
第１類

化学品，のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除

く。），植物成長調整剤類，肥料，陶磁器用釉薬，塗装用
ゆう

パテ, 高級脂肪酸，非鉄金属，非金属鉱物，写真材料，試

験紙（医療用のものを除く。），人工甘味料，工業用粉類，

原料プラスチック，パルプ

化学品 ０１Ａ０１

［第２類 第３類 第４類 第19類 第30類］

１ 無機酸類

亜硫酸 塩化スルホン酸 塩酸 過塩素酸 混酸 硝酸 タングステン酸 ほう酸

よう素酸 硫酸 りん酸

２ アルカリ類

アンモニア水 か性カリ か性ソーダ 消石灰 水酸化アルミニウム 水酸化カルシ

ウム 水酸化セリウム 水酸化バリウム 水酸化マグネシウム

３ 無機塩類

（１）ハロゲン化物及びハロゲン酸塩

亜塩素酸ソーダ 塩化亜鉛 塩化アルミニウム 塩化アンモニウム 塩化カリ 塩

化カルシウム 塩化金 塩化銀 塩化クロム 塩化ジルコニウム 塩化すず 塩化セ

リウム 塩化そう鉛 塩化鉄 塩化パラジウム 塩化バリウム 塩化マグネシウム

塩化マンガン 塩化りん 塩素酸ソーダ 過塩素酸アンモニウム 甘こう 工業塩

合成氷晶石 さらし粉 次亜塩素酸ソーダ 臭化アンモニウム 臭化ソーダ 昇こう

ふっ化アンモニウム ふっ化カリ ふっ化カルシウム ふっ化セリウム ふっ化ソ

ーダ ふっ化マグネシウム よう化アルミニウム よう化カリ よう化カルシウム

よう化銀 よう化ソーダ

（２）硫酸塩

亜硫酸ソーダ 過硫酸アンモニウム 重亜硫酸ソーダ チオ硫酸ソーダ 硫酸亜鉛

硫酸アルミニウム 硫酸アンモニウム 硫酸鉛 硫酸カリ 硫酸銀 硫酸水銀 硫

酸ソーダ 硫酸第一鉄 硫酸銅 硫酸ニッケル 硫酸バリウム 硫酸マグネシウム

（３）硝酸塩

亜硝酸銀 亜硝酸そう鉛 亜硝酸ソーダ 亜硝酸バリウム 硝酸アルミニウム 硝

酸アンモニウム 硝酸ウラン 硝酸鉛 硝酸カリ 硝酸カルシウム 硝酸銀 硝酸水

銀 硝酸そう鉛 硝酸ソーダ 硝酸鉄 硝酸テリウム 硝酸バリウム 硝酸マンガン

（４）りん酸塩



二塩基性りん酸カリ メタりん酸マンガン りん酸アンモニウム りん酸カリ

りん酸カルシウム りん酸ソーダ りん酸マンガン

（５）炭酸塩

重炭酸アンモニウム 重炭酸ソーダ 炭酸アンモニウム 炭酸鉛 炭酸カリ 炭酸

カルシウム 炭酸ソーダ 炭酸銅 炭酸マグネシウム 炭酸マンガン

（６）けい酸塩及びほう酸塩

過ほう酸ソーダ けい酸亜鉛 けい酸アルミニウム けい酸カリ けい酸カルシウ

ム けい酸ソーダ けいふっ化マグネシウム けいふっ酸ソーダ テトラほう酸ソー

ダ

（７）シアン化物及びシアン酸塩

シアン化カリ シアン化カルシウム シアン化銀 シアン化水素 シアン化ソーダ

シアン酸カリウム

（８）金属酸塩

アルミン酸塩 アンチモン酸塩 ウラン酸塩 塩化金ソーダ 過マンガン酸カリ

過マンガン酸ソーダ クロム酸鉛 クロム酸ソーダ 重クロム酸アンモニウム 重ク

ロム酸カリウム 重クロム酸ソーダ すず酸塩 タングステン酸ソーダ バナジウム

酸アンモニウム マンガン酸塩 モリブデン酸アンモニウム モリブデン酸ソーダ

（９）錯塩及び複塩

アンモニウム明ばん 黄血塩 カリ明ばん クロム明ばん 赤血塩 ソーダ明ばん

鉄明ばん ふっ化ナトリウムアルミニウム マンガン明ばん 硫酸ニッケルアンモ

ニウム

４ 単体

（１）非金属元素

アルゴン 硫黄 塩素 キセノン クリプトン 酸素 臭素 水素 炭素 窒素

ネオン ひ素 ふっ素 ヘリウム ほう素 よう素 ラドン りん

（２）金属元素

カリウム カルシウム ナトリウム

５ 酸化物

（１）非金属酸化物

亜ひ酸 亜硫酸ガス 過酸化水素 けい酸ゲル 炭酸ガス 無水りん酸

（２）金属酸化物

過酸化バリウム 酸化アルミニウム 酸化アンチモン 酸化ウラン 酸化鉛 酸化

カルシウム 酸化銀 酸化クローム 酸化コバルト 酸化ジルコニウム 酸化水銀

酸化すず 酸化チタン 酸化鉄 酸化ニッケル 酸化マグネシウム 二酸化マンガン

６ 硫化物

重硫化カルシウム 二硫化炭素 硫化亜鉛 硫化アンチモン 硫化アンモニウム 硫

化カドミウム 硫化カルシウム 硫化水銀 硫化すず 硫化ソーダ 硫化鉄 硫化バリ

ウム 硫化りん

７ 炭化物



カルシウムカーバイド 炭化けい素 タングステンカーバイド

８ 水

重水 蒸留水 軟化水

９ 空気

圧縮空気 液体空気

10 芳香族

アントラセン ジフェニル ジフェニルメタン シメン スチルベン スチロール

トリフェニルメタン トルオール ナフタリン フェナントレン

11 脂肪族

アセチレン エタン エチレン シクロヘキサン シクロペンタン ブタジエン プ

ロピレン メタン

12 有機ハロゲン化物

エチレンクロールヒドリン 塩化アリル 塩化エチル 塩化ビニル 塩化ベンジル

塩化メチル 塩化メチレン クロールナフタリン クロールプロピレン クロールベン

ゾール クロロプレン 四塩化アセチレン 四塩化エタン 四塩化炭素 ジクロールエ

タン ジクロールベンゾール トリクロールエチレン ふっ化塩化炭素 ブロムベンゾ

ール ブロモホルム ヘキサクロールエタン ホスゲン

13 アルコール類

アミルアルコール アラビトール アリルアルコール エチルアルコール エリスリ

トール オレイルアルコール グリコール グリセリン けい皮アルコール セチルア

ルコール フーゼル油 ブタノール ベンジルアルコール メチルアルコール メルカ

プタン ラウリルアルコール

14 フェノール類

キシレノール クレゾール 石炭酸 タンニン酸 チモール ニトロアミノフェノー

ル ニトロフェノール ピクリン酸 ヒドロキノン 没食子酸 レゾルシン

15 エーテル類

アニソール エチルエーテル エチレンオキサイド クロールメチルエーテル ジイ

ソプロピルエーテル チオエーテル ベンジルエーテル メチルエーテル

16 アルデヒド類及びケトン類

アセタール アセトアルデヒド アセトフェノン アセトン オキシム キンヒドロ

ン クロトンアルデヒド セミカルバゾン パラアルデヒド ヒドラゾン ベンズアル

デヒド ベンゾフェノン ホルムアルデヒド

17 有機酸及びその塩類

アジピン酸 アミノナフトールスルホン酸トルイジン 安息香酸 アントラニル酸

オキシナフチオン酸ソーダ ぎ酸 ぎ酸塩 吉草酸 クエン酸 グルタミン酸 クロト

ン酸 ケトグリタール酸 コール酸 こはく酸 酢酸 酢酸塩 サルチル酸 しゅう酸

しゅう酸塩 重酒石酸カリ 重酒石酸カリソーダ 酒石酸 酒石酸ソーダ スルファニ

ル酸ソーダ セバシン酸 トルオールスルフォクロライド ナフチオン酸ソーダ 乳酸

フタール酸 無水フタール酸 メタアクリル酸 モノクロール酢酸



18 エステル類

エチルフタレート 酢酸アミル 酢酸エステル 酢酸オクチル 酢酸ビニル 酢酸ブ

チル 酢酸メチル ジエチルフタレート ジメチルフタレート ジメチル硫酸 マロン

酸エチル

19 窒素化合物

アクリルニトリル アジキシンベンゾール アセトアニリド アゾベンゾール アニ

リン エチルアミン エチルウレタン クロールニトロアニリン クロールニトロベン

ゾール ジシアンジアミド ジニトロナフタレン ジメチルアニリン ダイアニシジン

チオ尿素 トリエタノールアミン トリジン トルイジン ナフチルアミン ニトロ

グリセリン ニトロセルローズ ニトロトルイジン ニトロトルオール ニトロナフタ

レン ニトロパラフィン ニトロベンゾール 尿素 パラアミノアセトアニリド ヒド

ラゾベンゾール フェニレンジアミン ヘキサメチレンジアミン ベンチジン メチル

アミン ラクタム 硫酸トリジン 硫酸トルイジン 硫酸ベンチジン

20 異節環状化合物

インドール カルバゾール キヌリン チオフェン ピリジン ピリミジン ピロー

ル フラン フルフロール

21 炭水化物

ガラクトーゼ キシローゼ グリコーゲン セルローズ デキストリン マンノーゼ

ラムノーゼ

22 アラビヤゴム クレオソート しょうのう しょうのう油 はっかのう はっか油

ボルネオール

23 たんぱく質及び酵素

アルブミン ウレアーゼ グリアジン グルテリン グロブリン 糖たんぱく トリ

プシン ヌクレオたんぱく プロタミン ペプシン りんたんぱく

24 有機りん化合物及び有機ひ素化合物

塩化カコジル ホスフィン

25 有機金属化合物

亜鉛エチル オルガノシロキサン オルガノハロゲノシラン 四エチル鉛 よう化亜

鉛エチル

26 界面活性剤

起泡剤 吸着剤 仕上げ助剤 湿潤剤 柔軟剤（洗濯用のものを除く。） 消泡剤

織布助剤 浸透剤 精練助剤 染色助剤 帯電防止剤（家庭用のものを除く。） 脱脂 剤

（家庭用のものを除く。） 脱色剤 乳化剤 はっ水剤 分散剤 紡績助剤 離型剤

27 化学剤

亜鉛めっき用剤 イオン交換樹脂 イオン交換樹脂膜 化学用試剤 かす除去剤 可

塑剤 加炭剤 壁紙剥離剤 加硫促進剤 還元剤 金属溶接剤 金属溶接助剤 空気連

行剤 鋼鉄焼き入れ剤 ゴム用処理剤 酸化剤 消火剤 触媒剤 食物保存剤 清缶剤

セメント急結剤 セメント混合剤 耐火剤 耐水剤 タイヤのパンク防止剤 鍛鋼剤



鋳造剤 中和剤 つや消し剤 展着剤 電池用硫化防止剤 土壌安定剤 軟化剤

燃料節約剤 剥離剤 発熱剤 発熱用コムパウンド はんだ付け用ペースト 皮革処

理剤 被服のひだ付け用剤 漂白剤（洗濯用のものを除く。） 不凍剤 防かび剤 防

湿剤 防縮剤 防しわ剤 防水剤 保温剤 焼き戻し剤 溶剤 冷凍剤 老化防止剤

ろ過清澄剤

のり及び接着剤（事務用又は家庭用のものを除く。） ０１Ａ０２

［第３類 第16類］

アラビヤのり カゼインのり ゴムのり ゼラチン デキストリンのり でん粉のり

にかわ プラスチック接着剤 水ガラス ラテックスのり

植物成長調整剤類 ０１Ｂ０２

［第５類］

植物育成剤 植物ホルモン剤 土壌改良剤 発芽抑制剤

肥料 ０２Ａ０１

１ 化学肥料

塩安 塩化カリ肥料 過りん酸石灰 けいカリ肥料 重過りん酸石灰 硝安 硝酸ソ

ーダ 焼成カリ肥料 石灰窒素 チリ硝石 トーマスりん肥 尿素 マンガン肥料 溶

成りん肥 硫安 硫酸カリ肥料

２ 天然肥料

海産肥料 グアノ 血粉 骨粉 搾油かす 酒かす しょうゆかす 堆肥 肉粉 ぬ

か ピート ビールかす ふすま 腐葉土

３ 複合肥料

化成肥料 配合肥料

４ 植物生育用人工土壌

鉱物製の植物生育用人工土壌 プラスチック製の植物生育用人工土壌

陶磁器用釉薬 ０３Ｂ０２
ゆう



塗装用パテ ０３Ｃ０１

［第２類 第３類］

高級脂肪酸 ０５Ｅ０１

オレイン酸 ステアリン酸 パルミチン酸

非鉄金属 ０６Ａ０２

［第２類 第６類 第14類］

アクチニウム アメリシウム アンチモン イッテルビウム イットリウム ウラニ

ウム エルビウム ガドリニウム ガリウム カリフォルニウム キュリウム サマリ

ウム ジスプロシウム シリコン 水銀 スカンジウム ストロンチウム セシウム

セリウム セレニウム そう鉛 タリウム ツリウム テクネチウム テルビウム テ

ルリウム トリウム ネオジミウム ネプツニウム バークリウム バリウム フェル

ミウム プラセオジミウム フランシウム プルトニウム プロトアクチニウム プロ

メチウム ホルミウム ユーロピウム ラジウム ランタン リチウム ルビジウム

レニウム

非金属鉱物 ０６Ｂ０１

［第６類 第14類 第17類 第19類 第20類］

硫黄 鋳型砂 カオリン 滑石 岩塩 珪藻土 酸性白土 重晶石 硝石 天然黒鉛
けい

ドロマイト 氷晶石 ベントナイト ボーキサイト 蛍石 マグネサイト 明ばん石

りん鉱

写真材料 １０Ｅ０１



青写真紙 印画紙 感光剤 乾板 現像薬 閃光粉 定着剤 フィルム
せん

（備考）「写真材料」は、第９類「写真機械器具」に類似と推定する。

試験紙（医療用のものを除く。） ２５Ａ０１

［第５類 第16類 第17類 第27類］

人工甘味料 ３１Ａ０３

［第30類］

工業用粉類 ３３Ａ０３

［第30類］

くず粉 コーンスターチ 小麦粉 米粉 さつまいも粉 じゃがいも粉 そば粉 豆

粉 麦粉

原料プラスチック ３４Ａ０１

［第17類］

１ 縮合型プラスチック

エポキシ樹脂 けい素樹脂 尿素樹脂 フェノール樹脂 ポリアミド樹脂 ポリエス

テル樹脂 メラミン樹脂

２ 重合型プラスチック

アクリル樹脂 ふっ素樹脂 ポリウレタン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリ塩化ビニリ

デン樹脂 ポリ塩化ビニル樹脂 ポリ酢酸ビニル樹脂 ポリスチレン樹脂 ポリプロピ

レン樹脂

３ セルローズプラスチック

酢酸セルローズプラスチック セルロイド

４ たんぱく質プラスチック

カゼイン樹脂



パルプ ３４Ｄ０１

１ 砕木パルプ

ケミグランドパルプ ケミメカニカルパルプ 特砕木パルプ 並砕木パルプ

２ 化学パルプ

亜硫酸パルプ クラフトパルプ セミケミカルパルプ ソーダパルプ レーヨンパル

プ


