
化学名/慣用名 商品名 CAS NO
沸点
(℃)

融点
(℃)

化審法分類
官報公示番号

(化審法)
官報公示番号

(安衛法)
消防法

(類別/品名/種別)
荷姿 主　な　用　途 担当部 分類 大分類

1 ﾄﾙｴﾝ ﾄﾙｴﾝ 108-88-3 110.6 -95
優先評価化学物

質
(3)-2 既存 第４類第１石油類 ﾛｰﾘｰ･船・ﾄﾞﾗﾑ170kg 塗料､ｲﾝｷ､接着剤 営業一部 芳香族炭化水素 化成品

2 混合ｷｼﾚﾝ ｷｼﾚﾝ 1330-20-7

o-ｷｼﾚﾝ　144.4
m-ｷｼﾚﾝ　139.1
p-ｷｼﾚﾝ　138.4

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　136.2

o-ｷｼﾚﾝ　-25.2
m-ｷｼﾚﾝ　-47.9
p-ｷｼﾚﾝ　13.3

ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　‐94.9

既存化学物質／
ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　優

先評価化学物質

(3)-3／ｴﾁﾙﾍﾞﾝ
ｾﾞﾝ　3-28

既存 第４類第2石油類 ﾛｰﾘｰ･船 塗料､ｲﾝｷ､接着剤 営業一部 芳香族炭化水素 化成品

3 ｴﾁﾚﾝｵｷｻｲﾄﾞ EO 75-21-8 10.7 -111.3 既存 (2)-218 8-(4)-180
弟9条の3貯蔵

取扱の届出物質
ﾛｰﾘｰ 有機合成原料､界面活性剤､ｸﾞﾘｺｰﾙｴｰﾃﾙ原料 営業一部 その他 化成品

4 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ (MEG) 107-21-1 197.6 -13 既存 (2)-230 - 第4類第三石油類 225kgﾄﾞﾗﾑ､ﾛｰﾘｰ 繊維･ﾌｨﾙﾑ･ﾎﾞﾄﾙ原料､可塑剤､電解液､不凍液､熱媒体 営業一部 グリコール 化成品

5 ｼﾞｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ ｼﾞｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ (DEG) 111-46-6 245 -8 既存 (2)-415 - 第4類第三石油類 225kgﾄﾞﾗﾑ､ﾛｰﾘｰ 樹脂原料､溶剤､可塑剤､ﾛｼﾞﾝｴｽﾃﾙ 営業一部 グリコール 化成品

6 ﾄﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ ﾄﾘｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ (TEG) 112-27-6 287.4 -7.2 既存 (2)-429 - 第4類第三石油類 225kgﾄﾞﾗﾑ､ﾛｰﾘｰ ｳﾚﾀﾝ用ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ原料､溶剤、可塑剤 営業一部 グリコール 化成品

7 ﾒﾁﾙｴﾁﾙｹﾄﾝ MEK 78-93-3 79.6 -87.3
既存/優先評価

化学物質
(2)-542 - 第４類第１石油類 14kg缶･165kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ 樹脂溶剤､塗料､接着剤､ｲﾝｷ､有機合成原料 営業一部 ケトン 化成品

8 ｼﾞｲｿﾌﾞﾁﾚﾝ DIB 25167-70-8 101.4 ～ 104.9  -93.5 ～ -106.49 既存 (2)-24 - 第4類第1石油類 13kg缶･140kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ ｱﾙｷﾙﾌｪﾉｰﾙ原料 営業一部 脂肪族炭化水素 化成品

9 2-ﾌﾞﾁﾙｱﾙｺｰﾙ SBA 78-92-2 99.5 -114.7 既存 (2)-3049 2-(8)-300 第４類第2石油類 14kg缶･165kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ 塗料､可塑剤 営業一部 アルコール 化成品

10 ｼｸﾛﾍﾟﾝﾀﾝ ﾏﾙｶｿﾞｰﾙFH 287-92-3 49.3 -94 白物質 (3)-4166 3－(3)－25 第４類第１石油類 12kg缶･145kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ発泡剤､洗浄剤 営業一部 脂環式炭化水素 化成品

11 ﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾀﾉｰﾙ TBA 75-65-0 82.5 25.5 既存 (2)-3049 2-(8)-303 第4類第１石油類 155kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ 化学品原料､医薬･農薬原料､特殊溶剤 営業一部 アルコール 化成品

12 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ ｽﾜｿﾙﾌﾞETB 7580－85－0 152.5 　-120以下 既存 (2)-2424 - 第４類第2石油類 15kg缶･180kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ 塗料､ｼﾝﾅｰ用溶剤 営業一部 エーテル 化成品

13 ｲｿｵｸﾀﾝ/2,2,4-ﾄﾘﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾀﾝ ﾏﾙｶｿﾞｰﾙ8 540-84-1 99.2 -107.4 既存 (2)-8 - 第４類第１石油類 12kg缶･140kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ
修正液･塗料､接着剤､溶剤､
ｺﾋﾟｰ用溶剤､金属洗浄剤､ｴｱｿﾞｰﾙ用溶剤､反応･抽出溶媒

営業一部 脂肪族炭化水素 化成品

14 ｲｿﾄﾞﾃﾞｶﾝ/ﾍﾟﾝﾀﾒﾁﾙﾍﾌﾟﾀﾝ ﾏﾙｶｿﾞｰﾙR
13475-82-6／
62199-62-6

179 - 既存 (2)-10 - 第４類第２石油類 13kg缶･150kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ ｺﾋﾟｰ用溶剤､金属洗浄剤､ｴｱｿﾞｰﾙ用溶剤､反応･抽出溶媒 営業一部 脂肪族炭化水素 化成品

15 2,2'-ﾋﾞｽ(4-ﾋﾄﾞﾛｷｼｼｸﾛﾍｷｼﾙ)ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 水素化ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA (HBPA) 80-04-6 254～257(2.67kPa) - - (4)-201 -
指定可燃物

(可燃性固体類)
20kg紙袋､500kgﾌﾚｺﾝ 樹脂原料､耐熱性､耐薬品性､耐候性､耐湿性の強化 営業一部 塗料原料ﾓﾉﾏｰ 化成品

16 脂環族系炭化水素樹脂 ﾏﾙｶﾚｯﾂM (ｼﾞｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾞｴﾝ系石油樹脂) - - - - (6)-978 -
指定可燃物

(可燃性固体類)
20kg紙袋・500kgﾌﾚｺﾝ ｺﾞﾑ､ﾀｲﾔ､塗料､ｲﾝｷ､ｱｽﾌｧﾙﾄ 営業一部 石油樹脂 樹脂

17 2-ﾉﾙﾎﾞﾙﾈﾝﾋﾞｼｸﾛ[2,2,1]ﾍﾌﾟﾄ-2-ｴﾝ ﾉﾙﾎﾞﾙﾈﾝ 498-66-8 96 44～46 - (4)-1763 -
第2類

(引火性固体)
IBCｺﾝﾃﾅ､15kg缶 光学系ﾎﾟﾘﾏｰ､医農薬原料 営業一部 樹脂原料 化成品

18 ｼﾞｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾞｴﾝ 高純度ｼﾞｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾞｴﾝ (HDCP) 77-73-6 170 33.6
優先評価化学物

質
(4)-634 -

第4類第2石油類
(非水溶性液体)

193kgﾄﾞﾗﾑ､ﾛｰﾘｰ 反応射出成型樹脂原料 営業一部 樹脂原料 化成品

19 ﾒﾁﾙｼﾞｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾞｴﾝ ﾒﾁﾙｼﾞｼｸﾛﾍﾟﾝﾀｼﾞｴﾝ (MDCPD)
26472-00-4
25321-13-5

200 -50 既存 (4)-1808 -
第4類第2石油類
(非水溶性液体)

185kgﾄﾞﾗﾑ､ﾛｰﾘｰ ｴﾎﾟｷｼ樹脂硬化剤､樹脂原料 営業一部 樹脂原料 化成品

20 2-ﾋﾄﾞﾛｷｼｴﾁﾙﾋﾞﾆﾙｴｰﾃﾙ HEVE 764-48-7 140 - 既存 (7)-97 -
第4類第2石油類

(水溶性液体)
180kgﾄﾞﾗﾑ 塗料､ｺｰﾃｨﾝｸﾞ､ｲﾝｷ 営業一部 樹脂原料 化成品

21 ｼﾞｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉﾋﾞﾆﾙｴｰﾃﾙ DEGV 929-37-3 207.6 - 既存 (7)-97 -
第4類第3石油類

(水溶性液体)
200kgﾄﾞﾗﾑ 塗料､ｺｰﾃｨﾝｸﾞ､ｲﾝｷ 営業一部 樹脂原料 化成品

22 4-ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾞﾁﾙﾋﾞﾆﾙｴｰﾃﾙ HBVE 17832-28-9 187 - - (2)-3248 2-(8)-552
第4類第3石油類
(非水溶性液体)

180kgﾄﾞﾗﾑ 塗料､ｺｰﾃｨﾝｸﾞ､ｲﾝｷ 営業一部 樹脂原料 化成品

23 ﾎﾟﾘﾊﾟﾗﾋﾞﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾏﾙｶﾘﾝｶｰM 24979-70-2 - - - (6)-994 -
指定可燃物
(合成樹脂類)

10kg紙袋 ｴﾎﾟｷｼ樹脂硬化剤､金属表面処理剤､感光材料 営業一部 耐熱樹脂 樹脂

24 ﾊﾟﾗﾀｰｼｬﾘｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ ﾊﾟﾗｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ (POP) 140-66-9 276 84 既存 (3)-503 -
指定可燃物（可燃性固体

類）
25kg紙袋､350kgﾌﾚｺﾝ､ﾛｰﾘｰ

油溶性フェノール樹脂原料、粘着付与材原料、紫外線吸収
剤原料

営業一部
界面活性剤、

酸化防止剤原料
化成品

25 ﾍﾟﾝﾀﾝ (ﾉﾙﾏﾙﾍﾟﾝﾀﾝ/ｲｿﾍﾟﾝﾀﾝ) ﾍﾟﾝﾀﾝ
109-66-0（n-ﾍﾟﾝ

ﾀﾝとして）
36～28 -130～-160 既存 (2)-5 - 第４類特殊引火物 200ℓﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ 合成樹脂発泡剤､金属洗浄剤､接着剤､ｲﾝｷ 営業一部 脂肪族炭化水素 化成品

26
n-ﾍｷｻﾝ (2-ﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾀﾝ/3-ﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾀﾝ/2,2-ｼﾞﾒﾁﾙﾌﾞﾀﾝ
/2,3-ｼﾞﾒﾁﾙﾌﾞﾀﾝ)

n-ﾍｷｻﾝ
101316-67-0／
110-54-3（n-ﾍｷ

ｻﾝとして）
67 -94 既存 (2)-6 (9)-2602 第４類第１石油類 13kg缶･136kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ･船 接着剤､食用油抽出溶剤､ｲﾝｷ､ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ用重合溶媒 営業一部 脂肪族炭化水素 化成品

27
ｲｿﾍｷｻﾝ (2-ﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾀﾝ/ 3-ﾒﾁﾙﾍﾟﾝﾀﾝ/ 2,2-ｼﾞﾒﾁﾙﾌﾞﾀﾝ
/ 2,3-ｼﾞﾒﾁﾙﾌﾞﾀﾝ)

ｲｿﾍｷｻﾝ

101316-67-0
(107-83-5/
96-14-0/
75-83-2/
79-29-8)

61～63
( 60.3/
 63.28/
 49.74/
 57.98 )

ー
（ -153.7/
 - - -/
-99.87/
-128.54）

既存 (2)-6 - 第4類第一石油類 12kg缶･135kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ 接着剤､ｲﾝｷ､ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ用重合溶媒､洗浄剤 営業一部 脂肪族炭化水素 化成品

28 ﾒﾁﾙｼｸﾛﾍｷｻﾝ/ﾍｷｻﾋﾄﾞﾛﾄﾙｴﾝ ｽﾜｸﾘｰﾝMCH 108-87-2 100.9 -127 既存 (3)-2230 既存 第４類第１石油類 12kg缶･150kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ 修正液､ｲﾝｷ､医農薬反応溶媒 営業一部 脂環式炭化水素 化成品

29 軽質芳香族溶剤 ｽﾜｿﾞｰﾙ1000 64742-95-6
初留点150以上

(管理値)
- 既存 (9)-2578 既存 第４類第2石油類 15kg缶･170kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ 焼付塗料用溶剤､ｲﾝｷ､金属洗浄剤 営業一部 芳香族炭化水素 化成品

30 重質芳香族溶剤 ｽﾜｿﾞｰﾙ1500 64742-94-5
初留点180～185

(管理値)
- 既存 (9)-2578 既存 第４類第2石油類 15kg缶･170kgﾄﾞﾗﾑ･ﾛｰﾘｰ 焼付塗料用溶剤､ｲﾝｷ､金属洗浄剤 営業一部 芳香族炭化水素 化成品

31 重質芳香族溶剤 ｽﾜｿﾞｰﾙ1800 64742-94-5
初留点195以上

(管理値)
- 既存 (9)-2578 既存 第４類第3石油類 180kgﾄﾞﾗﾑ 焼付塗料用溶剤､ｲﾝｷ､金属洗浄用剤 営業一部 芳香族炭化水素 化成品

〒104-0042　　東京都中央区入船2-1-1
丸善油化商事株式会社　営業一部
TEL 03-3552-1609　　　FAX 03-3551-1426


