
規則別表第１
エーテル類　使用実態確認品目

公益財団法人　日本食品化学研究振興財団

英名 和名 CAS番号
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 3299-32-9
acetaldehyde amyl butyl acetal アセトアルデヒド アミル ブチル アセタール
acetaldehyde amyl hexyl acetal アセトアルデヒド アミル ヘキシル アセタール
acetaldehyde amyl methyl acetal アセトアルデヒド アミル メチル アセタール 73142-32-2
acetaldehyde benzyl ethyl acetal アセトアルデヒド ベンジル エチル アセタール 66222-24-0
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
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 7492-39-9

acetaldehyde butyl ethyl acetal アセトアルデヒド ブチル エチル アセタール 57006-87-8
acetaldehyde butyl hexyl acetal アセトアルデヒド ブチル ヘキシル アセタール
acetaldehyde butyl methyl acetal アセトアルデヒド ブチル メチル アセタール 75677-94-0
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 64577-91-9
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 13535-43-8
acetaldehyde diamyl acetal アセトアルデヒド ジアミル アセタール 13002-08-9
acetaldehyde dibenzyl acetal アセトアルデヒド ジベンジル アセタール 23556-90-3
acetaldehyde dibutyl acetal アセトアルデヒド ジブチル アセタール 871-22-7
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 63449-64-9
acetaldehyde diethyl acetal アセトアルデヒド ジエチル アセタール 105-57-7
acetaldehyde dihexyl acetal アセトアルデヒド ジヘキシル アセタール 5405-58-3
acetaldehyde diisoamyl acetal アセトアルデヒド ジイソアミル アセタール 13002-09-0
acetaldehyde diisobutyl acetal アセトアルデヒド ジイソブチル アセタール 5669-09-0
acetaldehyde diisopropyl acetal アセトアルデヒド ジイソプロピル アセタール 4285-59-0
acetaldehyde dimethyl acetal アセトアルデヒド ジメチル アセタール 534-15-6
acetaldehyde dipropyl acetal アセトアルデヒド ジプロピル アセタール 105-82-8
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 28069-74-1
acetaldehyde amyl ethyl acetal アセトアルデヒド アミル エチル アセタール 13442-89-2
acetaldehyde ethyl hexyl acetal アセトアルデヒド エチル ヘキシル アセタール 54484-73-0
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 13442-90-5
acetaldehyde ethyl linalyl acetal アセトアルデヒド エチル リナリル アセタール 40910-49-4
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 2556-10-7
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
acetaldehyde ethyl vanillin acetal アセトアルデヒド エチル バニリン アセタール
acetaldehyde glyceryl acetal アセトアルデヒド グリセリル アセタール 3674-21-3
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 233665-90-2
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 75048-15-6
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 7493-57-4
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 3390-12-3
acetoin dimethyl acetal アセトイン ジメチル アセタール 2371-17-7
acetoin propyleneglycol acetal アセトイン プロピレングリコール アセタール 94089-23-3
acetone propyleneglycol acetal アセトン プロピレングリコール アセタール 1193-11-9
acetophenone diethyl acetal アセトフェノン ジエチル アセタール 6175-45-7

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
25687-72-3
25687-77-8

4-acetoxy-3-pentyltetrahydropyran 4-アセトキシ-3-ペンチルテトラヒドロピラン 18871-14-2
2-propenal diethyl acetal 2-プロペナール ジエチル アセタール 3054-95-3
3a,6,6,9a-
tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-

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
3738-00-9
6790-58-5

amyl benzyl ether アミル ベンジル エーテル 6382-14-5
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 60763-41-9
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 91-87-2
anisaldehyde diethyl acetal アニスアルデヒド ジエチル アセタール 2403-58-9
anisaldehyde dimethyl acetal アニスアルデヒド ジメチル アセタール 2186-92-7
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
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 6414-32-0
benzaldehyde dibutyl acetal ベンズアルデヒド ジブチル アセタール
benzaldehyde diethyl acetal ベンズアルデヒド ジエチル アセタール 774-48-1
benzaldehyde diisoamyl acetal ベンズアルデヒド ジイソアミル アセタール 94231-95-5
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benzaldehyde dimethyl acetal ベンズアルデヒド ジメチル アセタール 1125-88-8
benzaldehyde glyceryl acetal ベンズアルデヒド グリセリル アセタール 1319-88-6
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 2568-25-4
benzyl butyl ether ベンジル ブチル エーテル 588-67-0
benzyl ethyl ether ベンジル エチル エーテル 539-30-0
benzyl methyl ether ベンジル メチル エーテル 538-86-3
di-2-furylmethane ジ-2-フリルメタン 1197-40-6
butanal diethyl acetal ブタナール ジエチル アセタール 3658-95-5
sec -butyl ethyl ether sec -ブチル エチル エーテル 2679-87-0
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-sec -butyl-3-methoxypyrazine 2-sec -ブチル-3-メトキシピラジン 24168-70-5
2-butylfuran 2-ブチルフラン 4466-24-4
butanal dimethyl acetal ブタナール ジメチル アセタール
beta-caryophyllene oxide β-カリオフィレン オキシド 1139-30-6
1,4-cineole 1,4-シネオール 470-67-7

cinnamaldehyde diethyl acetal シンナムアルデヒド ジエチル アセタール
7148-78-9
25226-98-6

cinnamaldehyde dimethyl acetal シンナムアルデヒド ジメチル アセタール 4364-06-1

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 4353-01-9

citral diethyl acetal シトラール ジエチル アセタール 7492-66-2
citral dimethyl acetal シトラール ジメチル アセタール 7549-37-3
citral hexyleneglycol acetal シトラール ヘキシレングリコール アセタール 68258-94-6
citral propyleneglycol acetal シトラール プロピレングリコール アセタール 10444-50-5
citronellal diethyl acetal シトロネラール ジエチル アセタール 71662-17-4
citronellal dimethyl acetal シトロネラール ジメチル アセタール 923-69-3
citronellal ethyleneglycol acetal シトロネラール エチレングリコール アセタール 66512-92-3
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 74094-64-7
cyclohexanone diethyl acetal シクロヘキサノン ジエチル アセタール 1670-47-9
decanal diethyl acetal デカナール ジエチル アセタール 34764-02-8
decanal dimethyl acetal デカナール ジメチル アセタール 7779-41-1
decanal propyleneglycol acetal デカナール プロピレングリコール アセタール 5421-12-5
dibenzyl ether ジベンジル エーテル 103-50-4
2,5-diethyltetrahydrofuran 2,5-ジエチルテトラヒドロフラン 41239-48-9
difurfuryl ether ジフルフリル エーテル 4437-22-3
diisoamyl ether ジイソアミル エーテル 544-01-4
2-ethyl-4,5-dimethyloxazole 2-エチル-4,5-ジメチルオキサゾール 53833-30-0
2-isopropyl-4,5-dimethyloxazole 2-イソプロピル-4,5-ジメチルオキサゾール 19519-45-0
4,5-dimethyl-2-propyloxazole 4,5-ジメチル-2-プロピルオキサゾール 53833-32-2
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

7416-35-5

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

74094-63-6

2,5-dimethylfuran 2,5-ジメチルフラン 625-86-5
2,5-dimethyltetrahydrofuran 2,5-ジメチルテトラヒドロフラン 1003-38-9
dodecanal diethyl acetal ドデカナール ジエチル アセタール 53405-98-4
dodecanal dihexyl acetal ドデカナール ジヘキシル アセタール
dodecanal dimethyl acetal ドデカナール ジメチル アセタール 14620-52-1
7,15-epoxy-3-caryophyllene 7,15-エポキシ-3-カリオフィレン

2-ethoxy-(3or5or6)-methylpyrazine 2-エトキシ-(3or5or6)-メチルピラジン

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

2-ethoxy-3-ethylpyrazine 2-エトキシ-3-エチルピラジン 35243-43-7
2-ethoxy-3-isopropylpyrazine 2-エトキシ-3-イソプロピルピラジン 72797-16-1
2-ethylfuran 2-エチルフラン 3208-16-0

ethyl geranyl ether エチル ゲラニル エーテル
22882-91-3
40267-72-9

2-butanone propyleneglycol acetal 2-ブタノン プロピレングリコール アセタール 2916-28-1
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2-ethyl-3-methoxypyrazine 2-エチル-3-メトキシピラジン 25680-58-4
propanal propyleneglycol acetal プロパナール プロピレングリコール アセタール 4359-46-0
2-ethylhexanal diethyl acetal 2-エチルヘキサナール ジエチル アセタール
formaｌdehyde diethyl acetal ホルムアルデヒド ジエチル アセタール 462-95-3
furfuryl methyl ether フルフリル メチル エーテル 13679-46-4
piperonal propyleneglycol acetal ピペロナール プロピレングリコール アセタール 61683-99-6
heptanal propyleneglycol acetal ヘプタナール プロピレングリコール アセタール 4351-10-4
heptanal dibutyl acetal ヘプタナール ジブチル アセタール
heptanal diethyl acetal ヘプタナール ジエチル アセタール 688-82-4
heptanal dimethyl acetal ヘプタナール ジメチル アセタール 10032-05-0
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

4-heptenal diethyl acetal 4-ヘプテナール ジエチル アセタール
18492-65-4
18492-66-5

2-nonanone propyleneglycol acetal 2-ノナノン プロピレングリコール アセタール 165191-91-3
hexanal diamyl acetal ヘキサナール ジアミル アセタール
hexanal dibutyl acetal ヘキサナール ジブチル アセタール 93892-07-0
hexanal diethyl acetal ヘキサナール ジエチル アセタール 3658-93-3
hexanal dihexyl acetal ヘキサナール ジヘキシル アセタール 33673-65-3
hexanal diisoamyl acetal ヘキサナール ジイソアミル アセタール 93892-09-2
hexanal dimethyl acetal ヘキサナール ジメチル アセタール 1599-47-9
hexanal ethyl isoamyl acetal ヘキサナール エチル イソアミル アセタール
hexanal hexyl isoamyl acetal ヘキサナール ヘキシル イソアミル アセタール 896447-13-5

hexanal propyleneglycol acetal ヘキサナール プロピレングリコール アセタール
1599-49-1
26563-74-6

cis -3-hexenal diethyl acetal cis -3-ヘキセナール ジエチル アセタール 73545-18-3
trans -2-hexenal diethyl acetal trans -2-ヘキセナール ジエチル アセタール 67746-30-9
hexenal dihexyl acetal ヘキセナール ジヘキシル アセタール
trans -2-hexenal dimethyl acetal trans -2-ヘキセナール ジメチル アセタール 18318-83-7
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 94089-21-1
hexyl methyl ether ヘキシル メチル エーテル 4747-07-3
2-hexyl-3-methoxypyrazine 2-ヘキシル-3-メトキシピラジン
2-phenylpropanal diethyl acetal 2-フェニルプロパナール ジエチル アセタール 15295-60-0
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 4362-22-5
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-phenylpropanal dimethyl acetal 2-フェニルプロパナール ジメチル アセタール 90-87-9
2-phenylpropyl methyl ether 2-フェニルプロピル メチル エーテル 65738-46-7
hydroxycitronellal dibutyl acetal ヒドロキシシトロネラール ジブチル アセタール
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

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

93804-64-9

isoamyl phenethyl ether イソアミル フェネチル エーテル 56011-02-0
isobutanal diethyl acetal イソブタナール ジエチル アセタール 1741-41-9
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 67879-60-1
2-isobutyl-3-methoxypyrazine 2-イソブチル-3-メトキシピラジン 24683-00-9
isobutanal dimethyl acetal イソブタナール ジメチル アセタール
2-isopropoxy-3-methylpyrazine 2-イソプロポキシ-3-メチルピラジン 94089-22-2

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

2-isopropyl-(3or5or6)-methoxypyrazine 2-イソプロピル-(3or5or6)-メトキシピラジン

25773-40-4
56891-99-7
68039-46-3
93905-03-4

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
isovaleraldehyde dibutyl acetal イソバレルアルデヒド ジブチル アセタール
isovaleraldehyde diethyl acetal イソバレルアルデヒド ジエチル アセタール 3842-03-3
isovaleraldehyde dimethyl acetal イソバレルアルデヒド ジメチル アセタール
isovaleraldehyde dipropyl acetal イソバレルアルデヒド ジプロピル アセタール
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 18433-93-7
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6-ethenyl-2,2,6-trimethyltetrahydropyran 6-エテニル-2,2,6-トリメチルテトラヒドロピラン 7392-19-0
d- 8-p -menthene-1,2-epoxide d -8-p -メンテン-1,2-エポキシド 1195-92-2
ethyl linalyl ether エチル リナリル エーテル 72845-33-1
menthofuran メントフラン 494-90-6

2-methoxy-(3or5or6)-methylpyrazine 2-メトキシ-(3or5or6)-メチルピラジン

2847-30-5
2882-21-5
2882-22-6
63450-30-6
68378-13-2

2-methoxy-2-methylpropane 2-メトキシ-2-メチルプロパン 1634-04-4
2-methoxy-3,5-dimethylpyrazine 2-メトキシ-3,5-ジメチルピラジン
2-isopropyl-3-methoxypyrazine 2-イソプロピル-3-メトキシピラジン 25773-40-4
methoxypyrazine メトキシピラジン 3149-28-8

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

68258-95-7

methyl phenethyl ether メチル フェネチル エーテル 3558-60-9
butanal propyleneglycol acetal ブタナール プロピレングリコール アセタール 4352-99-2
2-methyl-6-propoxypyrazine 2-メチル-6-プロポキシピラジン 67845-28-7
2-methylbutanal diethyl acetal 2-メチルブタナール ジエチル アセタール 3658-94-4
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-methylfuran 2-メチルフラン 534-22-5
(4-methylphenyl)acetaldehyde
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

2-methyltetrahydrofuran 2-メチルテトラヒドロフラン 96-47-9
2-methylundecanal diethyl acetal 2-メチルウンデカナール ジエチル アセタール 67785-65-3
2-methylundecanal dimethyl acetal 2-メチルウンデカナール ジメチル アセタール 68141-17-3
nerol oxide ネロール オキシド 1786-08-9
1-furfurylpyrrole 1-フルフリルピロール 1438-94-4
2,6-nonadienal diethyl acetal 2,6-ノナジエナール ジエチル アセタール 67674-36-6
nonanal diethyl acetal ノナナール ジエチル アセタール 54815-13-3
nonanal dimethyl acetal ノナナール ジメチル アセタール 18824-63-0
nonanal propyleneglycol acetal ノナナール プロピレングリコール アセタール 68391-39-9
ocimene oxide オシメン オキシド 69103-20-4
octanal diethyl acetal オクタナール ジエチル アセタール 54889-48-4
octanal dimethyl acetal オクタナール ジメチル アセタール 10022-28-3
octanal ethyleneglycol acetal オクタナール エチレングリコール アセタール 4359-57-3
octanal propyleneglycol acetal オクタナール プロピレングリコール アセタール 74094-61-4
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 123-63-7
2-pentylfuran 2-ペンチルフラン 3777-69-3
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 121199-28-8
phenylacetaldehyde diethyl acetal フェニルアセトアルデヒド ジエチル アセタール 6314-97-2
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 68345-22-2
phenylacetaldehyde dimethyl acetal フェニルアセトアルデヒド ジメチル アセタール 101-48-4
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 29895-73-6
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

5468-05-3
3-phenylpropanal dimethyl acetal 3-フェニルプロパナール ジメチル アセタール 30076-98-3
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 67634-23-5
piperonal dimethyl acetal ピペロナール ジメチル アセタール 59259-90-4
ethyl 3-methyl-2-butenyl ether エチル 3-メチル-2-ブテニル エーテル 22094-00-4
propanal diethyl acetal プロパナール ジエチル アセタール 4744-08-5
propanal diisobutyl acetal プロパナール ジイソブチル アセタール
2-propylfuran 2-プロピルフラン 4229-91-8

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
876-17-5
876-18-6
16409-43-1

terpineol ethyl ether テルピネオール エチル エーテル 27153-54-4
tetrahydrofurfuryl alcohol テトラヒドロフルフリル アルコール 97-99-4
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theaspirane テアスピラン 36431-72-8

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
1333-09-1
4388-47-0

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

58244-29-4

tridecanal diethyl acetal トリデカナール ジエチル アセタール 72934-16-8
triethoxymethane トリエトキシメタン 122-51-0
2,4,5-trimethyl-3-oxazoline 2,4,5-トリメチル-3-オキサゾリン 22694-96-8

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

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
2,4,5-trimethyloxazole 2,4,5-トリメチルオキサゾール 20662-84-4
undecanal diethyl acetal ウンデカナール ジエチル アセタール 53405-97-3
undecanal dimethyl acetal ウンデカナール ジメチル アセタール 52517-67-6
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 74094-62-5
10-undecenal diethyl acetal 10-ウンデセナール ジエチル アセタール
10-undecenal dimethyl acetal 10-ウンデセナール ジメチル アセタール 65405-66-5
valeraldehyde dibutyl acetal バレルアルデヒド ジブチル アセタール 13112-65-7
valeraldehyde diethyl acetal バレルアルデヒド ジエチル アセタール 3658-79-5
valeraldehyde dihexyl acetal バレルアルデヒド ジヘキシル アセタール
valeraldehyde dimethyl acetal バレルアルデヒド ジメチル アセタール 26450-58-8
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 74094-60-3
vitispirane ビティスピラン 65416-59-3
(2S ,4aR ,8aS )-2,5,5,8a-tetramethyl-
3,4,4a,5,6,8a-hexahydro-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

41678-32-4

1,2-di[(1'-ethoxy)ethoxy]propane 1,2-ジ[(1'-エトキシ)エトキシ]プロパン 67715-79-1
1,2-dimethoxyethane 1,2-ジメトキシエタン 110-71-4
1-methoxy-2-propanol 1-メトキシ-2-プロパノール 107-98-2
2-(3-phenylpropyl)
tetrahydrofuran

2-(3-フェニルプロピル)テトラヒドロフラン 3208-40-0

2,3-dihydrobenzofuran 2,3-ジヒドロベンゾフラン 496-16-2
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 5182-36-5
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 82461-14-1
2,4-hexadienal diethyl acetal 2,4-ヘキサジエナール ジエチル アセタール 27310-22-1
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

89079-92-5

2-furfuyl-5-methylfuran 2-フルフリル-5-メチルフラン 13678-51-8
2-heptylfuran 2-ヘプチルフラン 3777-71-7
2-methoxypyrrole 2-メトキシピロール
2-methoxypyridine 2-メトキシピリジン 1628-89-3
2-methylbenzofuran 2-メチルベンゾフラン 4265-25-2
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

4-ethyl-2,5-dimethyloxazole 4-エチル-2,5-ジメチルオキサゾール 30408-61-8
4-methoxypyridine 4-メトキシピリジン 620-08-6
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 2403-59-0
6-methoxyquinoline 6-メトキシキノリン 5263-87-6
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 5406-58-6
2-butenal diethyl acetal 2-ブテナール ジエチル アセタール 10602-34-3
cyclamen aldehyde diethyl acetal シクラメン アルデヒド ジエチル アセタール
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
cycloionone シクロイオノン 5552-30-7
dodecanal propyleneglycol acetal ドデカナール プロピレングリコール アセタール
furan フラン 110-00-9
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 202188-46-3
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 155639-75-1
hexanal diisobutyl acetal ヘキサナール ジイソブチル アセタール
hexanal ethyl hexyl acetal ヘキサナール エチル ヘキシル アセタール
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規則別表第１
エーテル類　使用実態確認品目

公益財団法人　日本食品化学研究振興財団

英名 和名 CAS番号
hexanal butyl hexyl acetal ヘキサナール ブチル ヘキシル アセタール
hexanal butyl isoamyl acetal ヘキサナール ブチル イソアミル アセタール
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

methyl myrcenyl ether メチル ミルセニル エーテル 24202-00-4

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

101-49-5

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

67633-94-7

piperonal diethyl acetal ピペロナール ジエチル アセタール 40527-42-2
trans -2-hexenal dibutyl acetal trans -2-ヘキセナール ジブチル アセタール
isovaleraldehyde dihexyl acetal イソバレルアルデヒド ジヘキシル アセタール
alpha-pinene oxide α-ピネン オキシド 1686-14-2
beta-pinene oxide β-ピネン オキシド 6931-54-0
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 13679-86-2

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 1565-76-0

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 202188-43-0
acetone dimethyl acetal アセトン ジメチル アセタール 77-76-9
2,5-dimethoxytetrahydrofuran 2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン 696-59-3
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

1120363-98-5

2-[2-(p -menthyloxy)ethoxy]ethanol 2-[2-(p -メンチルオキシ)エトキシ]エタノール 28804-53-7
propanal dipropyl acetal プロパナール ジプロピル アセタール 4744-11-0
4,4-diethoxybutan-1-amine 4,4-ジエトキシブタン-1-アミン 6346-09-4
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