
別紙３

SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類 類番号 CAS番号

42 acetoin dimethyl acetal acetoin dimethyl acetal
アセトイン ジメチル アセ
タール

アセトイン ジメチル ア
セタール

エーテル類 3 2371-17-7

49
acetophenone diethyl
acetal

acetophenone diethyl
acetal

アセトフェノン ジエチル
アセタール

アセトフェノン ジエチル
アセタール

エーテル類 3 6175-45-7

50
acetophenone
propyleneglycol acetal

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

アセトフェノン プロピレ
ングリコール アセター
ル

エーテル類 3
25687-72-3
25687-77-8

61 2-acetyl-1-pyrroline 2-acetyl-1-pyrroline 2-アセチル-1-ピロリン 2-アセチル-1-ピロリン ケトン類 5
85213-22-5
99583-29-6

67
2-acetyl-3,(5or6)-
dimethylpyrazine

2-acetyl-3,(5or6)-
dimethylpyrazine

2-アセチル-3,(5or6)-ジ
メチルピラジン

2-アセチル-3,(5or6)-
ジメチルピラジン

ケトン類 5
54300-08-2
54300-09-3
72797-17-2

85
8-acetylthio-p -menthan-
3-one

8-acetylthio-p-menthan-
3-one

8-アセチルチオ-p -メン
タン-3-オン

8-アセチルチオ-p-メン
タン-3-オン

ケトン類 5
57074-34-7
63299-27-4
94293-57-9

137
3a,6,6,9a-
tetramethyldodecahydron
aphtho[2,1-b ]furan

dodecahydro-3a,6,6,9a-
tetramethylnaphtho[2,1-
b]furan

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

ドデカヒドロ-3a,6,6,9a-
テトラメチルナフト[2,1-
b]フラン

エーテル類 3
3738-00-9
6790-58-5

139 amyl 2-furoate amyl 2-furoate アミル 2-フロエート アミル 2-フロエート エステル類 4
1334-82-3
4996-48-9

191 anisyl ethyl ether anisyl ethyl ether
アニシル エチル エーテ
ル

アニシル エチル エー
テル

フェノール
エーテル類

13 55249-73-5

250 alpha-bisabolol alpha-bisabolol α -ビサボロール α -ビサボロール
脂肪族高級
アルコール
類

7
515-69-5

23089-26-1

334 camphene camphene カンフェン カンフェン
テルペン系
炭化水素類

12
79-92-5

5794-03-6

335 campholenic aldehyde campholenic aldehyde
カンフォレニック アルデ
ヒド

カンフォレニック アルデ
ヒド

脂肪族高級
アルデヒド
類

8
4501-58-0
91819-58-8

385 cinnamyl hexanoate cinnamyl hexanoate
シンナミル ヘキサノエー
ト

シンナミル ヘキサノ
エート

エステル類 4 6994-20-3

423
4-methylphenoxyacetic
acid

4-methylphenoxyacetic
acid

4-メチルフェノキシアセ
チック アシド

4-メチルフェノキシアセ
チック アシド

脂肪酸類 6 940-64-7

482 beta-damascenone beta-damascenone β -ダマセノン β -ダマセノン ケトン類 5
23696-85-7
23726-93-4

563
3,5-dihydroxy-6-methyl-
2,3-dihydro-4(4H )-
pyranone

2,3-dihydro-3,5-
dihydroxy-6-methyl-4H-
pyran-4-one

3,5-ジヒドロキシ-6-メチ
ル-2,3-ジヒドロ-4(4H )-
ピラノン

2,3-ジヒドロ-3,5-ジヒド
ロキシ-6-メチル-4H-
ピラン-4-オン

ケトン類 5 28564-83-2

568 dihydrocarveol dihydrocarveol ジヒドロカルベオール ジヒドロカルベオール
脂肪族高級
アルコール
類

7
619-01-2

22567-21-1
38049-26-2



SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類 類番号 CAS番号

571 dihydrocarvyl butyrate dihydrocarvyl butyrate
ジヒドロカルビル ブチ
レート

ジヒドロカルビル ブチ
レート

エステル類 4 93892-03-6

585 dihydrolinalyl acetate dihydrolinalyl acetate
ジヒドロリナリル アセ
テート

ジヒドロリナリル アセ
テート

エステル類 4
50373-60-9
63270-23-5

662 3,3-dimethylbutanethiol 3,3-dimethylbutanethiol
3,3-ジメチルブタンチ
オール

3,3-ジメチルブタンチ
オール

チオール類 11 1638-98-8

684 dipropyl polysulfides dipropyl polysulfides
ジプロピル ポリスルフィ
ズ

ジプロピル ポリスル
フィズ

チオエーテ
ル類

10 72869-76-2

746
ethyl alpha-ethyl-beta-
methyl-beta-
phenylglycidate

ethyl alpha-ethyl-beta-
methyl-beta-
phenylglycidate

エチル α -エチル-β -メ
チル-β -フェニルグリシ
デート

エチル α -エチル-β -
メチル-β -フェニルグ
リシデート

エステル類 4
19464-94-9
56630-76-3

762
ethyl 2-methyl-(3or4)-
pentenoate

ethyl 2-methyl-(3or4)-
pentenoate

エチル 2-メチル-
(3or4)-ペンテノエート

エチル 2-メチル-
(3or4)-ペンテノエート

エステル類 4
1617-23-8
53399-81-8

786 ethyl 3-nonenoate ethyl 3-nonenoate エチル 3-ノネノエート エチル 3-ノネノエート エステル類 4 54211-36-8

812
ethyl 2-methyl-1-
oxaspiro[2.5]octane-2-
carboxylate

ethyl 2-methyl-1-
oxaspiro[2.5]octane-2-
carboxylate

エチル 2-メチル-1-オキ
サスピロ[2.5]オクタン-
2-カルボキシレート

エチル 2-メチル-1-オ
キサスピロ[2.5]オクタ
ン-2-カルボキシレート

エステル類 4 31045-09-7

833 ethyl geranate ethyl geranate エチル ゲラネート エチル ゲラネート エステル類 4
13058-12-3
32659-21-5

857 ethyl nonadecanoate ethyl nonadecanoate エチル ノナデカノエート エチル ノナデカノエート エステル類 4 18281-04-4

874 ethyl safranate ethyl safranate エチル サフラネート エチル サフラネート エステル類 4
35044-57-6
35044-58-7
35044-59-8

894
1-ethyl-2-
pyrrolylcarbaldehyde

1-ethyl-2-
pyrrolylcarbaldehyde

1-エチル-2-ピロリルカ
ルバルデヒド

1-エチル-2-ピロリルカ
ルバルデヒド

芳香族アル
デヒド類

17 2167-14-8

945 alpha-farnesene alpha-farnesene α -ファルネセン α -ファルネセン
テルペン系
炭化水素類

12
502-61-4

28973-99-1
125037-13-0

956
formaｌdehyde diethyl
acetal

formadehyde diethyl
acetal

ホルムアルデヒド ジエ
チル アセタール

ホルムアルデヒド ジエ
チル アセタール

エーテル類 3 462-95-3

970 furfuryl decanoate furfuryl decanoate フルフリル デカノエート フルフリル デカノエート エステル類 4 39252-05-6

993 geranic acid geranic acid ゲラニック アシド ゲラニック アシド 脂肪酸類 6
459-80-3
4698-08-2

1048 4-heptenal diethyl acetal 4-heptenal diethyl acetal
4-ヘプテナール ジエチ
ル アセタール

4-ヘプテナール ジエチ
ル アセタール

エーテル類 3
18492-65-4
18492-66-5

1049 2-heptenoic acid 2-heptenoic acid 2-ヘプテノイック アシド 2-ヘプテノイック アシド 脂肪酸類 6
10352-88-2
18999-28-5

1068
2-nonanone
propyleneglycol acetal

2-nonanone
propyleneglycol acetal

2-ノナノン プロピレング
リコール アセタール

2-ノナノン プロピレン
グリコール アセタール

エーテル類 3 165191-91-3

1156
cis -3-hexenyl 2-
butenoate

cis-3-hexenyl 2-
butenoate

cis -3-ヘキセニル 2-ブ
テノエート

cis-3-ヘキセニル クロ
トネート

エステル類 4 65405-80-3

1199 hexyl 2-butenoate hexyl 2-butenoate ヘキシル 2-ブテノエート ヘキシル クロトネート エステル類 4
1617-25-0
19089-92-0

1228
(2,6,6-trimethyl-1-
cyclohexenyl)acetaldehyd
e

2,6,6-trimethyl-1-
cyclohexene-1-
acetaldehyde

(2,6,6-トリメチル-1-シク
ロヘキセニル)アセトア
ルデヒド

2,6,6-トリメチル-1-シク
ロヘキセン-1-アセトア
ルデヒド

脂肪族高級
アルデヒド
類

8 472-66-2

1236
2-phenylpropyl methyl
ether

2-phenylpropyl methyl
ether

2-フェニルプロピル メチ
ル エーテル

2-フェニルプロピル メ
チル エーテル

エーテル類 3 65738-46-7

2／8



SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類 類番号 CAS番号

1251
1-hydroxy-4-methyl-2-
pentanone

1-hydroxy-4-methyl-2-
pentanone

1-ヒドロキシ-4-メチル-
2-ペンタノン

1-ヒドロキシ-4-メチル
-2-ペンタノン

ケトン類 5 68113-55-3

1258 2'-hydroxyacetophenone 2-hydroxyacetophenone
2'-ヒドロキシアセトフェノ
ン

2-ヒドロキシアセトフェ
ノン

ケトン類 5 118-93-4

1271
hydroxycitronellal
propyleneglycol acetal

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

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

エーテル類 3 93804-64-9

1274 3-hydroxyhexanoic acid 3-hydroxyhexanoic acid
3-ヒドロキシヘキサノ
イック アシド

3-ヒドロキシヘキサノ
イック アシド

脂肪酸類 6
10191-24-9
88930-06-7

1291 isoamyl anthranilate isoamyl anthranilate
イソアミル アンスラニ
レート

イソアミル アンスラニ
レート

エステル類 4 28457-05-8

1429
2-isopropyl-(3or5or6)-
methoxypyrazine

2-isopropyl-(3or5or6)-
methoxypyrazine

2-イソプロピル-
(3or5or6)-メトキシピラジ
ン

2-イソプロピル-
(3or5or6)-メトキシピラ
ジン

エーテル類 3
56891-99-7
68039-46-3
93905-03-4

1436
5-isopropyl-8-methyl-
6,8-nonadien-2-one

5-isopropyl-8-methyl-
6,8-nonadien-2-one

5-イソプロピル-8-メチ
ル-6,8-ノナジエン-2-オ
ン

5-イソプロピル-8-メチ
ル-6,8-ノナジエン-2-
オン

ケトン類 5
1937-54-8
40286-47-3

1438
4-isopropylcyclohexyl
acetate

4-isopropylcyclohexyl
acetate

4-イソプロピルシクロヘ
キシル アセテート

4-イソプロピルシクロヘ
キシル アセテート

エステル類 4
15876-32-1
25904-16-9

1449
isovaleraldehyde glyceryl
acetal

isovaleraldehyde glyceryl
acetal

イソバレルアルデヒド グ
リセリル アセタール

イソバレルアルデヒド
グリセリル アセタール

脂肪族高級
アルコール
類

7
54355-74-7
896447-14-6

1459 lavandulol lavandulol ラバンジュロール ラバンジュロール
脂肪族高級
アルコール
類

7
498-16-8

58461-27-1

1463
6-ethenyl-2,2,6-
trimethyltetrahydropyran

2-ethenyl-2,6,6-
trimethyltetrahydropyran

6-エテニル-2,2,6-トリメ
チルテトラヒドロピラン

2-エテニル-2,6,6-トリメ
チルテトラヒドロピラン

エーテル類 3 7392-19-0

1468
d- 8-p -menthene-1,2-
epoxide

d-8-p-menthene-1,2-
epoxide

d -8-p -メンテン-1,2-エ
ポキシド

d-8-p-メンテン-1,2-エ
ポキシド

エーテル類 3 1195-92-2

1472 linalool oxide linalool oxide リナロール オキシド リナロール オキシド
脂肪族高級
アルコール
類

7

1365-19-1
5989-33-3
34995-77-2
60047-17-8

1473
linalool oxide acetate
(furanoid)

linalool oxide acetate
(furanoid)

リナロール オキシド ア
セテート (フラノイド)

リナロール オキシド ア
セテート (フラノイド)

エステル類 4
56469-39-7
56469-40-0

1475 linalyl acetate epoxide linalyl acetate epoxide
リナリル アセテート エ
ポキシド

リナリル アセテート エ
ポキシド

エステル類 4 83676-47-5

1489 longifolene longifolene ロンギホレン ロンギホレン
テルペン系
炭化水素類

12
475-20-7

19067-29-9

1500 1,3-p -menthadien-7-al 1,3-p-menthadien-7-al
1,3-p -メンタジエン-7-
アール

1,3-p-メンタジエン-7-
アール

脂肪族高級
アルデヒド
類

8 1197-15-5

1503
1,8(10)-p -menthadien-9-
ol

menthadienol
1,8(10)-p -メンタジエン-
9-オール

メンタジエノール
脂肪族高級
アルコール
類

7 3269-90-7

3／8



SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類 類番号 CAS番号

1520 menthyl acetate menthyl acetate メンチル アセテート メンチル アセテート エステル類 4

89-48-5
16409-45-3

2623-23-6(l体)
29066-34-0→

89-48-5

1521 l -menthyl butyrate l-menthyl butyrate l -メンチル ブチレート l-メンチル ブチレート エステル類 4
6070-14-0
68366-64-3

1533 menthyl valerate menthyl valerate メンチル バレレート メンチル バレレート エステル類 4
89-47-4

64129-94-8

1545
(2or3or10)-
mercaptopinane

(2or3or10)-
mercaptopinane

(2or3or10)-メルカプトピ
ナン

(2or3or10)-メルカプト
ピナン

チオール類 11
6588-78-9
23832-18-0
72361-41-2

1556
3-(methylthio)propyl
mercaptoacetate

3-(methylthio)propyl
mercaptoacetate

3-(メチルチオ)プロピル
メルカプトアセテート

3-(メチルチオ)プロピル
メルカプトアセテート

エステル類 4 852997-30-9

1557
2-methoxy-(3or5or6)-
methylpyrazine

2-methoxy-(3or5or6)-
methylpyrazine

2-メトキシ-(3or5or6)-メ
チルピラジン

2-メトキシ-(3or5or6)-
メチルピラジン

エーテル類 3

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

1583 methyl 2,4-decadienoate methyl 2,4-decadienoate
メチル 2,4-デカジエノ
エート

メチル 2,4-デカジエノ
エート

エステル類 4
4493-42-9
7328-33-8
53172-59-1

1644 methyl dihydrojasmonate
methyl (3-oxo-2-
pentylcyclopentyl)acetate

メチル ジヒドロジャスモ
ネート

メチル (3-オキソ-2-ペ
ンチルシクロペンチル)
アセテート

エステル類 4
2630-39-9
24851-98-7

1669 methyl jasmonate
methyl [3-oxo-2-(2-
pentenyl)cyclopentyl]acet
ate

メチル ジャスモネート
メチル [3-オキソ-2-
(2-ペンテニル)シクロペ
ンチル]アセテート

エステル類 4
1211-29-6
39924-52-2
42536-97-0

1678
S -methyl
methanethiosulfonate

methyl
methanethiosulfonate

S -メチル メタンチオス
ルフォネート

メチル メタンチオスル
フォネート

エステル類 4 2949-92-0

1753
4-methyl-2-
phenylpentanol

4-methyl-2-
phenylpentanol

4-メチル-2-フェニルペ
ンタノール

4-メチル-2-フェニルペ
ンタノール

芳香族アル
コール類

16 38502-29-3

4／8



SEQ. 英名 旧英名 和名 旧和名 類 類番号 CAS番号

1762
2-methyl-(3or5or6)-
(methylthio)pyrazine

2-methyl-(3or5or6)-
(methylthio)pyrazine

2-メチル-(3or5or6)-(メ
チルチオ)ピラジン

2-メチル-(3or5or6)-(メ
チルチオ)ピラジン

チオエーテ
ル類

10

2882-20-4
2884-13-1
2884-14-2
67952-65-2
68378-12-1

1782
2-methyl-5,7-
dihydrothieno[3,4-
d ]pyrimidine

5,7-dihydro-2-
methylthieno[3,4-
d]pyrimidine

2-メチル-5,7-ジヒドロ-
チエノ[3,4-d ]ピリミジン

5,7-ジヒドロ-2-メチル
チエノ
[3,4-d]ピリミジン

チオエーテ
ル類

10 36267-71-7

1813 2-methylbutyl heptanoate 2-methylbutyl heptanoate
2-メチルブチル ヘプタノ
エート

2-メチルブチル ヘプタ
ノエート

エステル類 4 55195-33-0

1865
2-methyltetrahydro-
3(2H )-furanone

2-methyltetrahydrofuran-
3-one

2-メチルテトラヒドロ-
3(2H )-フラノン

2-メチルテトラヒドロフ
ラン-3-オン

ケトン類 5 3188-00-9

1870
2,6,6-trimethyl-1-[3-
(methylthio)butyryl]cycloh
exene

2,6,6-trimethyl-1-[3-
(methylthio)butyryl]cycloh
exene

2,6,6-トリメチル-1-[3-
(メチルチオ)-ブチリル]
シクロヘキセン

2,6,6-トリメチル-1-[3-
(メチルチオ)-ブチリル]
シクロヘキセン

ケトン類 5 68697-67-6

1887
8-(methylthio)-p -
menthan-3-one

8-(methylthio)-p-
menthan-3-one

8-(メチルチオ)-p -メンタ
ン-3-オン

8-(メチルチオ)-p-メン
タン-3-オン

ケトン類 5
32637-94-8
85165-49-7

1896
2-methylundecanal
diethyl acetal

2-methylundecanal
diethyl acetal

2-メチルウンデカナール
ジエチル アセタール

2-メチルウンデカナー
ル ジエチル アセター
ル

エーテル類 3 67785-65-3

1932 neryl 2-butenoate neryl 2-butenoate ネリル 2-ブテノエート ネリル 2-ブテノエート エステル類 4 71648-17-4

1936 neryl phenylacetate neryl phenylacetate
ネリル フェニルアセテー
ト

ネリル フェニルアセ
テート

エステル類 4 10522-32-4

1938 neryl tiglate neryl tiglate ネリル チグレート ネリル チグレート エステル類 4 93981-55-6

1992 nootkatone nootkatone ヌートカトン ヌートカトン ケトン類 5
4674-50-4
91416-23-8

2099
phenethyl 2-
ethylhexanoate

phenethyl 2-
ethylhexanoate

フェネチル 2-エチルヘ
キサノエート

フェネチル 2-エチルヘ
キサノエート

エステル類 4 93776-92-2

2155 2-phenylphenyl acetate 2-phenylphenyl acetate
2-フェニルフェニル アセ
テート

2-フェニルフェニル ア
セテート

エステル類 4 3271-80-5

2175 pinocarvyl isobutyrate
2(10)-pinen-3-yl
isobutyrate

ピノカルビル イソブチ
レート

2(10)-ピネン-3-イル
イソブチレート

エステル類 4 929116-08-5

2191 1-p -menthene-8-thiol 1-p-menthen-8-thiol
1-p -メンテン-8-チオー
ル

1-p-メンテン-8-チオー
ル

チオール類 11 71159-90-5

2198 1-propenyl propyl sulfide 1-propenyl propyl sulfide
1-プロペニル プロピル
スルフィド

1-プロペニル プロピル
スルフィド

チオエーテ
ル類

10 33922-70-2

2240 propyl pyruvate propyl pyruvate プロピル ピルベート プロピル ピルベート エステル類 4 20279-43-0

2247
propyleneglycol
dihexanoate

propyleneglycol
dihexanoate

プロピレングリコール ジ
ヘキサノエート

プロピレングリコール
ジヘキサノエート

エステル類 4 50343-36-7

2251
propyleneglycol mono-2-
methylbutyrate

propyleneglycol mono-2-
methylbutyrate

プロピレングリコール モ
ノ-2-メチルブチレート

プロピレングリコール
モノ-2-メチルブチレー
ト

エステル類 4
923593-56-0
923593-57-1

2253
propyleneglycol
monohexanoate

propyleneglycol
monohexanoate

プロピレングリコール モ
ノヘキサノエート

プロピレングリコール
モノヘキサノエート

エステル類 4
29592-92-5
39556-41-7
170678-49-6

2278
4-methyl-2-(2-methyl-1-
propenyl)tetrahydropyran

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

4-メチル-2-(2-メチル-
1-プロペニル)テトラヒド
ロピラン

エーテル類 3
876-17-5
876-18-6

16409-43-1

2290 alpha-sinensal alpha-sinensal α -シネンサール α -シネンサール
脂肪族高級
アルデヒド
類

8
4955-32-2
17909-77-2

2301 styralyl hexanoate styralyl hexanoate
スチラリル ヘキサノエー
ト

スチラリル ヘキサノ
エート

エステル類 4 3460-45-5

2320 4-terpineol 4-terpineol 4-テルピネオール 4-テルピネオール
脂肪族高級
アルコール
類

7
562-74-3
2438-10-0
20126-76-5
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2321 alpha-terpineol alpha-terpineol α -テルピネオール α -テルピネオール
脂肪族高級
アルコール
類

7

98-55-5
2438-12-02
7785-53-7
10482-56-1

2324 terpineol ethyl ether terpineol ethyl ether
テルピネオール エチル
エーテル

テルピネオール エチル
エーテル

エーテル類 3 27153-54-4

2334 thioterpineol thioterpineol チオテルピネオール チオテルピネオール チオール類 11
68921-82-4
71159-90-5

2348 cis -7-tetradecen-2-one cis-7-tetradecen-2-one
cis -7-テトラデセン-2-
オン

cis-7-テトラデセン-2-
オン

ケトン類 5 146955-45-5

2397
4-methylbenzaldehyde
glyceryl acetal

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

4-メチルベンズアルデ
ヒド グリセリル アセ
タール

エーテル類 3
1333-09-1
4388-47-0

2405
hexahydro-4,7-
methanoinden-(5or6)-yl
propionate

hexahydro-4,7-
methanoinden-(5or6)-yl
propionate

ヘキサヒドロ-4,7-メタノ
インデン-(5or6)-イル プ
ロピオネート

ヘキサヒドロ-4,7-メタノ
インデン-(5or6)-イル
プロピオネート

エステル類 4
17511-60-3
67634-24-6

2417
2,4,6-trimethyl-5,6-
dihydro-1,3,5-dithiazine

5,6-dihydro-2,4,6-
trimethyl-1,3,5-dithiazine

2,4,6-トリメチル-5,6-ジ
ヒドロ-1,3,5-ジチアジン

5,6-ジヒドロ-2,4,6-トリ
メチル-1,3,5-ジチアジ
ン

チオエーテ
ル類

10 638-17-5

2419
3,5,5-trimethyl-1,2-
cyclohexanedione

3,5,5-trimethyl-1,2-
cyclohexanedione

3,5,5-トリメチル-1,2-シ
クロヘキサンジオン

3,5,5-トリメチル-1,2-シ
クロヘキサンジオン

ケトン類 5
4883-60-7
57696-89-6

2424
2,6,10-trimethyl-5,9-
undecadienal

2,6,10-trimethyl-5,9-
undecadienal

2,6,10-トリメチル-5,9-ウ
ンデカジエナール

2,6,10-トリメチル-5,9-
ウンデカジエナール

脂肪族高級
アルデヒド
類

8 54082-68-7

2432
3,3,5-trimethylcyclohexyl
propionate

3,3,5-trimethylcyclohexyl
propionate

3,3,5-トリメチルシクロヘ
キシル プロピオネート

3,3,5-トリメチルシクロ
ヘキシル プロピオネー
ト

エステル類 4 94021-79-1

2441
3,5,5-trimethylhexyl
propionate

3,5,5-trimethylhexyl
propionate

3,5,5-トリメチルヘキシ
ル プロピオネート

3,5,5-トリメチルヘキシ
ル プロピオネート

エステル類 4 68991-95-7

2520

(2S ,4aR ,8aS )-2,5,5,8a-
tetramethyl-3,4,4a,5,6,8a-
hexahydro-2H -1-
benzopyran

(2S,4aR,8aS)-
3,4,4a,5,6,8a-hexahydro-
2,5,5,8a-tetramethyl-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

(2S,4aR,8aS)-
3,4,4a,5,6,8a-ヘキサヒ
ドロ-2,5,5,8a-テトラメチ
ル-2H-1-ベンゾピラン

エーテル類 3 41678-32-4

2557 methyl myrcenyl ether methyl myrcenyl ether
メチル ミルセニル エー
テル

メチル ミルセニル エー
テル

エーテル類 3 24202-00-4

2596 8-ocimenyl acetate 8-ocimenyl acetate 8-オシメニル アセテート
8-オシメニル アセテー
ト

エステル類 4 72214-23-4

2603
alpha-campholene
acetate

alpha-campholene
acetate

α -カンフォレン アセ
テート

α -カンフォレン アセ
テート

エステル類 4
1727-68-0
36789-59-0

2654
l -menthyl (1or2)-
propyleneglycol carbonate

l-menthyl (1or2)-
propyleneglycoyl
carbonate

l -メンチル (1or2)-プロ
ピレングリコール カーボ
ネート

l-メンチル (1or2)-プロ
ピレングリコイル カー
ボネート

エステル類 4 30304-82-6

2656 l -menthyl valerate l-menthyl valerate l -メンチル バレレート l-メンチル バレレート エステル類 4
89-47-4

64129-94-8

2683 perillyl butyrate perillyl butyrate ペリリル ブチレート ペリリル ブチレート エステル類 4 161075-38-3
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2684 perillyl isobutyrate perillyl isobutyrate ペリリル イソブチレート ペリリル イソブチレート エステル類 4 161075-38-3

2697
propyl 4-tert -
butylphenylacetate

propyl 4-tert-
butylphenylacetate

プロピル 4-tert -ブチル
フェニルアセテート

プロピル 4-tert-ブチ
ルフェニルアセテート

エステル類 4 92729-55-0

2701
S -(2,5-dimethyl-3-furyl)
2-thiofuroate

S-(2,5-dimethyl-3-furyl)
2-thiofuroate

S -(2,5-ジメチル-3-フリ
ル） 2-チオフロエート

S-(2,5-ジメチル-3-フリ
ル） 2-チオフロエート

エステル類 4
55764-31-3
65505-16-0

2719 elemyl acetate elemyl acetate エレミル アセテート エレミル アセテート エステル類 4
60031-93-8
84434-64-0

2720
ethyl 1-
oxaspiro[2.5]octane-2-
carboxylate

ethyl 1-
oxaspiro[2.5]octane-2-
carboxylate

エチル 1-オキサスピロ
[2.5]オクタン-2-カルボ
キシレート

エチル 1-オキサスピロ
[2.5]オクタン-2-カルボ
キシレート

エステル類 4 6975-17-3

2729
6-ethenyl-2,2,6-
trimethyltetrahydro-
3(4H )-pyranone

6-ethenyl-2,2,6-
trimethyltetrahydropyran-
3-one

6-エテニル-2,2,6-トリメ
チルテトラヒドロ-3(4H )-
ピラノン

6-エテニル-2,2,6-トリメ
チルテトラヒドロピラン-
3-オン

ケトン類 5 33933-72-1

2732
2-acetyl-4-
isopropenylpyridine

2-acetyl-4-
isopropenylpyridine

2-アセチル-4-イソプロ
ペニルピリジン

2-アセチル-4-イソプロ
ペニルピリジン

ケトン類 5 142896-11-5

2741
3,5,5-trimethyl-1-(2-
oxopropylidene)-2-
cyclohexene

3,5,5-trimethyl-1-(2-
oxopropylidene)-2-
cyclohexene

3,5,5-トリメチル-1-
(2-オキソプロピリデン)-
2-シクロヘキセン

3,5,5-トリメチル-1-
(2-オキソプロピリデ
ン)-2-シクロヘキセン

ケトン類 5
16695-72-0
16695-73-1

2744
7-methyl-4,4a,5,6-
tetrahydronaphthalen-
2(3H )-one

4,4a,5,6-tetrahydro-7-
methylnaphthalen-2(3H)-
one

7-メチル-4,4a,5,6-テトラ
ヒドロナフタレン-2(3H )-
オン

4,4a,5,6-テトラヒドロ-
7-メチルナフタレン-
2(3H)-オン

ケトン類 5 34545-88-5

2747
4-acetyl-2-
isopropenylpyridine

4-acetyl-2-
isopropenylpyridine

4-アセチル-2-イソプロ
ペニルピリジン

4-アセチル-2-イソプロ
ペニルピリジン

ケトン類 5 142896-12-6

2749
4-hydroxy-2,5-
dimethylthiophen-3(2H )-
one

4-hydroxy-2,5-
dimethylthiophen-3-one

4-ヒドロキシ-2,5-ジメチ
ルチオフェン-3(2H )-オ
ン

4-ヒドロキシ-2,5-ジメ
チルチオフェン-3-オン

ケトン類 5 26494-10-0

2771
trans -2-
pentylcyclopropylcarboxyli
c acid

2-
pentylcyclopropylcarboxyli
c acid

trans -2-ペンチルシクロ
プロピルカルボキシリッ
ク アシド

2-ペンチルシクロプロ
ピルカルボキシリック
アシド

脂肪酸類 6 5075-48-9

2812
d -trans ,cis -1(7),8-p -
menthadien-2-ol

d-trans,cis-1(7),8-p-
menthadien-2-ol

d -trans ,cis -1(7),8-p -
メンタジエン-2-オール

d-trans,cis-1(7),8-p-メ
ンタジエン-2-オール

脂肪族高級
アルコール
類

7 22626-43-3

2814 linalool oxide (pyranoid) linalool oxide (pyranoid)
リナロール オキシド (ピ
ラノイド)

リナロール オキシド
(ピラノイド)

脂肪族高級
アルコール
類

7 14049-11-7

2816 nerolidol oxide nerolidol oxide ネロリドール オキシド ネロリドール オキシド
脂肪族高級
アルコール
類

7 1424-83-5

2819 santalol santalol サンタロール サンタロール
脂肪族高級
アルコール
類

7
77-42-9

11031-45-1

2822 1,2-dihydroperillaldehyde 1,2-dihydroperillaldehyde
1,2-ジヒドロペリラアル
デヒド

1,2-ジヒドロペリラアル
デヒド

脂肪族高級
アルデヒド
類

8
22451-49-6
22451-50-9
137886-38-5

2824 2,3-epoxyoctanal 2,3-epoxyoctanal
2,3-エポキシオクタナー
ル

2,3-エポキシオクタ
ナール

脂肪族高級
アルデヒド
類

8
42134-50-9
51007-38-6

2846
2,4,6-triethyl-5,6-
dihydro-4H -1,3,5-
dithiazine

2,4,6-triethyldihydro-
1,3,5-dithiazine

2,4,6-トリエチル-5,6-ジ
ヒドロ-4H -1,3,5-ジチア
ジン

2,4,6-トリエチルジヒド
ロ-1,3,5-ジチアジン

チオエーテ
ル類

10 54717-17-8

2855
2,4,6-trimethyl-3,4,5,6-
tetrahydro-2H -1,3,5-
thiadiazine

3,4,5,6-tetrahydro-2,4,6-
trimethyl-(2H)-1,3,5-
thiadiazine

2,4,6-トリメチル-3,4,5,6-
テトラヒドロ-2H -1,3,5-
チアジアジン

3,4,5,6-テトラヒドロ-
2,4,6-トリメチル-(2H)-
1,3,5-チアジアジン

チオエーテ
ル類

10

2864 2-methyldihydrothiazole dihydro-2-methylthiazole
2-メチル-ジヒドロチア
ゾール

ジヒドロ-2-メチルチア
ゾール

チオエーテ
ル類

10 2346-00-1
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2872

3-{[2-methyl-(2or4),5-
dihydro-3-furyl]thio}-2-
methyltetrahydrofuran-3-
thiol

3-{[(2or4),5-dihydro-2-
methyl-3-furyl]thio}-2-
methyltetrahydrofuran-3-
thiol

3-{[2-メチル-(2or4),5-
ジヒドロ-3-フリル]チ
オ}-2-メチルテトラヒドロ
フラン-3-チオール

3-{[(2or4),5-ジヒドロ-
2-メチル-3-フリル]チ
オ}-2-メチルテトラヒド
ロフラン-3-チオール

チオール類 11 38325-24-5

2873 2-thiazoline-2-thiol 2-thiazoline-2-thiol
2-チアゾリン-2-チオー
ル

2-チアゾリン-2-チオー
ル

チオール類 11
96-53-7

134469-06-0

2913
3-ethyl-2-oxo-4-
butanolide

3-ethyl-2-oxo-4-
butanolide

3-エチル-2-オキソ-4-
ブタノリド

3-エチル-2-オキソ-4-
ブタノリド

ラクトン類 18 923291-29-6

2917
(-)-2-hydroxy-3,3-
dimethyl-4-butanolide

d(-)-2-hydroxy-3,3-
dimethyl-4-butanolide

(-)-2-ヒドロキシ-3,3-ジ
メチル-4-ブタノリド

d(-)-2-ヒドロキシ-3,3-
ジメチル-4-ブタノリド

ラクトン類 18 599-04-2

2918
3,6-dimethylhexahydro-
2(3H )-benzofuranone

3,6-dimethyl-2(3H)-
hexahydrobenzofuranone

3,6-ジメチルヘキサヒド
ロ-2(3H )-ベンゾフラノン

3,6-ジメチル-2(3H)-ヘ
キサヒドロベンゾフラノ
ン

ラクトン類 18 92015-65-1
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