒ ）－４－アミノシクロヘキシ （２Ｒ ）－２－［（１ｒ ，４ｒ ）－４－アミノシクロヘキシ
H31.3.27 ル］－７－クロロ－２，４－ジメチル－２Ｈ －１，３－ベン ル］－７－クロロ－２，４－ジメチル－２Ｈ －１，３－ベン
ゾジオキソール－５－カルボン酸―水（１／３）
ゾジオキソール－５－カルボン酸―水（１／３）

35

36

37

38

27502

27547

27551

27622

10-3799

エタン－１，２－ジオール・２－エチル－２－（ヒドロキシ
メチル）プロパン－１，３－ジオール・α，α’－［プロパ
ン－２，２－ジイルジ（４，１－フェニレン）］ビス［ω－
H31.3.27
ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）］・ベン
ゼン－１，３－ジカルボン酸・ベンゼン－１，４－ジカルボ
ン酸重縮合物

エタン－１，２－ジオール・２－エチル－２－（ヒドロキシ
メチル）プロパン－１，３－ジオール・α，α’－［プロパ
ン－２，２－ジイルジ（４，１－フェニレン）］ビス［ω－
ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）］・ベン
ゼン－１，３－ジカルボン酸・ベンゼン－１，４－ジカルボ
ン酸

8-(5)-518

（１Ｒ ，４ｒ ）－４－［（２Ｒ ）－５－カルボキシ－７－ク
ロロ－２，４－ジメチル－２Ｈ －１，３－ベンゾジオキソー
H31.3.27
ル－２－イル］－Ｎ ，Ｎ －ジメチルシクロヘキサン－１－ア
ミニウム＝クロリド

（１ｒ ，４ｒ ）－４－［（２Ｒ ）－５－カルボキシ－７－ク
ロロ－２，４－ジメチル－２Ｈ －１，３－ベンゾジオキソー
ル－２－イル］－Ｎ ，Ｎ －ジメチルシクロヘキサン－１－ア
ミニウム＝クロリド

8-(1)-4314

（１Ｒ ，４ｒ ）－４－［（２Ｒ ）－７－クロロ－５－
｛［（４，６－ジメチル－２－オキソ－１，２－ジヒドロピ
リジン－３－イル）メチル］カルバモイル｝－２，４－ジメ
H31.3.27
チル－２Ｈ －１，３－ベンゾジオキソール－２－イル］－
Ｎ ，Ｎ －ジメチルシクロヘキサン－１－アミニウム＝４－メ
チルベンゼン－１－スルホナート

（１ｒ ，４ｒ ）－４－［（２Ｒ ）－７－クロロ－５－
｛［（４，６－ジメチル－２－オキソ－１，２－ジヒドロピ
リジン－３－イル）メチル］カルバモイル｝－２，４－ジメ
チル－２Ｈ －１，３－ベンゾジオキソール－２－イル］－
Ｎ ，Ｎ －ジメチルシクロヘキサン－１－アミニウム＝４－メ
チルベンゼン－１－スルホナート

8-(5)-520

（１Ｓ ）－１－フェニルエタン－１－アミニウム＝（２Ｒ ）
－２－｛（１ｒ ，４Ｒ ）－４－［（ｔｅｒｔ －ブトキシカル
H31.3.27 ボニル）アミノ］シクロヘキシル｝－７－クロロ－２，４－
ジメチル－２Ｈ －１，３－ベンゾジオキソール－５－カルボ
キシラート

（１Ｓ ）－１－フェニルエタン－１－アミニウム＝（２Ｒ ）
－２－｛（１ｒ ，４ｒ ）－４－［（ｔｅｒｔ －ブトキシカル
ボニル）アミノ］シクロヘキシル｝－７－クロロ－２，４－
ジメチル－２Ｈ －１，３－ベンゾジオキソール－５－カルボ
キシラート
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