アスコルビン酸
アセトン
アミノ安息香酸エチル
アラビアゴム

【ビタミンＣ】
【アネスタミン】【ベンゾカイン】

アラビアゴム末
亜硫酸水素ナトリウム
乾燥亜硫酸ナトリウム
アルギン酸ナトリウム
アンモニア水
イソプロパノール

【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着
剤】【賦形剤】【分散剤】
【重亜硫酸ナトリウム】

【イソプロピルアルコール】

イノシトール
インジゴカルミン
ウルソデスオキシコール酸
エタノール

【アルコール】

無水エタノール

【無水アルコール】

消毒用エタノール
エーテル
塩化アンモニウム
塩化カリウム
塩化カルシウム
塩化ナトリウム

【食塩】

塩化ベンザルコニウム
塩化ベンゼトニウム
塩化メチルロザニリン
塩酸
希塩酸
塩酸リジン
オウバク末
オウレン末
オリブ油

【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【抗酸化剤】
【可溶化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【無痛化剤】
【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【粘着剤】【賦形剤】【分散剤】

【抗酸化剤】【等張化剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【抗酸化剤】【保存剤】
【安定化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘着剤】【粘ちょう化剤】【粘ちょ
う剤】【賦形剤】【崩壊剤】
【ｐH調節剤】
【可溶化剤】【基剤】【保存剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【安定化剤】【賦形剤】【無痛化剤】
【着色剤】
【溶解剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【基剤】【きょう味剤】【懸濁化剤】【消泡剤】【着香
剤・香料】【乳化剤】【分散剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
【溶剤】
【可溶化剤】【きょう味剤】【粘ちょう化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【流動化剤】
【基剤】【溶剤】
【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【安定化剤】【緩衝剤】
【緩衝剤】【等張化剤】
【安定化剤】【懸濁化剤】【等張化剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【基剤】【きょう味剤】【懸濁化剤】【等張化
剤】【賦形剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【懸濁化剤】【等張化剤】【乳化剤】【防腐剤】【保存剤】

【安定化剤】【分散剤】【防腐剤】【保存剤】
【着色剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【きょう味剤】【ｐH調節剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
【溶剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【ｐH調節剤】【溶解剤】【溶
解補助剤】
【塩酸Ｌ－リシン】【Ｌ－塩酸リシン】 【安定化剤】
【塩酸Ｌ－リジン】【Ｌ－塩酸リジン】

【クリスタルバイオレット】

【黄柏末】
【黄連末】

【きょう味剤】【結合剤】
【きょう味剤】
【基剤】【コーティング剤】【湿潤調整剤】【軟化剤】【賦形剤】【防湿剤】【溶解
剤】【溶解補助剤】【溶剤】

カオリン

【基剤】【吸着剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【充填剤】【賦形剤】

カカオ脂

【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【コーティング剤】【賦形剤】

ガーゼ
カプセル
ｄ－カンフル

【樟脳】

【支持体】
【剤皮】
【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】

ｄｌ－カンフル

【合成樟脳】

【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【防腐剤】【溶解剤】

吸水軟膏
クエン酸
無水クエン酸
クエン酸ナトリウム

【基剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【抗酸化剤】【等張化剤】【ｐH調節剤】
【賦形剤】【分散剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解補助剤】
【クエン酸（無水）】

【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【発泡剤】【ｐH調節剤】【賦
形剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【懸濁化剤】【等張化剤】【ｐ
H調節剤】【賦形剤】【分散剤】【防腐剤】【溶解補助剤】

グリセリン

【グリセロール】

【安定化剤】【可塑剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】
【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【剤皮】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【糖
衣剤】【等張化剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちょう剤】
【賦形剤】【分散剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】【保存剤】【溶解剤】【溶解補助
剤】【溶剤】

濃グリセリン

【濃グリセロール】

【安定化剤】【可塑剤】【可溶化剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【コーティン
グ剤】【剤皮】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【等張化剤】【粘ちょう化剤】【粘ちょう
剤】【分散剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】【流動化剤】

グリセロリン酸カルシウム
グルコン酸カルシウム
クレゾール
クロロブタノール
合成ケイ酸アルミニウム

【アセトンクロロホルム】

天然ケイ酸アルミニウム
ケイ酸マグネシウム
ケイヒ末

【賦形剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【賦形剤】
【防腐剤】【保存剤】
【緩衝剤】【無痛化剤】【防腐剤】【保存剤】
【滑沢剤】【基剤】【吸着剤】【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】
【崩壊剤】【防湿剤】【流動化剤】
【賦形剤】
【滑沢剤】【吸着剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】【防湿剤】

【桂皮末】

乾燥酵母
ゴマ油

【安定化剤】【きょう味剤】【着香剤・香料】【賦形剤】【芳香剤】

コレステロール
酢酸

【きょう味剤】【賦形剤】
【安定化剤】【可塑剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【賦形剤】【溶解補助剤】
【溶剤】
【界面活性剤】【基剤】【賦形剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【ｐH調節剤】【溶剤】

氷酢酸

【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【ｐH調節剤】【溶解補助剤】【溶剤】

酢酸トコフェロール
サッカリンナトリウム
サリチル酸
サリチル酸ナトリウム
サリチル酸フェニル
酸化亜鉛

【ビタミンＥ酢酸エステル】

【亜鉛華】

【安定化剤】【抗酸化剤】
【甘味剤】【きょう味剤】
【防腐剤】【保存剤】
【安定化剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解補助剤】
【安定化剤】【防腐剤】
【安定化剤】【充填剤】【着色剤】【賦形剤】【分散剤】

酸化マグネシウム

【安定化剤】【滑沢剤】【コーティング剤】【賦形剤】【溶解補助剤】

臭化カリウム
臭化カルシウム
臭化ナトリウム
酒石酸

【溶解剤】
【安定化剤】【等張化剤】
【等張化剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【基剤】【きょう味剤】【発泡剤】【ｐH調節剤】【賦形剤】
【溶解剤】【溶解補助剤】

硝酸カリウム
常水
注射用水
【注射用蒸留水】
親水軟膏
乾燥水酸化アルミニウムゲル 【水酸化アルミニウム・ゲル】

【発熱剤】
【結合剤】【湿潤剤】【溶解剤】【溶剤】
【溶解剤】【溶剤】
【基剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【防湿
剤】
【可溶化剤】【基剤】【懸濁化剤】【湿潤調整剤】【乳化剤】【ｐH調節剤】

水酸化カリウム
水酸化ナトリウム

精製水
滅菌精製水
生理食塩液
ゼラチン
精製ゼラチン
脱脂綿

【安定化剤】【可溶化剤】【懸濁化剤】【湿潤調整剤】【着色剤】【等張化剤】
【乳化剤】【ｐH調節剤】【分散剤】【崩壊補助剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
【蒸留水】

【０．９％塩化ナトリウム注射液】
【等張塩化ナトリウム注射液】【等
張食塩液】
【ゼラチンタイプＡ】

【基剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【溶解剤】【溶剤】
【基剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【基剤】【等張化剤】【溶解剤】【溶剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【剤
皮】【糖衣剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】【崩壊剤】
【安定化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着
増強剤】【賦形剤】
【吸着剤】

タルク

【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【着色剤】【糖衣
剤】【乳化剤】【粘着増強剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防湿剤】【流動化剤】

沈降炭酸カルシウム

【滑沢剤】【吸着剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補
助剤】【防湿剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【等張化剤】【発泡剤】【ｐH
調節剤】【崩壊剤】【無痛化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】

炭酸水素ナトリウム

【重曹】【重炭酸ナトリウム】

炭酸マグネシウム

【安定化剤】【滑沢剤】【吸着剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】

単シロップ

【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】

単軟膏
タンニン酸
チオ硫酸ナトリウム
窒素
チメロサール
チモール

【基剤】
【きょう味剤】
【安定化剤】【溶解剤】
【噴霧剤】【防腐剤】
【防腐剤】【保存剤】
【安定化剤】【きょう味剤】【芳香剤】【防腐剤】【保存剤】

チョウジ油

【チオメルサール】

【クローブ油】【丁子油】

デキストラン４０
デキストラン７０
デキストリン
トウヒ末
トウヒチンキ
トウモロコシデンプン

【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【無痛化剤】
【安定化剤】【賦形剤】
【安定化剤】【粘ちょう剤】
【吸着剤】【結合剤】【粘着剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】

【橙皮チンキ】
【トウモロコシ澱粉】

【きょう味剤】
【きょう味剤】【着香剤・香料】
【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【流動化剤】

トコフェロール
トリエタノールアミン

【ビタミンＥ】

【安定化剤】【抗酸化剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【基剤】【乳化剤】【ｐH調節剤】【溶解補助剤】

豚脂
ニコチン酸アミド
二酸化炭素
乳酸

【トンシ】

【基剤】
【安定化剤】【等張化剤】【溶解補助剤】
【安定化剤】【ｐH調節剤】【噴霧剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【基剤】【きょう味剤】【湿潤調整剤】【ｐH
調節剤】【溶解剤】【溶解補助剤】

【炭酸ガス】

乳酸カルシウム
乳糖

【基剤】【コーティング剤】【ｐH調節剤】【賦形剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【甘味剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コー
ティング剤】【糖衣剤】【等張化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助
剤】

白色軟膏
精製白糖

【基剤】
【安定化剤】【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティン
グ剤】【糖衣剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防湿剤】

ハッカ油

【薄荷油】

【基剤】【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【溶解剤】【溶剤】

【重質流動パラフィン】

【基剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【乳化剤】【賦形
剤】【防湿剤】
【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティン
グ剤】【湿潤剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘ちょう化剤】【粘ちょう剤】【分散剤】
【溶解剤】【溶剤】

パラフィン
流動パラフィン

軽質流動パラフィン
パラホルムアルデヒド
バレイショデンプン
パントテン酸カルシウム
ヒマシ油
フェナセチン
フェノール
液状フェノール
ブドウ酒
ブドウ糖

【バレイショ澱粉】
【パンカルＧ】

【石炭酸】【石灰炭】
【液状石炭酸】
【グルコース】

【滑沢剤】【基剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【軟
化剤】【賦形剤】
【防腐剤】
【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘ちょう剤】【発泡
剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
【安定化剤】
【可塑剤】【基剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【軟化剤】【粘着
剤】【粘ちょう剤】【防湿剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【安定化剤】【賦形剤】
【防腐剤】【保存剤】
【防腐剤】【保存剤】
【きょう味剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【甘味剤】【きょう味剤】【結合剤】【コーティング剤】【等
張化剤】【賦形剤】【無痛化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】

フルオレセインナトリウム
ヘパリンナトリウム
ベンジルアルコール

【着色剤】
【安定化剤】
【安定化剤】【基剤】【懸濁化剤】【等張化剤】【無痛化剤】【防腐剤】【保存剤】
【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】

ベントナイト

【安定化剤】【基剤】【吸着剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散
剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【等張化剤】【ｐH調節剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解補
助剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【等張化剤】【ｐH調節剤】【防腐剤】【保存剤】

ホウ酸
ホウ砂
ポリソルベート８０

【エマゾール４１３０】【ツイーン８０】 【安定化剤】【界面活性剤】【可塑剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】
【ポリオキシエチレンソルビタンモノ 【懸濁化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【消泡剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘
オレエート】
ちょう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【溶解剤】【溶解補助
剤】【溶剤】

ホルマリン
マクロゴール４００

【安定化剤】【保存剤】【溶剤】
【安定化剤】【界面活性剤】【可塑剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【光沢化剤】
【コーティング剤】【湿潤剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちょう剤】
【賦形剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】【溶剤】

マクロゴール１５００

【可塑剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤
剤】【糖衣剤】【軟化剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】【溶解
剤】【溶解補助剤】

マクロゴール４０００

【安定化剤】【可塑剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】
【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【糖衣剤】【等張化剤】【粘ちょう化
剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】【溶解剤】【溶解補
助剤】【溶剤】

マクロゴール６０００

【可塑剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】
【コーティング剤】【湿潤調整剤】【糖衣剤】【粘着増強剤】【粘ちょう剤】【賦形
剤】【分散剤】【崩壊剤】【防湿剤】

マクロゴール軟膏
サラシミツロウ

【ポリエチレングリコール軟膏】
【白蝋】【白<hka>ろう</hka>】

【基剤】
【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【乳化
剤】【賦形剤】【分散剤】

ＤＬ－メチオニン
Ｌ－メチオニン
メチルセルロース

【安定化剤】
【安定化剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティン
グ剤】【湿潤剤】【糖衣剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘ちょう化剤】【粘ちょう剤】
【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】

メチレンブルー
ｄｌ－メントール
ｌ－メントール

【ハッカ脳】【メントール】

【着色剤】
【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
【安定化剤】【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【防腐剤】

薬用炭

【薬用炭末】

【安定化剤】【吸着剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【着色剤】【賦形剤】

ヨウ化カリウム
ヨウ化ナトリウム
ラウリル硫酸ナトリウム
加水ラノリン
精製ラノリン
リドカイン
硫酸亜鉛
硫酸アルミニウム
硫酸アルミニウムカリウム
硫酸銅
硫酸プロタミン
硫酸マグネシウム
リンゲル液
リン酸水素カルシウム
リン酸水素ナトリウム

【安定化剤】【可溶化剤】【崩壊補助剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
【安定化剤】【可溶化剤】
【デュポノールＸＬ】【ラウリル硫酸ナ 【安定化剤】【界面活性剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【光沢化
トリウムからなるアルキル硫酸ナト 剤】【乳化剤】【発泡剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
リウム】
【基剤】【粘着剤】
【安定化剤】【基剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘ちょう剤】

【ミョウバン】

【無痛化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【安定化剤】【分散剤】【溶解補助剤】
【結合剤】【賦形剤】【溶解補助剤】
【安定化剤】【ｐH調節剤】
【保存剤】
【持続化剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【無痛化剤】
【きょう味剤】【溶剤】
【安定化剤】【基剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】

【第二リン酸カルシウム】【リカミッ
ト】
【第二リン酸ナトリウム（結晶）】【リ 【緩衝剤】【基剤】【コーティング剤】【等張化剤】【ｐH調節剤】【賦形剤】【溶解
ン酸ナトリウム】【リン酸二ナトリウ 補助剤】
ム】【リン酸二ナトリウム（結晶）】

リン酸二水素カルシウム

安息香酸
安息香酸ナトリウム

【酸性リン酸カルシウム】【第一リン 【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】【崩壊剤】
酸カルシウム】
【ビタミンＢ<sita>２</sita>リン酸エ 【着色剤】
ステル】
【基剤】
【基剤】【粘着剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】
【基剤】
【阿仙薬末】【ガンビール末】
【きょう味剤】
【甘茶末】
【甘味剤】【きょう味剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【結合剤】【等張化剤】【賦形剤】【防腐
剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【防腐剤】【保存剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解補助剤】

安息香酸ベンジル
ウイキョウ油

【フェンネル油】

リン酸リボフラビンナトリウム
黄色ワセリン
白色ワセリン
親水ワセリン
アセンヤク末
アマチャ末
アミノエチルスルホン酸

エチレンジアミン
エデト酸ナトリウム

【可溶化剤】【防腐剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【溶剤】

カンゾウ粗エキス
カンテン末

【安定化剤】【溶解補助剤】
【ＥＤＴＡナトリウム】【エチレンジアミ 【安定化剤】【抗酸化剤】【防腐剤】【保存剤】
ン四酢酸二ナトリウム】
【安定化剤】【持続化剤】
【安定化剤】
【エマゾール２３３】
【基剤】【分散剤】【溶剤】
【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
【安定化剤】【甘味剤】【きょう味剤】【結合剤】【等張化剤】【粘着増強剤】【賦
形剤】
【乳化剤】
【滑沢剤】【基剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着
増強剤】
【甘草羔】
【甘味剤】【きょう味剤】
【寒天末】
【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘着増強剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】

牛脂
軽質無水ケイ酸

【エロジール】

【基剤】【軟化剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【吸着剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】
【コーティング剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【着色剤】【粘着増強剤】【粘ちょう
剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】【流動化剤】

ケイヒ油

【桂皮油】

【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】

硬化油

【エコナ】【硬化ラッカセイ油】【ハイ 【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティン
ドロミルクベースＡ】
グ剤】【賦形剤】【分散剤】【防湿剤】【溶解剤】

コムギデンプン

【小麦澱粉】

コメデンプン
コロジオン
弾性コロジオン
酢酸ナトリウム

【米澱粉】

酢酸フタル酸セルロース

【セルロースアセテートフタレート】 【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防湿剤】【溶解補助剤】

塩化亜鉛
塩化第二鉄
オレイン酸
オレンジ油
果糖
カリ石ケン
カルナウバロウ

サフラン
サリチル酸メチル

【滑沢剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着剤】【賦形剤】【崩壊
剤】
【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】
【基剤】【粘着剤】【溶剤】
【基剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【ｐH調節剤】【溶解補助剤】

【きょう味剤】
【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】

酸化カルシウム
酸化チタン

【生石灰】

【溶解補助剤】
【基剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【充填剤】【着色剤】【糖衣
剤】【賦形剤】【分散剤】【流動化剤】

サンショウ末
シュクシャ末
酒石酸水素カリウム
ショウキョウ末

【サンショウ粉末】【山椒末】
【縮砂末】
【重酒石酸カリウム】
【乾生姜末】【乾生薑末】【生姜末】
【生薑末】
【消石灰】

【きょう味剤】
【きょう味剤】
【きょう味剤】【賦形剤】
【きょう味剤】

水酸化カルシウム
ステアリルアルコール
ステアリン酸

【安定化剤】【ｐH調節剤】
【界面活性剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【乳
化剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】【溶解剤】【溶剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティン
グ剤】【糖衣剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【防湿剤】【流動化剤】

ステアリン酸カルシウム
ステアリン酸ポリオキシル４０

【滑沢剤】【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【流動
化剤】
【ポリエチレングリコールステアリン 【安定化剤】【界面活性剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化
酸モノエステル】【ポリオキシエチレ 剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【消泡剤】【糖衣剤】【乳化剤】
ングリコールステアリン酸エステ
【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
ル】【ポリオキシエチレングリコール
モノステアラート】【ポリオキシル４０
ステアレート】【マクロゴールエステ
ル２０００】

ステアリン酸マグネシウム
石油ベンジン
セスキオレイン酸ソルビタン

【アラセルＣ】【ソルビタンセスキオ
レエート】

セタノール
焼セッコウ
精製セラック

【安定化剤】【滑沢剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】【防
湿剤】【流動化剤】
【滑沢剤】【溶解剤】【溶剤】
【安定化剤】【界面活性剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】
【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】
【安定化剤】【界面活性剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化
剤】【コーティング剤】【乳化剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】

【焼石膏】

白色セラック

【コーティング剤】【賦形剤】
【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】【防湿剤】
【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】【防湿剤】

結晶セルロース

【アビセル】

【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【吸着剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング
剤】【糖衣剤】【軟化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【流動化
剤】

Ｄ－ソルビトール

【Ｄ－ソルビット】

【安定化剤】【可塑剤】【甘味剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コー
ティング剤】【剤皮】【湿潤剤】【等張化剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【保
存剤】【溶解補助剤】

Ｄ－ソルビトール液

【Ｄ－ソルビット液】

【安定化剤】【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【等張
化剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】【溶解補助剤】

炭酸カリウム
炭酸ナトリウム

【安定化剤】【乳化剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【ｐH調節剤】【溶解補助剤】

乾燥炭酸ナトリウム

【安定化剤】【緩衝剤】【発泡剤】【ｐH調節剤】【溶解剤】【溶解補助剤】

チンク油
ツバキ油
テレビン油
トウガラシ末
トウガラシチンキ
トウモロコシ油
トラガント

【蕃椒末】

【基剤】
【溶剤】
【着香剤・香料】【芳香剤】
【芳香剤】
【きょう味剤】
【コーティング剤】【粘ちょう剤】【溶剤】
【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘着剤】【粘ちょう剤】

【菜種油】
【苦木末】

【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘着剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩
壊剤】
【基剤】【軟化剤】【溶解剤】
【きょう味剤】
【安定化剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【粘ちょう剤】【溶解補助剤】

【椿油】

トラガント末
ナタネ油
ニガキ末
尿素
ハッカ水

【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】

パラオキシ安息香酸エチル
パラオキシ安息香酸ブチル
パラオキシ安息香酸プロピル
パラオキシ安息香酸メチル
ヒドロキシプロピルセルロース

【安定化剤】【防腐剤】【保存剤】
【安定化剤】【防腐剤】【保存剤】
【安定化剤】【防腐剤】【保存剤】
【安定化剤】【防腐剤】【保存剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】
【コーティング剤】【糖衣剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちょう化
剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】

ピロ亜硫酸ナトリウム
Ｌ－フェニルアラニン
フタル酸ジブチル
プロピレングリコール

【メタ重亜硫酸ナトリウム】

【安定化剤】【抗酸化剤】
【賦形剤】
【可塑剤】【コーティング剤】
【安定化剤】【可塑剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティン
グ剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【等張化剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘
着増強剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】【分散剤】【無痛化剤】【保存剤】【溶解剤】
【溶解補助剤】【溶剤】

ベルガモット油
ボレイ末
マルツエキス
モノステアリン酸アルミニウム
モノステアリン酸グリセリン

ユーカリ油

【牡蛎末】
【アルミニウムモノステアレート】

【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
【基剤】【賦形剤】
【きょう味剤】
【安定化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】

【グリセリンモノステアレート】【グリ 【安定化剤】【界面活性剤】【可塑剤】【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】
セロモノステアレート】【ステアリン 【光沢化剤】【コーティング剤】【軟化剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊
酸グリセリド】【テガシットレギュ
剤】
ラー】
【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【防腐剤】

ラウロマクロゴール

【エマルゲン１０６】【ニッコールＢＬ】 【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【乳化剤】【発
【ニューコール１１０５】【ニューコー 泡剤】【分散剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
ル１１２０】【ポリオキシエチレンラウ
リルアルコールエーテル】

ラッカセイ油
ラベンダー油
硫酸カリウム
ロジン

【落花生油】

ローズ油

【懸濁化剤】【賦形剤】【溶解剤】【溶剤】
【着香剤・香料】
【安定化剤】
【基剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【着香剤・香料】【粘着剤】【粘着増強
剤】【粘ちょう剤】
【緩衝剤】【基剤】【きょう味剤】【着色剤】【着香剤・香料】【芳香剤】

メグルミン

【可溶化剤】【ｐH調節剤】【溶解剤】【溶解補助剤】

低置換度ヒドロキシプロピルセ
ルロース
マクロゴール２００００

【可溶化剤】【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】

無水リン酸水素カルシウム
アラントイン
亜硫酸ナトリウム

【コロホニウム】

【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【乳化剤】
【無水第二リン酸カルシウム】
【グリオキシルジウレイド】
【含水亜硫酸ナトリウム】【亜硫酸
ソーダ】

アルギン酸プロピレングリコー
ルエステル
イソボルニルチオシアノアセ
テート
Ｌ－アスパラギン酸マグネシウ
ム
液化石油ガス
Ｌ－アスパラギン酸
Ｌ－アラニン
Ｌ－アルギニン
Ｌ－グルタミン
Ｌ－グルタミン酸
Ｌ－システイン
Ｌ－ヒスチジン
塩酸クロルヘキシジン
【ヒビテン塩酸塩】
塩酸メプリルカイン
Ｌ－塩酸ヒスチジン
オクチルドデカノール
【２－オクチルドデカノール】
カルバゾクロムスルホン酸ナト
リウム
キシリトール
キシレン
クエン酸カルシウム
トリアセチン

【グリセリルトリアセテート】

グリセリン脂肪酸エステル

【コーティング剤】【賦形剤】
【湿潤剤】【軟化剤】
【抗酸化剤】
【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘ちょう化剤】【粘ちょう剤】【分散剤】
【共力剤】
【緩衝剤】【きょう味剤】
【噴霧剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【きょう味剤】【賦形剤】
【安定化剤】
【可溶化剤】【緩衝剤】【溶解補助剤】
【賦形剤】
【緩衝剤】【きょう味剤】
【安定化剤】
【安定化剤】
【防腐剤】【保存剤】
【無痛化剤】
【安定化剤】
【基剤】【乳化剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【安定化剤】
【安定化剤】【甘味剤】【きょう味剤】【等張化剤】【賦形剤】
【溶剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【崩壊剤】
【可塑剤】【基剤】【コーティング剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【安定化剤】【可塑剤】【滑沢剤】【基剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【消泡
剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】【溶剤】

グリチルレチン酸
グリチルリチン酸二カリウム

【皮膚保護剤】
【グリチリチンＫ２】【グリチリチン酸 【甘味剤】【きょう味剤】
Ｋ２】【リリチンＫ<sita>２</sita>】

ケイ酸カルシウム
コンドロイチン硫酸ナトリウム
酢酸ビニル樹脂

【合成ケイ酸カルシウム】

ジクロルイソシアヌール酸カリ
ウム

【ポリビニルアセテート】

【賦形剤】
【安定化剤】【粘ちょう化剤】【粘ちょう剤】
【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【防湿剤】
【抗酸化剤】

ジヒドロキシアルミニウム アミ 【アルミニウム グリシネート】
ノアセテート
ジブチルヒドロキシトルエン
【ＢＨＴ】【アイオノール】【２、６－ジ
－ｔ－ブチル－４－メチルフェノー
ル】
ジメチルエーテル
ジメチルポリシロキサン
【ジメチコン１０００】【メチルポリシロ
キサン】
ショ糖脂肪酸エステル
【シュガーエステル】

ジメチルポリシロキサン・二酸
化ケイ素混合物
塩化セチルピリジニウム

【結合剤】【賦形剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【抗酸化剤】【粘着剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解補助
剤】
【噴霧剤】
【安定化剤】【基剤】【光沢化剤】【消泡剤】【粘着剤】【溶剤】
【安定化剤】【界面活性剤】【滑沢剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化
剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【消泡剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩
壊剤】【崩壊補助剤】【防湿剤】【溶解補助剤】
【可塑剤】【滑沢剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【消泡剤】

【セチルピリジニウムクロライド】【セ 【安定化剤】【乳化剤】【防腐剤】【保存剤】
チルピリジニウムクロリド】

ソルビタン脂肪酸エステル

【安定化剤】【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コー
ティング剤】【消泡剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【溶解剤】【溶
解補助剤】【溶剤】

モノラウリン酸ソルビタン

【スパン２０】【ソルビタンモノラウ
レート】

ソルビン酸
第三リン酸カルシウム
脱脂粉乳
ダンマルゴム
デヒドロ酢酸ナトリウム

【防腐剤】【保存剤】
【コーティング剤】【賦形剤】【流動化剤】
【きょう味剤】【賦形剤】
【粘着剤】
【３－アセト－６－メチル－２－ピロ 【基剤】【崩壊剤】【防腐剤】【保存剤】【溶解剤】
ノンナトリウム塩】
【きょう味剤】【着色剤】
【ケロシン】【精製灯油】
【噴霧剤】【溶剤】
【基剤】【接着剤】【軟化剤】【粘着剤】
【安定化剤】【軟化剤】
【結合剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】
【ピペロニルブトキサイド】
【結合剤】【コーティング剤】【粘着増強剤】
【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【粘着剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】

銅クロロフィリンナトリウム
灯油
生ゴム
ノニル酸ワニリルアミド
ヒドロキシプロピルスターチ
ピペロニルブトキシド
ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース２２０８
ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース２９０６
ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース２９１０

【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【粘着増強剤】【粘ちょう化剤】【粘ちょう
剤】【賦形剤】
【滑沢化剤】【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着増強剤】【粘
ちょう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【防湿剤】【溶解補助剤】

フェンプロバメート
ブチルフタリルブチルグリコ
ヘスペリジン
ポリビニルアセタールジエチル 【Ａ．Ｄ．Ａ】【ＡＥＡ】
アミノアセテート
ポリオキシエチレンセチルエー 【エマレックス１０００】【ニッコールＢ
テル
Ｃ】【ニッコールＢＣ－２０】【ポリオ
キシエチレンセチルアルコール
エーテル】
無水マレイン酸
Ｄ－マンニトール

ミリスチン酸イソプロピル

【可溶化剤】
【可塑剤】【コーティング剤】
【着香剤・香料】
【結合剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防湿剤】
【安定化剤】【界面活性剤】【乳化剤】【溶解補助剤】

【安定化剤】【可溶化剤】【溶解補助剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化
剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【等張化剤】【賦形剤】【崩壊剤】【溶解補助
剤】

【ＩＰＭ】【イソプロピルミリステート】 【可塑剤】【基剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【軟化剤】【乳化剤】【賦形剤】【分
散剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】

２－メチル－５－ビニルピリジ
ンメチルアクリレート・メタアクリ
ル酸コポリマー
メタノール変性アルコール
モノステアリン酸ポリオキシエ
チレンソルビタン（６Ｅ．Ｏ．）
酪酸リボフラビン
【ビタミンＢ<sita>２</sita>酪酸エス
テル】
ｄ－ボルネオール
【龍脳】【竜脳】
リン酸二水素ナトリウム

【界面活性剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【分散剤】【溶解剤】【溶剤】

【光沢化剤】【コーティング剤】
【基剤】【溶解剤】【溶剤】
【乳化剤】
【着色剤】

【きょう味剤】【咀嚼剤】【清涼化剤】【着色剤】【着香剤・香料】【芳香剤】【防
腐剤】
【第一リン酸ナトリウム（結晶）】【リ 【緩衝剤】【等張化剤】【ｐH調節剤】【賦形剤】
ン酸一ナトリウム】【リン酸一ナトリ
ウム（結晶）】

リン酸三ナトリウム

【第三リン酸ナトリウム（結晶）】【リ 【緩衝剤】【ｐH調節剤】
ン酸三ナトリウム（結晶）】
１、２、６－ヘキサントリオール
【基剤】
１、３－ブチレングリコール
【β－ブチレングリコール】
【基剤】【抗酸化剤】【湿潤剤】【粘ちょう剤】【溶解補助剤】【溶剤】
エチレングリコールエチルエー
テル
ヘキシルデカノール
【ヘキサデシルアルコール】
２－メルカプトベンズイミダゾー
２－ナフトール
ミリスチン酸オクチルドデシル
八アセチルしょ糖変性アルコー
ル（９５Ｖ／Ｖ％）
アセチルグリセリン脂肪酸エス 【グリセリン酢酸脂肪酸エステル】
テル
アクリル酸エステル・酢酸ビニ
ルコポリマー
アジピン酸
アルブミン
アルギン酸
イソチオシアン酸アリル
アルモンド油
アルファー化デンプン
塩化アルミニウム
水酸化アルミニウム
水酸化アルミニウム・炭酸水素
ナトリウム共沈物
乳酸アルミニウム
酸化アルミニウム
ステアリン酸アルミニウム
炭酸アンモニウム
無水炭酸ナトリウム
無水クエン酸ナトリウム
パルミチン酸アスコルビン酸
アゾジカルボンアミド
ビタベース
ブタノール
酢酸ｎ－ブチル
ブチルヒドロキシアニソール
酢酸カルシウム
炭酸カルシウム
石灰水
硫酸カルシウム
カロペプタイド
カプタン
カラメル
カルバコール
カーボンブラック
カルボキシビニルポリマー

カルボキシメチルエチルセル
ロース
カルミン
カゼイン
ヒマラヤスギ油
酢酸セルロース
セレシン
セトステアリルアルコール
乳酸セチル
パルミチン酸セチル
チンピチンキ
グルコン酸クロルヘキシジン

【扁桃油】
【アミコール】

【アルミナ】
【アルミニウムステアレート】

【溶解補助剤】
【基剤】
【抗酸化剤】【保存剤】
【防腐剤】
【基剤】【着色剤】【乳化剤】
【溶剤】
【結合剤】【コーティング剤】
【粘着剤】
【安定化剤】【ｐH調節剤】【崩壊剤】【溶解補助剤】
【安定化剤】
【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】
【着香剤・香料】
【軟化剤】
【結合剤】【賦形剤】【崩壊剤】
【増強剤】
【吸着剤】
【賦形剤】
【賦形剤】
【吸着剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【粘ちょう剤】

【賦形剤】
【緩衝剤】【溶解補助剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【分散剤】
【アスコルビン酸パルミテート】【ビタ 【抗酸化剤】
ミンＣパルミチン酸エステル】
【炭酸ナトリウム（無水）】

【ＢＨＡ】

【太陽カラメル】

【基剤】
【着香剤・香料】
【溶解補助剤】【溶剤】
【溶剤】
【安定化剤】【抗酸化剤】
【賦形剤】
【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】
【安定化剤】【基剤】
【滑沢剤】【コーティング剤】【賦形剤】
【滑沢剤】【湿潤剤】
【粘着増強剤】【保存剤】
【きょう味剤】【結合剤】【コーティング剤】【着色剤】【着香剤・香料】【賦形剤】

【きょう味剤】
【着色剤】
【カーボポール】【カーボポール９３ 【安定化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【乳化剤】【粘着
４】【カーボポール９４０】【カルボキ 剤】【粘ちょう剤】【分散剤】
シポリメチレン】【カルボキシメチレ
ン】
【ＣＭＥＣ】
【結合剤】【コーティング剤】
【カーミン】

【アセチルセルロース】

【ニッコールＮ－ＳＰ】

【着色剤】
【賦形剤】
【着香剤・香料】
【コーティング剤】
【基剤】
【基剤】【乳化剤】【賦形剤】
【基剤】【軟化剤】
【基剤】
【きょう味剤】
【防腐剤】【保存剤】

クロロクレゾール
中金箔
シトロネラー油
ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミ
ド
銅クロロフィル
トウモロコシシロップ
【コーンシロップ】
綿実粉
綿実油
クレアチニン
クロタミトン
塩酸システイン
Ｄ－キシロース
大豆油不けん化物
オレイン酸デシル
【セチオールＶ】
デヒドロ酢酸
【３－アセト－６－メチル－２－ピロ
ノン】
デキストラン
ケイソウ土
【ケイソウ土（乾燥品）】【ケイソウ土
（焼成品）】
ジブナートナトリウム
ジクロロメタン
ジエタノールアミン
フタル酸ジエチル
【ジエチルフタレート】
ジエチレングリコール
ジエチレングリコールモノブチ
ルエーテル
ジエチレングリコールモノメチ
ルエーテル
ジエチレントリアミン五酢酸
ジイソプロパノールアミン
アジピン酸ジイソプロピル
フタル酸ジメチル
ジメチルアミノエチルメタアクリ
レート・メチルメタアクリレートコ
ポリマー
アジピン酸ジオクチル
ジプロピレングリコール
グリチルリチン酸二ナトリウム
ＤＬ－アラニン
ｄｌ－ボルネオール
ｄｌ－リンゴ酸
モノステアリン酸ソルビタン

【ジイソプロピルアジペート】

【防腐剤】【保存剤】
【光沢化剤】【コーティング剤】
【着香剤・香料】
【基剤】【乳化剤】
【着色剤】
【コーティング剤】【賦形剤】
【賦形剤】
【賦形剤】【溶剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【無痛化剤】
【基剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【安定化剤】【抗酸化剤】
【きょう味剤】
【安定化剤】【賦形剤】
【基剤】
【防腐剤】
【安定化剤】
【吸着剤】
【湿潤剤】【乳化剤】
【溶解補助剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【溶解補助剤】
【可塑剤】【コーティング剤】
【溶解剤】
【乳化剤】
【溶剤】
【安定化剤】
【安定化剤】【基剤】【乳化剤】【ｐH調節剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【基剤】【湿潤剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【溶剤】
【コーティング剤】
【可塑剤】
【溶剤】
【安定化剤】【甘味剤】【きょう味剤】
【安定化剤】【基剤】【きょう味剤】
【着香剤・香料】【芳香剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【きょう味剤】【コーティング剤】【ｐH調節剤】【賦形剤】

【スパン６０】【ソルビタンモノステア 【界面活性剤】【基剤】【コーティング剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】
レート】
イプシロン－アミノカプロン酸
【緩衝剤】
エリソルビン酸
【イソアスコルビン酸】
【安定化剤】【抗酸化剤】
エステルガム
【ロジンエステル】
【基剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
酢酸エチル
【溶解剤】【溶剤】
酪酸エチル
【芳香剤】
乳酸エチル
【基剤】
リノール酸エチル
【基剤】
エチルマルトール
【着香剤・香料】
オレイン酸エチル
【溶剤】
エチルバニリン
【エチルワニリン】
【着香剤・香料】【芳香剤】
エチルセルロース
【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘ちょう化剤】【賦形剤】【防湿
剤】
エチレングリコールモノブチル
【溶解補助剤】【溶剤】
エーテル
モノステアリン酸エチレングリ 【エチレングリコールモノステアレー 【懸濁化剤】【乳化剤】
コール
ト】
サリチル酸エチレングリコール
【基剤】【溶剤】
エチルヘキシル－イソプロピル
【効力増強剤】
－メチルビシクロ－オクト－ジ
カルボキシミド
オイゲノール
【きょう味剤】【芳香剤】
ミルラ流エキス
【きょう味剤】
食用青色１号
【着色剤】

食用赤色１０２号
食用赤色２号
食用赤色３号
食用黄色４号
食用黄色５号
フマル酸
ゲンマイコウジ
ゲラニオール

【着色剤】
【着色剤】
【着色剤】
【着色剤】
【着色剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【きょう味剤】【結合剤】
【賦形剤】
【基剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【溶解補助剤】

銀箔
グルコン酸
グルコノ－δ－ラクトン

【コーティング剤】
【ｐH調節剤】
【安定化剤】【きょう味剤】【粘着剤】【粘ちょう剤】【ｐH調節剤】

塩酸グルコサミン
モノミリスチン酸グリセリン
自己乳化型モノステアリン酸グ 【ＭＧＳ－ＴＧ】
リセリン
親油型モノステアリン酸グリセ
グリシン

【緩衝剤】
【基剤】
【界面活性剤】【乳化剤】

グリチルリチン酸
【リチン酸】
硝酸グアニジン
牛脂硬化油
ハダカムギ緑葉エキス末
半消化体デンプン
複合ケイ酸アルミニウムカリウ
ム粒
人血清アルブミン
ヒドロキノン
【ハイドロキノン】
ヒドロキシエチルメチルセル
ロース
ヒドロキシエチルセルロース
【ＨＥＣ】

【きょう味剤】
【発熱剤】
【結合剤】
【着色剤】【賦形剤】
【賦形剤】
【吸着剤】

イリス根末
三二酸化鉄
パラオキシ安息香酸イソブチル 【パラヒドロキシ安息香酸イソブチ
ル】
パルミチン酸イソプロピル
【イソプロピルパルミテート】
パラオキシ安息香酸イソプロピ 【イソプロピルＰ－ヒドロキシベンゾ
ル
エート】【パラヒドロキシ安息香酸イ
ソプロピル】
イソステアリン酸
【イソステアリル酸】
カミツレ油
還元麦芽糖水アメ
軽石粒
【石川ライトＮ－３】【カガライト】【カ
ガライト４号】【パーライト７Ｆ】
ケイヒチンキ
金箔
高級アルコール硫酸化物
コンブ末
クレー
黒砂糖
Ｌ－グルタミン酸Ｌ－アルギニ
Ｌ－アスコルビン酸ステアリン
酸エステル
Ｌ－シスチン
ラノリンアルコール
ラウリルアルコール
ラウリン酸ジエタノールアミド

【基剤】【乳化剤】【分散剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【懸濁化剤】【ｐH調節
剤】【賦形剤】【溶解補助剤】

【安定化剤】【賦形剤】【保存剤】
【安定化剤】
【結合剤】【崩壊剤】
【結合剤】【粘着増強剤】【粘ちょう化剤】【粘ちょう剤】【分散剤】
【基剤】
【着色剤】
【防腐剤】【保存剤】
【基剤】【光沢化剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【防腐剤】【保存剤】
【安定化剤】【基剤】
【着香剤・香料】
【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】
【基剤】【賦形剤】

【きょう味剤】
【コーティング剤】【着色剤】
【界面活性剤】【湿潤剤】
【きょう味剤】
【クレー３】【ハクド】
【賦形剤】
【黒糖】
【甘味剤】【きょう味剤】
【きょう味剤】
【ＥＸＴＲＡＣＴ“Ｃ””１００】【ビタミンＣ 【安定化剤】【抗酸化剤】
ステアレート】
【安定化剤】
【基剤】【分散剤】
【基剤】
【ＨＳ－１２－Ｐ】
【界面活性剤】【可溶化剤】【乳化剤】【発泡剤】【溶解補助剤】

レモン油
塩酸リドカイン
流動クマロン樹脂
ｍ－クレゾール
マクロゴール１０００

【ポリエチレングルコール１０００】

【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
【無痛化剤】
【結合剤】【コーティング剤】
【防腐剤】【保存剤】
【基剤】【湿潤剤】

マクロゴール１５４０

【ポリエチレングルコール１５４０】

【基剤】【コーティング剤】【賦形剤】

マクロゴール２００

【ポリエチレングルコール２００】

【基剤】【溶剤】

マクロゴール３００

【ポリエチレングルコール３００】

【安定化剤】【可溶化剤】【基剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【乳化剤】【分散
剤】【溶解補助剤】【溶剤】

マクロゴール６００

【ポリエチレングルコール６００】

【可塑剤】【滑沢剤】【コーティング剤】【溶解補助剤】【溶剤】

メタケイ酸アルミン酸マグネシ
ウム

【アルミニウムマグネシウムシリケ 【安定化剤】【滑沢剤】【吸着剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【湿
イト】【ノイシリン】【メタケイ酸アルミ 潤調整剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【防湿剤】【流動化剤】
ニウムマグネシウム】
ケイ酸アルミン酸マグネシウム 【ケイ酸アルミン酸二マグネシウ
【賦形剤】
ム】【ネオアルミン】【ノイシリンＡ】
塩化マグネシウム

【安定化剤】【きょう味剤】【湿潤剤】【等張化剤】【溶解補助剤】

グルコン酸マグネシウム
水酸化マグネシウム
乾燥硫酸マグネシウム
マルトール
マルトース
メラミン
メタンスルホン酸
メタノール
メチルエチルケトン
メチルヘスペリジン
メチルイソブチルケトン
メチルナフタレン
メチルフェニルポリシロキサン
マイクロクリスタリンワックス
ミンク油
水アメ

【安定化剤】
【安定化剤】【ｐH調節剤】【賦形剤】
【賦形剤】
【芳香剤】
【安定化剤】【甘味剤】【きょう味剤】【賦形剤】
【安定化剤】【発炎抑制剤】
【ｐH調節剤】
【溶解補助剤】【溶剤】
【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【安定化剤】
【溶解剤】【溶剤】
【溶剤】
【基剤】
【基剤】【分散剤】
【基剤】
【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【コーティング剤】【湿潤剤】【糖衣
剤】【粘着剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】

【トリアミノトリアジン】
【メチルアルコール】
【溶性ビタミンＰ】

【ムルチワックス】
【マルトラップ－７０】

モノエタノールアミン

【安定化剤】【緩衝剤】【ｐH調節剤】【溶解補助剤】

フマル酸一ナトリウム
Ｌ－グルタミン酸ナトリウム
コハク酸一ナトリウム
ミリスチン酸
ミリスチン酸ミリスチル
ミリスチルアルコール
天然ゴムラテックス
天然ビタミンＥ
中性無水硫酸ナトリウム
没食子酸プロピル
ニトロセルロース
オクチルデシルトリグリセリド
オウヒエキス
メタアクリル酸コポリマーＬ
オレイン酸オレイル
オレイルアルコール
オレンジ
オレンジエキス
トウヒ油
硫酸オキシキノリン
パルミチン酸
ペクチン

【安定化剤】【きょう味剤】【ｐH調節剤】【崩壊剤】
【緩衝剤】【きょう味剤】
【きょう味剤】
【基剤】
【基剤】
【基剤】【コーティング剤】【乳化剤】
【基剤】
【安定化剤】【抗酸化剤】
【乳化剤】【賦形剤】【防湿剤】
【安定化剤】【抗酸化剤】
【発熱剤】
【コーティング剤】【賦形剤】
【きょう味剤】
【結合剤】【コーティング剤】
【溶解剤】
【乳化剤】【溶解補助剤】
【きょう味剤】【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【安定化剤】【防腐剤】
【粘ちょう剤】
【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【粘着剤】【賦形剤】

【ラテックス】

【ワイルドチェリーエキス】
【オイドラギットＬ】
【セチオール】

【橙皮油】

ポリオキシエチレン（１０５）ポリ 【ＰＥＰ－１０１】【エチレンオキサイ 【界面活性剤】【可塑剤】【可溶化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【分散剤】
オキシプロピレン（５）グリコー ドプロピレンオキサイドコポリマー】 【崩壊剤】
ル
【酸化プロピレン・酸化エチレンコポ
リマー】【プロピレンオキサイド・エ
チレンオキサイドコポリマー】
ペルーバルサム

【安定化剤】【基剤】【きょう味剤】【着香剤・香料】【分散剤】【防腐剤】

石油樹脂
フェノールレッド
フェニルエチルアルコール

【基剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
【着色剤】
【防腐剤】【保存剤】

【フェネチルアルコール】

リン酸

【安定化剤】【緩衝剤】【等張化剤】【ｐH調節剤】【保存剤】【溶解剤】【溶解補
助剤】
【コーティング剤】
【可塑剤】
【着香剤・香料】
【基剤】【結合剤】【軟化剤】【粘着剤】
【可塑剤】
【乳化剤】

無水フタル酸
フィトステロール
【フィトステリン】
ピペロナール
【ヘリオトロピン】
ポリブテン
【ポリブチレン】
アジピン酸ポリエステル
ジステアリン酸ポリエチレング
リコール
モノオレイン酸ポリエチレングリ 【ポリエチレングリコールモノオレ 【乳化剤】【溶解補助剤】【溶剤】
コール
アート】
モノステアリン酸ポリエチレング
【可溶化剤】【基剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
リコール
ポリエチレン末
【基剤】
ポリイソブチレン
【ビスタネックスＭＭＬ１００】【ブチ 【基剤】【粘着剤】
ルゴム】
ポリオキシエチレンアルキル
【乳化剤】【賦形剤】
エーテル
ポリオキシエチレンベヘニル
【基剤】【乳化剤】
エーテル
ポリオキシエチレンヒマシ油
【安定化剤】【基剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
ポリオキシエチレンジスチリル
【乳化剤】
フェニルエーテル
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ 【水素添加ヒマシ油ポリオキシエチ 【可溶化剤】【基剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【溶解補助剤】
油
レンエーテル】【ポリオキシエチレン
オキシステアリン酸トリグリセライ
ド】【ポリオキシエチレンオキシステ
アリン酸トリグリセリド】【ポリオキシ
エチレングリセリントリオキシステア
リン酸】【ポリオキシエチレン水添ヒ
マシ油】
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油４０
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油５０
ポリオキシエチレンラノリン
ポリオキシエチレンノニルフェ
ニルエーテル
ポリオキシエチレンオクチル
フェニルエーテル
ポリオキシエチレンオレイルア
ポリオキシエチレンオレイル
エーテル
リン酸ポリオキシエチレンオレ
イルエーテル（８ＭＯＬ）
ポリオキシエチレンソルビタン
モノラウレート
ポリソルベート６５

【ポリオキシエチレングリセリントリ 【基剤】【コーティング剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】
オキシステアリン酸４０】
【ニッコールＨＣＯ－５０】【ポリオキ 【可溶化剤】【基剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】
シエチレングリセリントリオキシステ
アリン酸５０】
【基剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
【ニューコール５０４】【ニューコール 【安定化剤】【界面活性剤】【可溶化剤】【湿潤剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解
５６５】【ニューコール５６６】【ニュー 補助剤】
コール５６８】
【乳化剤】

【エマルゲン４０８】

【界面活性剤】
【基剤】【乳化剤】【溶剤】
【界面活性剤】

【ポリオキシエチレンソルビタンモノ 【界面活性剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
ラウレート誘導体】
【ツイーン６５】【ニッコールＴＳ－３ 【乳化剤】
０】【ポリオキシエチレンソルビタン
トリステアレート】
ポリオキシエチレンステアリル 【ポリエチレングリコールステアリル 【安定化剤】【界面活性剤】【基剤】【乳化剤】
エーテル
エーテル】【ポリオキシエチレンオク
タデシルエーテル】
ポリプロピレングリコール２００
ポリソルベート２０
【モノラウリン酸ポリオキシエチレン
ソルビタン（２０Ｅ．Ｏ．）】
ポリソルベート６０
【ツイーン６０】【ポリオキシエチレン
ソルビタンモノステアレート】
酢酸カリウム
炭酸水素カリウム
リン酸二カリウム
塩素酸カリウム
フェロシアン化カリウム
ポリリン酸カリウム
ソルビン酸カリウム
ステアリン酸カリウム
チオシアン酸カリウム
プロピオン酸

【溶解補助剤】
【安定化剤】【界面活性剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】
【安定化剤】【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【分散
剤】【崩壊補助剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】

【緩衝剤】【賦形剤】
【安定化剤】
【第二リン酸カリウム】【リン酸水素 【緩衝剤】【ｐH調節剤】
カリウム】
【発熱剤】
【安定化剤】
【安定化剤】
【防腐剤】【保存剤】
【基剤】【乳化剤】
【安定化剤】
【溶解補助剤】【溶剤】

炭酸プロピレン
プロピレングリコール脂肪酸エ
ステル
モノステアリン酸プロピレングリ
コール
精製ハチミツ
精製大豆レシチン
精製卵黄レシチン

【プロピレンカーボネート】

【プロピレングリコールモノステア
レート】

【可溶化剤】【基剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【可溶化剤】【基剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解剤】【溶解補助剤】
【溶剤】
【基剤】【乳化剤】

【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】
【精製大豆リン脂質】
【安定化剤】【可溶化剤】【乳化剤】【分散剤】
【精製卵黄リン脂質】【ヨークレシチ 【乳化剤】
ン】
ポリオキシエチレン（１２０）ポリ 【プルロニックＦ－８７】
【界面活性剤】
オキシプロピレン（４０）グリコー
卵黄リン脂質
【乳化剤】【分散剤】
ローズ水
【着香剤・香料】【芳香剤】
ローヤルゼリー
【きょう味剤】
緑茶末
【きょう味剤】【着色剤】【賦形剤】
粒状石灰石
【賦形剤】
リュウノウ末
【安定化剤】【きょう味剤】【着香剤・香料】
サッカリン
【甘味剤】【きょう味剤】
セラック
【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】
２－ブタノール
【セカンダリーブチルアルコール】 【溶剤】
石灰石粒
シリコン消泡剤
食用ニンジン末
ショウキョウチンキ
ショウキョウ油
二酸化ケイ素
含水二酸化ケイ素

【基剤】
【消泡剤】
【きょう味剤】
【きょう味剤】
【ジンジャー油】
【芳香剤】
【吸着剤】【賦形剤】
【カープレックス】【白色炭素】【白色 【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【吸着剤】【結合剤】【コーティング剤】【充填
炭素２号】【ホワイトカーボン】【無 剤】【賦形剤】【崩壊剤】【流動化剤】
水ケイ酸水和物】
シリコン油
【基剤】【消泡剤】
無水酢酸ナトリウム
【安定化剤】【ｐH調節剤】【溶解補助剤】
カプリル酸ナトリウム
【安定化剤】
カゼインナトリウム
【結合剤】【粘着剤】【賦形剤】
セチル硫酸ナトリウム
【乳化剤】【分散剤】
デオキシコール酸ナトリウム
【溶解補助剤】
ｄｌ－ピロリドンカルボン酸ナトリ
【湿潤剤】【湿潤調整剤】
ウム液
ＤＬ－酒石酸ナトリウム
【きょう味剤】
ドデシルベンゼンスルホン酸ナ
【界面活性剤】【基剤】
トリウム
エリソルビン酸ナトリウム
【イソアスコルビン酸ナトリウム】
【安定化剤】【懸濁化剤】
グルコン酸ナトリウム
乳酸ナトリウム液

【安定化剤】【賦形剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【基剤】【等張化剤】【ｐH調節剤】

メタスルホ安息香酸ナトリウム
メタリン酸ナトリウム

【安定化剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【結合剤】【粘ちょう剤】【分散剤】

亜硝酸ナトリウム
オクチルフェノキシエトキシエチ
ルエーテルスルホン酸ナトリウ
オレイン酸ナトリウム
ポリアクリル酸ナトリウム

【抗酸化剤】
【基剤】
【湿潤剤】
【基剤】【湿潤調整剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】

リン酸ナトリウムポリオキシエ
チレンラウリルエーテル
ポリリン酸ナトリウム

【界面活性剤】【分散剤】【溶解補助剤】

ポリスチレンスルホン酸ナトリ
ウム
プロピオン酸ナトリウム
無水ピロリン酸ナトリウム

【賦形剤】
【安定化剤】【ｐH調節剤】
【安定化剤】【きょう味剤】【等張化剤】【分散剤】

ステアリン酸ナトリウム
無水硫酸ナトリウム
チオグリコール酸ナトリウム
チオリンゴ酸ナトリウム
モノオレイン酸ソルビタン
モノパルミチン酸ソルビタン

【安定化剤】【緩衝剤】【結合剤】【懸濁化剤】【分散剤】

【ピロリン酸四ナトリウム（無水）】

【中性無水ボウショウ（芒硝）】

【基剤】【乳化剤】
【賦形剤】
【安定化剤】【抗酸化剤】
【安定化剤】【抗酸化剤】
【界面活性剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】

【スパン８０】【ソルビタンモノオレ
エート】
【スパン４０】【ソルビタンモノパルミ 【乳化剤】【分散剤】
テート】

トリオレイン酸ソルビタン

【スパン８５】【ソルビタントリオレ
エート】

トリステアリン酸ソルビタン
大豆レシチン
ソヨウ末
鯨ロウ
スクワラン
酸化デンプン
コハク酸
硫酸
ヒマワリ油
タイソウ末
鉄粉
エデト酸四ナトリウム
チオグリコール酸
トリカプリリン
トリクロロエタン
塩酸トリエタノールアミン
トリエチレングリコール
トリイソプロパノールアミン
トロメタモール
ロート油
ウイキョウチンキ
ウイキョウ末
バニリン
ワセリン
小麦粉
小麦胚芽油
食用黄色４号アルミニウムレー
キ
黄酸化鉄
卵黄油
ゼイン
ゼラチン加水分解物
酢酸亜鉛
ステアリン酸亜鉛
八アセチルしょ糖変性アルコー
ル（９９Ｖ／Ｖ％）
アセチルトリプトファンナトリウ
ム
無水乳糖
ゲンチジン酸エタノールアミド
ポリオキシエチレン（１６０）ポリ
オキシプロピレン（３０）グリコー
ル

【スペルマセチ】【セタシウム】

【エチレンジアミン四酢酸四ナトリ
ウム二水塩】

【トリスアミノメタン】

【ワニリン】

【ウィートジャムオイル】

【界面活性剤】【懸濁化剤】【消泡剤】【乳化剤】【分散剤】【溶解補助剤】【溶
剤】
【乳化剤】
【可溶化剤】【結合剤】【懸濁化剤】【抗酸化剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】
【溶解補助剤】
【きょう味剤】
【基剤】【光沢化剤】【コーティング剤】
【界面活性剤】【基剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】【溶解剤】
【結合剤】
【きょう味剤】【ｐH調節剤】
【ｐH調節剤】
【賦形剤】
【きょう味剤】
【発熱剤】
【安定化剤】【保存剤】
【安定化剤】【溶解補助剤】
【溶剤】
【溶剤】
【緩衝剤】
【基剤】
【ｐH調節剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【溶解補助剤】
【着香剤・香料】
【きょう味剤】
【安定化剤】【きょう味剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
【着香剤・香料】【芳香剤】
【基剤】
【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】
【基剤】【溶剤】
【着色剤】
【着色剤】
【基剤】【乳化剤】【分散剤】
【コーティング剤】【賦形剤】
【安定化剤】
【安定化剤】
【安定化剤】【分散剤】
【溶剤】

【安定化剤】
【賦形剤】
【防腐剤】
【プルロニックＦ６８】【ポロキサマー 【安定化剤】【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【コー
１８８】【ポロキサルコール】【ポロク ティング剤】【湿潤剤】【乳化剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
サマー１８８】
【溶解補助剤】
【β－乳糖】

【乳化剤】
モノステアリン酸ポリオキシエ
チレングリセリン
Ｄ－酒石酸
【きょう味剤】【ｐH調節剤】
ノルマルブチルグリシジルエー
【安定化剤】【保存剤】
テル
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ 【水素添加ヒマシ油ポリオキシエチ 【安定化剤】【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【懸濁化剤】【コーティング
油６０
レンエーテル６０モルエーテル】
剤】【乳化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【ニッコールＨＣＯ－６０】【ポリオキ
シエチレンオキシステアリン酸トリ
グリセリド（６０Ｅ．Ｏ．）】【ポリオキ
シエチレングリセリントリオキシステ
アリン酸６０】【ポリオキシエチレン６
０モノエーテル】
トリオレイン酸ポリオキシエチレ
【乳化剤】
ンソルビタン（２０Ｅ．Ｏ．）
シスイソプレンゴム
【基剤】
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ 【ポリオキシエチレングリセリントリ 【乳化剤】
油５
オキシステアリン酸５】
プルラン
【プルランＰＩ－２０】
【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【賦形剤】
アリルグリシジルエーテル

【エピオールＡ】

【乳化剤】

イソステアリルアルコール
ニコチン酸ベンジルエステル
ハードファット
マレイン酸
β－シクロデキストリン
重質無水ケイ酸
イソシアヌール酸
メタアクリル酸コポリマーＬＤ

【溶解剤】
【溶解補助剤】
【アデプスソリダス】【イソカカオ】【イ 【滑沢剤】【基剤】【コーティング剤】【湿潤剤】
ムハウゼン末】【ウイテプゾール】
【ウィテプゾール】
【安定化剤】【可溶化剤】【緩衝剤】【ｐH調節剤】
【β－サイクロデキストリン】
【安定化剤】【きょう味剤】【賦形剤】【溶解補助剤】
【無水ケイ酸（沈降性）】【無水ケイ 【滑沢剤】【賦形剤】【流動化剤】
酸沈降製】
【安定化剤】
【オイドラギットＬ３０Ｄ－５５】【メタ 【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】
アクリル酸・アクリル酸エチルコポ
リマー】【メタアクリル酸アクリル酸
エチルコポリマー】

ポリアクリル酸
ポリイソプレン
【天然ゴム】
ＳＢＲ合成ラテックス
Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム 【ビタミンＣナトリウム】
ポリオキシエチレン（２０）ポリオ
キシプロピレン（８）セチルエー
ラウリン酸ヘキシル
無水リン酸一水素ナトリウム 【第二リン酸ナトリウム（無水）】【無
水第二リン酸ナトリウム】【無水リン
酸水素ナトリウム】【無水リン酸二
ナトリウム】【リン酸水素二ナトリウ
ム（無水）】
クエン酸トリエチル
【シトロフレックス－２】
部分アルファー化デンプン
【ＰＣＳ】
親油型モノオレイン酸グリセリ
ヒアルロン酸ナトリウム
オキシベンゾン
【２－ヒドロキシ－４－メトキシベン
ゾフェノン】
塩化亜鉛溶液
黒酸化鉄
【黒色酸化鉄】【マグネタイト】
ヒドロキシプロピルメチルセル 【酢酸コハク酸ヒドロキシプロピル
ロースアセテートサクシネート メチルセルロース】
エデト酸四ナトリウム四水塩
キサンタンガム
【Ｃｏｒｎ Ｓｕｇａｒ Ｇｕｍ】【エコーガ
ム】【ケルトロール】
黄色三二酸化鉄
リン酸二水素カリウム
【酸性リン酸カリウム】【第一リン酸
カリウム】【リン酸一カリウム】

【粘着剤】【粘着増強剤】
【基剤】
【基剤】
【安定化剤】
【基剤】【乳化剤】
【基剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【ｐH調節剤】【溶解剤】

【可塑剤】【コーティング剤】
【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】
【乳化剤】【溶解補助剤】
【湿潤剤】【粘ちょう剤】
【安定化剤】
【安定化剤】
【着色剤】
【結合剤】【コーティング剤】
【安定化剤】
【安定化剤】【基剤】【懸濁化剤】【粘着増強剤】【粘ちょう化剤】【粘ちょう剤】
【着色剤】
【緩衝剤】【等張化剤】【ｐH調節剤】【賦形剤】【溶解剤】

アクリル酸シルクフィブロイン共
【粘着増強剤】
重合樹脂
アクリル酸デンプン１０００
【サンウェットＩＭ１０００】
【基剤】【充填剤】【賦形剤】
アミノアルキルメタアクリレート 【オイドラギットＲＳ】【メタアクリル酸 【結合剤】【コーティング剤】【分散剤】
コポリマーＲＳ
エチル・メタアクリル酸塩化トリメチ
ルアンモニウムエチルコポリマー】
【メタアクリル酸エチルメタアクリル
酸塩化トリメチルアンモニウムエチ
ルコポリマー】
エチレンカーボネート
Ｌ－グルタミン酸Ｌ－リジン
結晶リン酸二水素ナトリウム

【Ｌ－リジンＬ－グルタミン酸塩】

【基剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【溶解補助剤】

【結晶第一リン酸ナトリウム】【結晶 【安定化剤】【緩衝剤】【等張化剤】【ｐH調節剤】
リン酸一ナトリウム】【第一リン酸ナ
トリウム（結晶）】【リン酸一ナトリウ
ム（結晶）】【リン酸二水素ナトリウ
ム（結晶）】
ゲル化炭化水素
【ジェレン５０Ｗ】【プラスチベース】 【基剤】
【プラスティベース】【プラスティベー
ス５０Ｗ】【ポロイド】
合成スクワラン
【基剤】【溶剤】
Ｎ－ココイル－Ｎ－メチルアミノ 【イゲポンＴＣ－４２】【ココイルメチ 【界面活性剤】
エチルスルホン酸ナトリウム
ルタウリンナトリウム】
ポリオキシエチレン（４２）ポリオ 【プルロニックＰ１２３】【ポロキサ
【安定化剤】【可溶化剤】
キシプロピレン（６７）グリコール マー４０３】【ポロクサマー４０３】

ポリオキシエチレン（５４）ポリオ 【プルロニックＰ８３】【プルロニック 【安定化剤】【可溶化剤】【発泡剤】
キシプロピレン（３９）グリコール Ｐ－８５】【ポロキサマー２３５】【ポロ
クサマー２３５】
ポリオキシエチレン（１９６）ポリ 【プルロニックＦ１２７】【プルロニック 【安定化剤】【溶解補助剤】
オキシプロピレン（６７）グリコー Ｐ１２７】【ポロキサマー】【ポロクサ
ル
マー４０７】
ポリソルベート４０
【ツイーン４０】【ポリオキシエチレン 【乳化剤】【崩壊剤】
ソルビタンモノパルミテート】
ポリビニルアルコール（完全け 【ポバール】【ポバール（完全けん
ん化物）
化物）】
ポリビニルアルコール（部分け 【ゴーセノール】
ん化物）
無水リン酸二水素ナトリウム

メタアクリル酸コポリマーＳ

クロスカルメロースナトリウム
低級ニトロセルロース
ソルベントナフサ
エステル化トウモロコシ油
酢酸アンモニウム
ジメチルポリシロキサン（内服
用）
７０Ｖ／Ｖ％エタノール

【安定化剤】【可溶化剤】【基剤】【結合剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘着
剤】【粘着増強剤】【粘ちょう化剤】【粘ちょう剤】【溶解補助剤】

【第一リン酸ナトリウム（無水）】【無 【安定化剤】【緩衝剤】【ｐH調節剤】
水第一リン酸ナトリウム】【無水リン
酸一ナトリウム】【リン酸一ナトリウ
ム（無水）】【リン酸水素ナトリウム
（無水）】
【オイドラギットＳ】【メタアクリル酸・ 【結合剤】【コーティング剤】
メタアクリル酸メチルコポリマー】

Ｎ－メチル－２－ピロリドン
ポリオキシエチレン（２０）ポリオ
キシプロピレン（２０）グリコール
コリンリン酸塩
ポリウレタン系樹脂
カラギーナン
【アイリッシュモス】
加水分解デンプン加軽質無水
ケイ酸
中鎖脂肪酸トリグリセリド
【ＯＤＯ】【ココナード】【トリ中鎖脂肪
酸グリセリル】【パナセート】【ミグリ
オール】
ｄｌ－リンゴ酸ナトリウム
グリチルリチン酸二アンモニウ
ム
アミノアルキルメタアクリレート 【オイドラギットＥ】【ジメチルアミノエ
コポリマーＥ
チルメタアクリレートメタアクリル酸
共重合体】【メタアクリル酸ジメチル
アミノエチルメタアクリル酸メチルコ
ポリマー】
エデト酸カルシウム二ナトリウ 【エデト酸カルシウムナトリウム】
ム
ステアリン酸ポリオキシル５５
２－エチル－１、３－ヘキサン
ジオール
自己乳化型ステアリン酸プロピ 【モノステアリン酸プロピレングリ
レングリコール
コール自己乳化型】
セチルアルコール脂肪酸エス
テル
ステアリン酸ポリオキシル４５
ベヘニルアルコール
Ｎ－ラウロイル－Ｌ－グルタミン
酸ナトリウム
アルファチオグリセリン
【α－チオグリセリン】
粉糖
アスパルテーム
【α－Ｌ－アスパルチル－Ｌ－フェ
ニルアラニンメチルエステル】
エチル尿素
マルチトール
無水リン酸三ナトリウム

【結合剤】

【可溶化剤】
【界面活性剤】
【分散剤】
【カプセル皮膜】
【基剤】【懸濁化剤】【乳化剤】
【結合剤】
【可塑剤】【基剤】【きょう味剤】【軟化剤】【乳化剤】【賦形剤】【溶解補助剤】
【溶剤】
【きょう味剤】
【きょう味剤】
【結合剤】【コーティング剤】

【安定化剤】
【乳化剤】
【溶剤】
【基剤】
【基剤】
【乳化剤】
【基剤】
【乳化剤】
【抗酸化剤】
【きょう味剤】【コーティング剤】【賦形剤】
【甘味剤】【きょう味剤】

【溶解補助剤】
【甘味剤】【賦形剤】
【第三リン酸ナトリウム（無水）】【リ 【緩衝剤】
ン酸三ナトリウム（無水）】
【Ａｃ－Ｄｉ－Ｓｏｌ】【クロスカルメロー 【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】
スナトリウムＡ型】
【燃焼剤】
【ソルベントナフサ１号】【ソルベント 【粘着剤】【溶剤】
ナフサ２号】
【溶解補助剤】
【ｐH調節剤】
【ＫＦ９６】【ダウコーニング３６０】【ダ 【滑沢剤】【コーティング剤】【消泡剤】【賦形剤】
ウコーニング３６０メディカルフルイ
ド】【メディカルフルイド】
【溶剤】

ｄ－δ－トコフェロール
シリコーン樹脂エマルジョン
アクリル酸－２－エチルヘキシ
ル・ビニルピロリドン共重合体
溶液
アルキルアリルポリエーテルア
ルコール
エチレングリコールモノメチル
エーテル
カプシカムフレーバー
カロチン液
クレー粒
グリチルリチン酸モノアンモニ
ウム
シュガーフレーバー
チェリーフレーバー
チリフレーバー
トリイソオクタン酸グリセリン
【トリイソオクチルグリセライド】【トリ
ス－２－エチルヘキサン酸グリセリ
ン】
ドデシルベンゼンスルホン酸
バニラフレーバー
パルミチン酸デキストリン
【デキストリンパルミチン酸エステ
ル】
ビターエッセンス
ピロ亜硫酸カリウム
【メタ重亜硫酸カリウム】
フルーツフレーバー
ベルモットフレーバー
ポリオキシエチレン（２０）ポリオ
キシプロピレン（４）セチルエー
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ 【ポリオキシエチレングリセリントリ
油１０
オキシステアリン酸１０】
モノステアリン酸バチル
【ニッコールＧＭ－１８Ｓ】
モノラウリン酸ポリエチレングリ 【ポリエチレングリコールモノラウ
コール
レート】
リグニンスルホン酸ナトリウム
リノール酸イソプロピル
【ニッコールＶＦ－ＩＰ】
液状ラノリン
液体かせいカリ
乾燥乳状白ラック
乾燥卵白
還元ラノリン
高度精製卵黄レシチン
脂環族飽和炭化水素樹脂
【アルコンＰ－１００】
水素添加ラノリンアルコール
精製モンタンワックス
糖酸カルシウム
微結晶セルロース
無菌炭酸水素ナトリウム
デンプン（溶性）
【可溶性デンプン】
４、４’－オキシビス（ベンゼン
スルホニルヒドラジッド）
Ｎ－アセチル－Ｌ－トリプトファ
ウコン抽出液
オレンジエッセンス
カスターワックス
カルボキシメチルスターチナト 【エキスプロタブ】【カルボキシメチ
リウム
ルデンプンナトリウム】【パピールＮ
ｏ．５０】【パピナールＮｏ５０】【プリ
モジエル】
クエン酸二水素ナトリウム
【クエン酸モノナトリウム】
コロイド性含水ケイ酸アルミニ 【オスモスＮ】
ウム
ジスアゾイエロー
スペアミント油
セトマクロゴール１０００
【ニッコールＢＣ－２３】【ポリエチレ
ングリコール１０００モノセチルエー
テル】【ポリオキシエチレンセチル
エーテル（２３Ｅ．Ｏ．）】

【安定化剤】【抗酸化剤】
【消泡剤】
【粘着剤】
【界面活性剤】
【乳化剤】
【着香剤・香料】
【着色剤】
【基剤】【賦形剤】
【甘味剤】【きょう味剤】
【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【湿潤剤】
【乳化剤】
【着香剤・香料】
【基剤】
【着香剤・香料】
【安定化剤】
【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【可溶化剤】【乳化剤】
【基剤】【乳化剤】【溶解補助剤】
【基剤】
【基剤】【乳化剤】
【分散剤】
【可塑剤】【基剤】
【基剤】
【乳化剤】
【コーティング剤】
【分散剤】
【基剤】【乳化剤】
【乳化剤】
【基剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
【乳化剤】
【賦形剤】
【安定化剤】
【安定化剤】【結合剤】【賦形剤】
【安定化剤】
【結合剤】【コーティング剤】
【揮散補助剤】
【安定化剤】
【着色剤】
【着色剤】【着香剤・香料】
【コーティング剤】
【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】

【ｐH調節剤】
【基剤】
【着色剤】
【着香剤・香料】【芳香剤】
【界面活性剤】【基剤】【懸濁化剤】【乳化剤】【賦形剤】

セバシン酸ジイソプロピル
セバシン酸ジエチル
トリス（ノニルフェニル）ホスファ
イト
ナトリウムホルムアルデヒドス
ルホキシレート
ポリオキシエチレンオレイル
エーテルリン酸ナトリウム
ポリオキシエチレンステアリル
エーテルリン酸
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油２０
ポリスチレン・ポリイソプレン・
ポリスチレンゴム
メタアクリル酸・アクリル酸ｎ－
ブチルコポリマー

【ジエチルセバケート】

【溶解補助剤】
【界面活性剤】【可溶化剤】【基剤】【乳化剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【安定化剤】

【オキシメタンスルホン酸ナトリウ
ム】【ロンガリット】

【安定化剤】
【乳化剤】
【乳化剤】
【界面活性剤】【乳化剤】
【基剤】

【アクリル酸ｎ－ブチル・メタアクリ 【基剤】【粘着剤】
ル酸共重合体】【プライマルＮ－５８
０ＮＦ】【メタアクリル酸・アクリル酸
ブチルコポリマー】

モノオレイン酸ポリオキシエチ
レンソルビタン（６Ｅ．Ｏ．）
ラノリン脂肪酸イソプロピル
感光素２０１号
吸着精製ラノリン
軽質酸化アルミニウム
軽質無水ケイ酸含有ヒドロキシ 【ヒドロキシプロピルセルロース混
プロピルセルロース
合無水ケイ酸】
固形かせいカリ
硬ロウ
粉末セルロース
α－シクロデキストリン
アクリル酸・アクリル酸オクチル 【アクリル酸・アクリル酸オクチル共
エステル共重合体
重合体】
エタノール５０
パインオイル
液糖
水酸化アルミナマグネシウム 【Ｓサナル】【ＳサナルＡ】【サナルミ
ン】【サナルミンＳ】【水酸化アルミニ
ウムマグネシウム】
アクリル酸デンプン３００
【サンウェットＩＭ３００】
アセンヤクタンニン末
果糖ブドウ糖液糖
イソブタノール
５５Ｖ／Ｖ％エタノール
煙霧灯油
カルメロースカルシウム
【ＣＭＣ－Ｃａ】【ＣＭＣカルシウム】

【乳化剤】
【基剤】
【着色剤】
【基剤】
【分散剤】
【結合剤】【コーティング剤】
【乳化剤】
【コーティング剤】
【賦形剤】
【粘ちょう化剤】【溶解補助剤】
【粘着剤】
【溶剤】
【着香剤・香料】
【甘味剤】【きょう味剤】
【賦形剤】【崩壊剤】【流動化剤】
【基剤】
【着色剤】
【甘味剤】【きょう味剤】
【溶解補助剤】
【溶剤】
【溶剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【懸濁化剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩
壊補助剤】
【安定化剤】【滑沢剤】【基剤】【吸着剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】
【コーティング剤】【糖衣剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】【粘ちょう化
剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】【溶解補助剤】

カルメロースナトリウム

【ＣＭＣ－Ｎａ】【ＣＭＣナトリウム】

５度キシレン

【５度キシリトール】【５度キシロー
ル】

クロスポビドン
結晶セルロース（粒）
Ｌ－酒石酸ナトリウム
水酸化アルミニウム・炭酸マグ
ネシウム・炭酸カルシウム共沈
疎水性軽質無水ケイ酸
トウモロコシデンプン由来糖ア
ルコール液
１号灯油
濃塩化ベンザルコニウム液５０
ポリエチレン繊維
ポリオキシエチレンセチルエー
テルリン酸ナトリウム（５Ｅ．
マクロゴール３５０００
無水ケイ酸水加物
α－モノイソステアリルグリセリ
ルエーテル

【賦形剤】【崩壊剤】
【賦形剤】
【ｐH調節剤】
【アルミニウムトリプルプレシピテー 【賦形剤】
ト】
【分散剤】
【可塑剤】

【溶剤】

【セルフィア】

【灯油１号】

【α－モノステアリルグリセリル
エーテル】

【溶剤】
【防腐剤】【保存剤】
【吸着剤】
【乳化剤】
【コーティング剤】
【コーティング剤】【賦形剤】
【乳化剤】【溶剤】

卵白アルブミン
リンゴ濃縮果汁（５００％）
リン酸一水素カルシウム
Ｌ－アスパラギン酸ナトリウム
アルギン酸プロピレングリコー
イソ吉草酸イソアミル
イソステアリン酸ヘキサデシル 【ヘキサデシルイソステアレート】

【安定化剤】
【きょう味剤】
【コーティング剤】【充填剤】【賦形剤】
【安定化剤】【きょう味剤】
【安定化剤】
【着香剤・香料】
【基剤】

イソステアリルパルミテート
塩酸アルギニン
カルメロース

【基剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【溶解補助剤】
【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【粘着剤】【賦形剤】【崩壊剤】【崩壊補助剤】

【Ｌ－塩酸アルギニン】
【ＣＭＣ】【カルボキシメチルセル
ロース】

ポリ塩化ビニル
ポリオキシエチレン（１７）ポリオ
キシプロピレン（２３）セチル
エーテル
モノラウリン酸ポリオキシエチ
レンソルビット
ラウリン酸デカグリセリル
リンゴ酢
リン酸二水素ナトリウム一水和
物
液状クマロン樹脂
アクリル酸メチル・アクリル酸－ 【ニカゾールＴＳ－６２０】
２－エチルヘキシル共重合樹
脂エマルジョン
アラントイン・ｄｌ－ピロリドンカ
ルボン酸ナトリウム
カカオ末
【ココア末】
クエン酸二ナトリウム
【クエン酸水素二ナトリウム】
Ｌ－グルタミン酸塩酸塩
【塩酸グルタミン酸】
Ｌ－グルタミン酸カリウム
【グルタミン酸カリウム】
コポリビドン
【コリドンＶＡ６４】
直鎖アルキルベンゼン
【アルキルベンゼン（ソフト）】【ソフト
アルキルベンゼン】【ドデシルベン
ゼン（ソフト）】
白糖・デンプン球状顆粒
【ノンパレル－１０１】【白糖トウモロ
コシデンプン混合造粒物】【白糖
粒】
ブドウ糖水和物
【精製ブドウ糖】
無水リン酸水素カルシウム造 【リカミットＵ－５００】
粒物
モンタン酸エステルワックス
【ワックスＥ】
アプロチニン液
リン酸水素カルシウム造粒物 【リカミットＵ－１００】
八アセチルしょ糖変性アルコー
ル（９９．５Ｖ／Ｖ％）
結晶セルロース・カルメロース 【アビセルＲＣ】
ナトリウム
ゲラニオール変性アルコール
（９５Ｖ／Ｖ％）
ゲラニオール変性アルコール
（９９Ｖ／Ｖ％）
酢酸ベンジル
ジオクチルソジウムスルホサク 【ジオクチルスルホコハク酸ナトリ
シネート
ウム】【スルホコハク酸ジオクチル
エステルナトリウム塩】
ダイズ油
フェニルエチルアルコール変性
アルコール（９５Ｖ／Ｖ％）
フェニルエチルアルコール変性
アルコール（９９Ｖ／Ｖ％）
ＲＳＳ Ｎｏ．１ 生ゴム
アンソッコウ
【アンソクコウ】【安息香】
還元水アメ
Ｎ－ココイル－Ｌ－アルギニン
エチルエステルＤＬ－ピロリドン
カルボン酸塩
精製白糖球状顆粒
【ノンパレル－１０３】
粉末還元麦芽糖水アメ
【還元麦芽糖】

【基剤】【結合剤】
【基剤】
【懸濁化剤】
【基剤】
【きょう味剤】
【緩衝剤】
【基剤】
【基剤】【乳化剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
【湿潤剤】
【きょう味剤】
【緩衝剤】【賦形剤】
【きょう味剤】
【安定化剤】【保存剤】
【結合剤】
【溶剤】
【賦形剤】
【賦形剤】
【賦形剤】
【コーティング剤】
【安定化剤】
【賦形剤】【流動化剤】
【溶剤】
【懸濁化剤】【賦形剤】【崩壊剤】
【溶解剤】【溶剤】
【溶解剤】【溶剤】
【粘着増強剤】
【結合剤】【懸濁化剤】【湿潤剤】【乳化剤】【分散剤】【崩壊剤】
【基剤】【きょう味剤】【賦形剤】【分散剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【基剤】【溶解剤】【溶解補助剤】【溶剤】
【溶剤】
【基剤】【充填剤】【着香剤・香料】【粘着増強剤】
【防腐剤】【保存剤】
【湿潤剤】
【界面活性剤】
【甘味剤】【賦形剤】
【甘味剤】【きょう味剤】【賦形剤】

ペンタエリスリチル－テトラキス
【抗酸化剤】
［３－（３、５－ジ－ｔ－ブチル－
４－ヒドロキシフェニル）プロピ
オネート］
マラカイトグリーン
【着色剤】
アクリル酸エチル・メタクリル酸 【アクリル酸エチル・メタアクリル酸 【結合剤】【コーティング剤】
メチルコポリマー分散液
メチル共重合体乳濁液】
亜硝酸ジシクロヘキシルアミン 【亜硝酸ジシクロヘキシルアンモニ 【防錆剤】
ウム】
アメ粉
【あめ（粉）】
【結合剤】【賦形剤】
アルキルジメチルアミンオキシ 【アルキルジメチルアミンオキシド】 【発泡剤】
ド液
【アンモニックスＬＯ】
合成ケイ酸アルミニウム・ヒドロ 【パーフィラー１０１】
【賦形剤】
キシプロピルスターチ・結晶セ
ルロース
合成ケイ酸マグネシウムナトリ 【ケイ酸ナトリウムマグネシウム】 【基剤】
ウム
高ブドウ糖水アメ
【液状ブドウ糖】
【甘味剤】【コーティング剤】
Ｎ、Ｎ－ジメチルアセトアミド
【Ｎ、Ｎ－ジメチルアセタミド】
【溶剤】
ジメチルシロキサン・メチル（ポ 【ジメチルポリシロキサン・メチル 【基剤】
リオキシエチレン）シロキサン （ポリオキシエチレン）シロキサン共
共重合体
重合体】
樟脳白油
【ハクユ】
【基剤】
水素添加ロジングリセリンエス 【エステルＨ】【エステルガムＨ】
【結合剤】【コーティング剤】【粘着剤】【粘着増強剤】
テル
スチレン・イソプレン・スチレン 【スチレン・イソプレン・スチレンブ 【基剤】【粘着剤】
ブロック共重合体
ロックコポリマー】【ポリスチレン・ポ
リイソプレン・ポリスチレンブロック
コポリマー】
セトステアリルアルコール・セト 【乳化型セチルステアリルアルコー 【基剤】【乳化剤】
ステアリル硫酸ナトリウム混合 ル】
テルペン樹脂
【テルペン系樹脂】【ポリテルペン樹 【基剤】【コーティング剤】【粘着剤】
脂】
トウモロコシデンプン造粒物
【賦形剤】
乳糖造粒物
【乳糖Ｇ】
【賦形剤】
Ｎ－ヒドロキシエチルラクトアミ 【７０Ｖ／Ｖ％Ｎ－ヒドロキシエチル 【溶解補助剤】
ド液
ラクタマイド水溶液】
部分水素添加大豆リン脂質
【粉末部分水添大豆リン脂質】
【乳化剤】
ポリアクリル酸部分中和物
【安定化剤】【基剤】【結合剤】【湿潤剤】【湿潤調整剤】【粘着剤】【粘着増強
剤】【粘ちょう剤】【賦形剤】
ポリオキシエチレンアラキル
エーテル・ステアリルアルコー
ル混合物
ポリオキシエチレンヤシ油脂肪
酸グリセリル（７Ｅ．Ｏ．）
メタクリル酸ラウリル
メチレン－β－ナフタリンスル
ホン酸ナトリウム共重合体
ラウリルリン酸ナトリウム・モノ
ステアリン酸グリセリン混合物

【非イオン性自己乳化型ワックス】 【基剤】
【ヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレン 【安定化剤】
グリセリン（７Ｅ．Ｏ．）】
【吸着剤】【分散剤】【溶解補助剤】
【メチレン・β－ナフタリンスルホン 【懸濁化剤】
酸ナトリウムコポリマー】
【ラウリルリン酸ナトリウム・モノグ 【基剤】
リセリンステアレート混合物ＭＥ】

リナリールアセテート変性アル 【リナリールアセテート変性アル
コール（９５Ｖ／Ｖ％）
コール】
リン酸マンガンアンモニウム
【パーマネントバイオレット－Ｒ－ス
ペッシャル】
塩化第一スズ
【塩化第一すず】
カラヤガム末
【カラヤゴム末】
ハダカムギ緑葉青汁乾燥粉末 【裸麦緑葉青汁乾燥粉末】
マレイン化ロジングリセリンエス 【ロジンエステルＭ】
テル
アマチャ
【甘茶】
オウレン
【黄連】
カゴソウ
【夏枯草】
カンゾウ
【甘草】
ケイガイ
【荊芥】【荊芥穂】
セッコウ
【石膏】
センブリ
【当薬】
トウガラシ
【蕃椒】
ポビドン
【ポビドンＫ２５】【ポビドンＫ３０】【ポ
ビドンＫ９０】【ポリビドン】【ポリビド
ンＫ２５】

【基剤】【溶剤】
【着色剤】
【還元剤】
【基剤】
【賦形剤】
【粘着剤】
【甘味剤】【きょう味剤】
【きょう味剤】
【コーティング剤】
【甘味剤】【きょう味剤】
【安定化剤】
【コーティング剤】【賦形剤】
【きょう味剤】
【きょう味剤】
【安定化剤】【可溶化剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化
剤】【コーティング剤】【糖衣剤】【粘ちょう化剤】【賦形剤】【分散剤】【崩壊剤】
【溶解補助剤】

アルキルナフタレン系混合溶
剤
アルキルベンゼンスルホン酸
塩型乳化剤

【カワカゾール】
【溶剤】
【サニマル２０２Ｙ】【ニューカルゲン 【乳化剤】【分散剤】
１８５－Ｋ４】【ニューコール２６３】

アルキルベンゼンスルホン酸
塩・脂肪酸ポリオキシエチレン
ソルビタン混合乳化剤
アルキルベンゼンスルホン酸
塩・ポリオキシエチレンアルキ
ルエーテル混合乳化剤

【サニマルＳＮ－１５５】【ハイマルＰ 【乳化剤】
Ｓ－９０Ａ】
【サニマル２２－Ｈ】【サニマル２１
－Ｌ】【ニューカルゲンＫＨ－１３】
【ニューカルゲンＫＨ－１３Ｂ】
【ニューカルゲンＫＨ－１５】

アルキルベンゼンスルホン酸 【サニマル２５８Ｎ】【サニマル２５８
塩・ポリオキシエチレンアルキ ＴＢ】【ニューコール２５８Ｎ】
ルエーテル・脂肪酸ポリオキシ
エチレンソルビタン混合乳化剤
アルキルベンゼンスルホン酸 【サニマル５５】【サニマルＫ－２１
塩・ポリオキシエチレンアルキ －Ｈ】【ソルポール３００６Ａ】【ソル
ルエーテル・ポリオキシエチレ ポール３００６ＤＢ】【ソルポール３０
ンアルキルフェニルエーテル混 ０６－Ｋ】
アルキルベンゼンスルホン酸 【ニューカルゲン１０６６Ｋ】
塩・ポリオキシエチレンアルキ
ルエーテル・ポリオキシエチレ
ンアルキルフェニルエーテル・
脂肪酸ポリオキシエチレンソル
ビタン混合乳化剤
アルキルベンゼンスルホン酸 【サニマル２３４ＮＳ】【サニマル２３
塩・ポリオキシエチレンアルキ ５】【サニマル２５０Ｃ（７５）】【サニマ
ルフェニルエーテル混合乳化 ル２５８Ｂ２】【サニマル２５８ＢＡ】
剤
アルキルベンゼンスルホン酸 【ソルポール２３５１】【ソルポール２
塩・ポリオキシエチレンアルキ ５３９Ａ】【ソルポール２５４０Ａ】【ソ
ルフェニルエーテル・ポリオキ ルポール２９４２－Ｓ】【ソルポール
シエチレンヒマシ油混合乳化剤 ２９４４－Ｓ】
アルキルベンゼンスルホン酸 【ニューカルゲンＫＨ－２０Ｍ】
塩・ポリオキシエチレンアルキ 【ニューカルゲンＫＬ－２０Ｍ】
ルフェニルエーテル・ポリオキ
シエチレンポリオキシプロピレ
ンアルキルエーテル混合乳化
アルキルベンゼンスルホン酸 【トキサノンＶ１Ｄ】
塩・ポリオキシエチレンアルキ
ルフェニルエーテル・ポリオキ
シエチレンポリオキシプロピレ
ンアルキルフェニルエーテル混
アルキルベンゼンスルホン酸 【ソルポール２７２１】【ソルポールＡ
塩・ポリオキシエチレンアルキ Ｃ－２７２１Ａ】
ルフェニルエーテル硫酸塩・ポ
リオキシエチレン多環フェニル
エーテル混合乳化剤
アルキルベンゼンスルホン酸 【ソルポール２５６４】【ソルポール２
塩・ポリオキシエチレン多環フェ ８５０Ａ】【ソルポール２８５２】【ソル
ニルエーテル混合乳化剤
ポール３０８０】【ソルポールＳＭ－
１００Ｐ】
アルキルベンゼンスルホン酸 【乳化剤ＡＣ２３３８Ａ】
塩・ポリオキシエチレンヒマシ油
混合乳化剤
アルキルベンゼンスルホン酸 【ソルポール２７２０】
塩・ポリオキシエチレンヒマシ
油・ポリオキシエチレン多環フェ
ニルエーテル混合乳化剤
アルキルベンゼンスルホン酸 【ニューカルゲン１８８０ＳＢ】
塩・ポリオキシエチレンポリオ
キシプロピレン多環フェニル
エーテル混合乳化剤
アルキルベンゼンスルホン酸 【ニューカルゲン２１１９－Ｋ】
塩・硫酸化ヒマシ油混合乳化剤
イソパラフィン
【アイソパーＬ】
イボタロウ
液状エポキシ樹脂
【エピコート８２８】
エチレン・酢酸ビニル共重合体 【エチレン・酢酸ビニルコポリマー】
エポキシヘキサヒドロフタル酸 【サンソサイザーＥＰＳ】
ジエステル
エポキシヘキサヒドロフタル酸 【リカフロＥＰ１８】
ジステアリル
寒梅粉

【乳化剤】

【乳化剤】

【乳化剤】

【乳化剤】

【乳化剤】

【乳化剤】

【乳化剤】

【乳化剤】

【乳化剤】

【乳化剤】

【乳化剤】
【乳化剤】

【乳化剤】

【乳化剤】
【溶剤】
【光沢化剤】
【安定化剤】
【賦形剤】
【安定化剤】【可塑剤】
【離型剤】
【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】

ケッケツ
高果糖液糖
高級脂肪酸塩型乳化剤

【着色剤】
【サンフラクト９００】
【甘味剤】
【ソルポール２００】【ソルポールＡＥ 【乳化剤】
１０２】【ソルポールＡＥ－１０４Ｎ】

高級脂肪酸塩・硫酸化ヒマシ油 【トキサノンＸＫ－３０】
混合乳化剤
合成ワックス
【クリスタルワックス２２０】
コーパル樹脂
【コパール】
脂肪族炭化水素樹脂
【エスコレッツ１１０２－Ｕ】【エスコ
レッツ１１０３－Ｕ】【エスコレッツ１２
０２－Ｕ】【クイントンＢ－１７０】【脂
肪属系炭化水素樹脂】
ジンコウ末
親水ゲル化炭化水素

【沈香末】
【プラスティベースハイドロフィリッ
ク】
水酸化アルミニウムゲル
【水酸化アルミニウム・ゲル】
スチレンイソプレンゴム
【スチレン・イソプレンゴム】
精製カンゾウエキス末
【ピアレックス】
精製ダイズ油
【精製大豆油】
セタノール・ポリオキシエチレン 【ニッコールワックス２２０】
セチルエーテル混合ワックス
セタノール・ポリオキシエチレン 【ニッコールワックス１００】
セチルエーテル・ラウリル硫酸
ナトリウム混合ワックス
ダイズ硬化油
【ステロテックスＨＭ】
低重合ポリエチレン・低重合ポ 【ネオパラピレン１２０】
リプロピレン混合物
ハイシスポリイソプレンゴム［分
子量２９０００］
ハイシスポリイソプレンゴム［分
子量４７０００］
ハイシスポリイソプレンゴム［分
子量８４００００］
ブトウ糖果糖液糖
【サンフラクト】
プロセス油
【プロセスオイル】
１、２－ベンズイソチアゾリン－ 【プロキセルＧＸＬ】
３－オン・ジプロピレングリコー
ル水溶液
芳香族炭化水素混合溶剤
【スワゾール１８００】【スワゾール２
００】【スワゾール３００】
ポリオキシエチレンセチルエー 【エマレックスＡＣ－１０】
テル・ジステアリン酸ポリエチレ
ングリコール混合物
マシン油
【２号マシーンオイル】
無水塩化第一スズ
【無水塩化第一すず】
モノオレイン酸グリセリン・ジオ 【アトモス３００】
レイン酸グリセリン・プロピレン
グリコール混合乳化剤
硫酸化ヒマシ油カリウム塩・ア 【エマミンＤ５００Ｂ】
ルキルベンゼンスルホン酸塩
混合物
リュウノウ
【竜脳】
ワセリン・ラノリンアルコール混 【アマコールＣＡＢ】
合物
ワセリン・ラノリン・ラノリンアル 【アメロールＣ】
コール混合物
３度キシレン
アクリル酸－２－エチルヘキシ 【アクリル酸－２－エチルヘキシ
ル・メタクリル酸－２－エチルヘ ル・メタアクリル酸－２－エチルヘ
キシル・メタクリル酸ドデシル共 キシル・メタアクリル酸ドデシル共
重合樹脂溶液
重合樹脂溶液】
アミロペクチン
アルキルアリルスルホン酸カル
シウム・ポリオキシエチレンラウ
リルエーテル混合物
アルキルナフタレンスルホン酸
ナトリウム液
アルキルベンゼンスルホン酸 【ニューカルゲン１６７ＣＧ】【ニュー
塩・アルキルナフタレンスルホ カルゲン１６７ＳＮ】
ン酸塩混合乳化剤

【乳化剤】
【結合剤】【コーティング剤】
【粘着増強剤】
【基剤】【粘着剤】【粘着増強剤】

【コーティング剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
【基剤】
【滑沢剤】【コーティング剤】
【基剤】【粘着剤】
【きょう味剤】
【溶解剤】
【基剤】【乳化剤】
【基剤】
【滑沢剤】【賦形剤】
【接着剤】
【軟化剤】
【軟化剤】【粘着剤】
【軟化剤】
【甘味剤】【きょう味剤】
【軟化剤】
【防腐剤】
【溶解補助剤】
【乳化剤】
【溶解補助剤】【溶剤】
【還元剤】
【乳化剤】
【乳化剤】【粘着剤】
【きょう味剤】【清涼化剤】【着香剤・香料】【芳香剤】
【基剤】【乳化剤】
【基剤】
【溶剤】
【粘着剤】

【結合剤】
【可溶化剤】
【可溶化剤】
【乳化剤】

アルキルベンゼンスルホン酸
塩・アルキルナフタレンスルホ
ン酸塩・ポリオキシエチレンア
ルキルフェニルエーテル混合
アルキルベンゼンスルホン酸
塩パウダー
アルキルベンゼンスルホン酸
塩・ポリオキシエチレンアルキ
ルフェニルエーテル・ポリオキ
シエチレンアルキルアリルエー
テル混合乳化剤
安息香酸デナトニウム変性ア
ルコール（９５Ｖ／Ｖ％）
アンソッコウチンキ
４、４’－イソプロピリデンジフェ
ノール・１－クロロ－２、３－エ
ポキシプロパン重合物フタル酸
ジブチル液
液化二酸化炭素
エチルセルロース水分散液
エチレン・酢酸ビニル共重合体
９％ＶＡ
エポキシ化ダイズ油

【ニューカルゲン１６８Ｄ】

【乳化剤】

【ネオゲン・パウダー】【ネオペレッ 【懸濁化剤】【湿潤剤】【乳化剤】
クスパウダー】
【サニマルＩＣＨ．ＩＣＬ】
【乳化剤】

【基剤】【溶剤】
【安息香チンキ】
【サニマルＮＸ】

【芳香剤】【防腐剤】【溶剤】
【安定化剤】

【液化炭酸ガス】

【噴霧剤】
【コーティング剤】
【放出制御膜】

【エチレン・酢酸ビニルコポリマー
９％ＶＡ】
【エポキシ化大豆油】【ニューカル
ゲン８００】

【安定化剤】【可塑剤】【乳化剤】

エリスリトール
【きょう味剤】
オクタクロロジプロピルエーテ 【Ｓ－４２１】【オクタクロルジプロピ 【共力剤】
ル
ルエーテル】
カゼイン製ペプトン
【安定化剤】
乾燥メタアクリル酸コポリマーＬ
【コーティング剤】
クレー（木ロウ処理）
【ジークライト】【ジークライトＧＳＭ 【賦形剤】
Ｂ】
クロレラ末
【きょう味剤】
酸性リン酸イソプロピルエステ 【イソプロピルアシッドホスフェート】 【安定化剤】
ル
脂肪酸エステルポリオキシエチ 【デュファゾールＸ】
【溶剤】
レン誘導体
シンナムアルデヒド
【ケイヒアルデヒド】
【きょう味剤】【着香剤・香料】
精製コメ油
【摂食促進剤】
精製尿素
【賦形剤】
精製パラフィン・カルナウバロ 【ポリシングワックス－１０１】
【光沢化剤】
ウ混合ワックス
セタノール・モノステアリン酸ポ 【ポーラワックスＧＰ－２００】
【基剤】
リエチレングリコール混合ワッ
【基剤】【乳化剤】
セタノール・モノステアリン酸ポ 【ポーラワックスＡ－３１】
リオキシエチレンソルビタン混
合ワックス
低置換度カルボキシメチルス 【低置換度デンプングリコール酸ナ 【賦形剤】【崩壊剤】
ターチナトリウム
トリウム】
トリエタノールアミンリン酸エス
【緩衝剤】
テルナトリウム液
濃縮混合トコフェロール
【混合トコフェロール濃縮】
【安定化剤】【抗酸化剤】
ノニルフェノキシポリオキシエチ
【界面活性剤】
レンエタン硫酸エステルアンモ
ニウム
フマル酸ステアリルナトリウム
【滑沢剤】
ベンゾトリアゾール
【抗酸化剤】
ポビドンＫ１７
【ポリビニルピロリドンＫ１７】
【溶解補助剤】
ポリアクリル酸水溶液
【粘着剤】
ポリイソシアネート液
【結合剤】
ポリオキシエチレン多環フェニ 【ハイテノールＮＦ－１３】
【乳化剤】
ルエーテル硫酸アンモニウム
ポリオキシエチレンノニルフェ
【懸濁化剤】
ニルエーテル・アルキルベンゼ
ンスルホン酸カルシウム混合
ポリビニルアルコール・ジエチ
【賦形剤】
レングリコール混合物
ポリビニルアルコール・ジブチ
【安定化剤】
ルエーテル混合物
末端水酸基置換メチルポリシ
【コーティング剤】
ロキサンシリコーン樹脂共重合
マロン酸
【安定化剤】
ミリスチン酸メチル
【誘引剤】
綿実油・ダイズ油混合物
【可塑剤】【基剤】【軟化剤】【乳化剤】【粘ちょう剤】

ポリオキシエチレン硬化ヒマシ
油１００
シスポリイソプレンゴム
米粉
スチレンブタジエンゴム
ビタチョコレート
蛇油
ヒドロキシプロピルメチルセル
ロースフタレート
β－カロテン
魚鱗箔

【湿潤剤】
【ポリシス－イソプレンゴム】
【コメコ（米粉）】
【スチレン・ブタジエンゴム】
【ビターチョコレート】
【ジャユ】

【着色剤】
【光沢化剤】【コーティング剤】【着香剤・香料】【溶剤】

ケイ酸マグネシウムアルミニウ
ム
コハク化ゼラチン
酒石酸ナトリウムカリウム
【ロシェル塩】
ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース２９１０・酸化チタン・マク
ロゴール４００混合物
ベヘン酸
【ベヘニン酸】
メチルビニルエーテル・無水マ
レイン酸共重合体
モノオレイン酸グリセリン
アクリル酸２－エチルヘキシ
ル・メタクリル酸２－エチルヘキ
シル・メタクリル酸ドデシル共重
２－エチルヘキサン酸セチル
コハク酸二ナトリウム六水和物
セタノール・ポリソルベート６０
混合ワックス
フマル酸・ステアリン酸・ポリビ
ニルアセタールジエチルアミノ
アセテート・ヒドロキシプロピル
メチルセルロース２９１０混合物
ポリオキシエチレンベヘニル
エーテル
ポリオキシエチレンラノリンアル
コールエーテル（５Ｅ．０．）
アクリル樹脂アルカノールアミ
ン液
イオウ
塩化ベンザルコニウム液
塩化ベンゼトニウム液
塩酸アルキルジアミノエチルグ
リシン液
カンゾウエキス
【甘草エキス】【カンゾウ抽出液】
【甘草抽出物】
クロルヒドロキシアルミニウム 【アルミニウムヒドロキシクロリド】
サフラワー油
シクロヘキサン
石けん用素地
テトラオレイン酸ポリオキシエ
チレンソルビット
白糖

ハチミツ
ポリオキシエチレンセチルエー
テルリン酸ナトリウム
ポリオキシエチレンソルビットミ
ツロウ
ポリオキシエチレン（２３）ポリオ
キシプロピレングリコール（１７）
ポリオキシエチレン（１６０）ポリ
オキシプロピレングリコール（３
ポリオキシエチレン（２００）ポリ
オキシプロピレングリコール（７
ポリオキシエチレン（１）ポリオ
キシプロピレン（１）セチルエー

【粘着剤】
【結合剤】【賦形剤】
【基剤】
【賦形剤】
【賦形剤】
【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】

【懸濁化剤】【粘着増強剤】【粘ちょう化剤】
【基剤】【コーティング剤】【剤皮】
【滑沢剤】【結合剤】
【コーティング剤】
【基剤】
【安定化剤】【粘着剤】【粘ちょう剤】
【乳化剤】【分散剤】
【粘着剤】
【基剤】
【緩衝剤】【きょう味剤】
【基剤】【乳化剤】
【結合剤】【コーティング剤】【防湿剤】

【基剤】
【分散剤】
【粘着増強剤】【粘ちょう剤】
【安定化剤】
【防腐剤】【保存剤】
【防腐剤】
【乳化剤】
【甘味剤】【きょう味剤】【着色剤】
【基剤】

【紅花油】【ベニバナ油】

【賦形剤】【分散剤】【溶剤】
【溶解補助剤】【溶剤】
【基剤】
【テトラオレイン酸ポリオキシエチレ 【乳化剤】
ンソルビトール（６０Ｅ．Ｏ）】【ポリオ
キシエチレンソルビトールテトラオ
レエート】
【安定化剤】【滑沢剤】【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【コーティング
剤】【糖衣剤】【賦形剤】【崩壊剤】【防腐剤】【溶解剤】【溶解補助剤】

【蜂毒】【蜂蜜】

【甘味剤】【基剤】【きょう味剤】【結合剤】【コーティング剤】【賦形剤】【崩壊
剤】【防腐剤】
【乳化剤】
【界面活性剤】【基剤】【乳化剤】
【基剤】
【滑沢剤】
【粘ちょう剤】
【可溶化剤】【乳化剤】

ポリオキシエチレン（１０）ポリオ
キシプロピレン（４）セチルエー
ミツロウ
【黄蝋】【黄<hka>ろう</hka>】
ミリスチン酸セチル
モクロウ
ヤシ油
ラウロイルサルコシンナトリウ
ム
流動イソパラフィン
ヒドロキシエチルエチレンジアミ
ン三酢酸三ナトリウム液
ラウリルジアミノエチルグリシン
ナトリウム液
フタル酸ジオクチル
ポリオキシエチレンセトステアリ
ルエーテル
ラウリルジメチルアミンオキシド
液
α－オレフィンオリゴマー
トリイソステアリン酸ポリオキシ
エチレングリセリル
フィチン酸
ポリオキシエチレンオレイル
エーテルリン酸ジエタノールア
Ｎ－ヤシ油脂肪酸アシルＬ－ア
ルギニンエチル・ＤＬ－ピロリド
ンカルボン酸塩
Ｎ－アシル－Ｌ－グルタミン酸
ナトリウム
乾燥クロレラ
トリ（カプリル・カプリン酸）グリ
セリド・トリステアリン酸グリセリ
ド混合物
プロパノール
チョウジエキス
水素添加大豆リン脂質
含水無晶形酸化ケイ素
スクワレン
ローマカミツレ油
サフラワー油脂肪酸
カプリン酸
アジピン酸ジグリセリル混合脂
肪酸エステル
Ｌ－アスコルビン酸
アセトアニリド
アマチャエキス
５’－イノシン酸二ナトリウム
ウイキョウ
２－エチルヘキサン酸セチル
加水分解ゼラチン末
カンゾウ末

【木蝋】
【椰子油】

【乳化剤】
【滑沢剤】【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【光沢化剤】【コーティング剤】【糖衣
剤】【粘ちょう剤】
【基剤】
【滑沢剤】【基剤】【コーティング剤】【分散剤】
【溶剤】
【界面活性剤】
【賦形剤】
【安定化剤】
【崩壊補助剤】

【可塑剤】
【オイムルギンＣ１０００】【オイムル 【乳化剤】
ギンＣ７００】
【ジメチルラウリルアミンオキサイ 【安定化剤】【界面活性剤】【発泡剤】
ド】
【αオレフィンオリゴマー】
【基剤】
【乳化剤】

【クロダホスン１０－Ｎ】

【賦形剤】
【基剤】
【界面活性剤】
【乳化剤】

【ソフチザン３７８】

【水素添加大豆レシチン】
【スクアレン】
【サフラワー脂肪酸】

【賦形剤】
【基剤】
【溶剤】
【きょう味剤】
【乳化剤】
【滑沢剤】【賦形剤】
【基剤】【軟化剤】【乳化剤】【溶解剤】【溶剤】
【着香剤・香料】
【溶剤】
【溶解補助剤】
【基剤】

【水溶性粉末たん白質】
【甘草末】

【安定化剤】
【安定化剤】
【きょう味剤】
【きょう味剤】
【きょう味剤】
【基剤】
【結合剤】
【甘味剤】【きょう味剤】【着香剤・香料】【賦形剤】【崩壊剤】

カンテン

【寒天】

【基剤】【結合剤】【懸濁化剤】【賦形剤】【防腐剤】

５’－グアニル酸二ナトリウム
グァーガム
クマザサエキス
クロレラエキス
トール油脂肪酸
パール末
ハダカムギ葉汁濃縮物
ピロリン酸四ナトリウム
マルチトール液
薬用石ケン
ヤシ油脂肪酸
リンゴ果汁

【５’－グアニル酸ナトリウム】

【きょう味剤】
【結合剤】【乳化剤】【崩壊剤】
【着色剤】
【きょう味剤】
【浮遊剤】
【コーティング剤】【賦形剤】
【着色剤】
【安定化剤】【きょう味剤】
【甘味剤】
【基剤】【乳化剤】【発泡剤】
【乳化剤】
【きょう味剤】

りん酸
リン酸水素二ナトリウム

【アセタニリド】

【茴香】

【クロレラグロスファクタ】
【エトールＤＳ】
【真珠カルク】

【薬用石けん】
【濃縮果汁】【リンゴ１／５濃縮果
汁】
【リン酸水素二ナトリウム（無水）】

【滑沢剤】【懸濁化剤】
【安定化剤】

りん酸二水素カリウム
コムギ胚芽油
自己乳化型モノステアリン酸プ
ロピレングリコール
水素添加ロジン
デンプンリン酸エステルナトリ
ウム
ペンタエリスチルクエン酸高級 【デヒムルスＥ】
脂肪酸エステル・ミツロウ・ノニ
オン乳化剤混合物
リン酸ジセチル
【ジセチルリン酸】
リン酸水素二カリウム
エデト酸四ナトリウム（無水）
ビニルピロリドン・酢酸ビニル共
重合体
硫酸オキシキノリン（２）
クレアチニン
エリスリトール
カリウム石けん用素地
４－（２－ヒドロキシエチル）－１
－ピペラジンエタンスルホン酸
アーバンライトIRP-64
オノニス根乾燥エキス
オパスプレーK－１－２４９０４
オパドライOY－６９５０
オパドライOY－S-２２８２９
オパドライOY－S-２２８３５
オパドライOY－S-２２９６１
オパドライOY－S-７１３５
オパドライOY－S-８４７１
オパドライOY－S-９６０７
オパドライベーシュ
カアトレジン
カオリン83
褐色酸化鉄
結晶セルロース（微粒子）
高分子ポリビニルピロリドン
サフランチンキ
サンショウチンキ
シソ油
水素添加植物油
ステアリルアルコール・ポリオ
キシエチレンステアリルエーテ
ル混合物
タラクサシ根・草乾燥エキス
ドデシルベンゼン（ソフト）
乳酸・グリコール酸共重合体
（１：１）
パイナップル粉末香料５１３５７
パイナップル粉末香料５１３５７
パイナップル粉末香料５１３５７
パイナップル粉末香料５９４９２
パイナップル粉末香料５９４９２
パイナップル粉末香料５９４９２
梅肉エキス
バニラ粉末香料５４２８６
バニラ粉末香料５４２８６
バニラ粉末香料５４２８６
ビーガムニュートラル
フレーバーG1
フレーバーG1
フレーバーG1
粉末飴
ペパーミントエッセンス
ペパーミントパウダー
飽和ポリグリコール化グリセリ
ド
ポリオキシル３５ヒマシ油

【溶解補助剤】
【賦形剤】
【基剤】
【接着剤】
【基剤】
【基剤】【乳化剤】
【乳化剤】
【安定化剤】
【安定化剤】
【結合剤】
【安定化剤】
【安定化剤】【緩衝剤】【無痛化剤】
【きょう味剤】
【基剤】
【緩衝剤】
【吸着剤】
【きょう味剤】
【着色剤】
【コーティング剤】
【コーティング剤】
【コーティング剤】
【コーティング剤】
【コーティング剤】
【コーティング剤】
【コーティング剤】
【基剤】
【保存剤】
【可塑剤】
【着色剤】
【賦形剤】
【結合剤】
【きょう味剤】
【きょう味剤】
【溶剤】
【賦形剤】
【乳化剤】
【きょう味剤】
【溶剤】
【基剤】
【芳香剤】
【芳香剤】
【芳香剤】
【芳香剤】
【芳香剤】
【芳香剤】
【きょう味剤】
【芳香剤】
【芳香剤】
【芳香剤】
【懸濁化剤】
【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【賦形剤】
【着香剤・香料】
【きょう味剤】
【その他】
【界面活性剤】

ミックスフレーバー
ミックスフレーバー
ミックスフレーバー
ミレフォリウム草乾燥エキス
ミントフレーバー
ミントフレーバー
ミントフレーバー
メチルアクリレート・メタクリル
酸コポリマー
メントールパウダー
メントールパウダー
メントールパウダー
リン酸一水素ナトリウム・七水
和物
レモンパウダー
レモンパウダー
アセチルトリプトファン
バニラフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃの
いずれかで記載する)・配合目
的が「香料」の場合はＡ・配合
目的が「香料以外」の場合はＢ
バニラフレーバー(Ａ、Ｂ、Ｃの
いずれかで記載する)・配合目
的が「香料」の場合はＡ・配合
目的が「香料以外」の場合はＢ
法定色素
赤色２号《赤色２号、アマラン
》
赤色３号《赤色３号、エリスロシ
ン》
赤色１０２号《赤色１０２号、
ニューコクシン》
赤色１０４号の(1)《赤色１０４号
の(1)、フロキシンＢ》
赤色１０５号の(1)《赤色１０５号
の(1)、ローズベンガル》
赤色１０６号《赤色１０６号、ア
シツドレッド》
黄色４号(タートラジン)
黄色５号《黄色５号、サンセット
エローＦＣＦ》
緑色３号《緑色３号、フアストグ
リーンＦＣＦ》
青色１号《青色１号、ブリリアン
トブルーＦＣＦ》
青色２号《青色２号、インジゴカ
ルミン》
赤色２号アルミニウムレーキ
《赤色２号、アマランス》
赤色３号アルミニウムレーキ
《赤色３号、エリスロシン》
赤色１０２号アルミニウムレー
キ《赤色１０２号、ニューコクシ
赤色１０４号の(1)アルミニウム
レーキ《赤色１０４号の(1)、フロ
キシンＢ》
赤色１０５号の(1)アルミニウム
レーキ《赤色１０５号の(1)、ロー
ズベンガル》
赤色１０６号アルミニウムレー
キ《赤色１０６号、アシツドレッ
黄色４号(タートラジン)アルミニ
ウムレーキ《黄色４号(タートラ
ジン)》
黄色５号アルミニウムレーキ
《黄色５号、サンセットエローＦ
緑色３号アルミニウムレーキ
《緑色３号、フアストグリーンＦＣ
青色１号アルミニウムレーキ
《青色１号、ブリリアントブルー
青色２号アルミニウムレーキ
《青色２号、インジゴカルミン》
赤色２０１号《赤色２０１号、リ
ソールルビンB》

【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【きょう味剤】
【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【着香剤・香料】
【賦形剤】
【きょう味剤】
【きょう味剤】
【きょう味剤】
【緩衝剤】
【着香剤・香料】
【着香剤・香料】

赤色２０２号《赤色２０２号、リ
ソールルビンBCA》
赤色２０３号《赤色２０３号、
レーキレッドC》
赤色２０４号《赤色２０４号、
レーキレッドCBA》
赤色２０５号《赤色２０５号、リ
ソールレッド》
赤色２０６号《赤色２０６号、リ
ソールレッドCA》
赤色２０７号《赤色２０７号、リ
ソールレッドBA》
赤色２０８号《赤色２０８号、リ
ソールレッドSR》
赤色２１３号《赤色２１３号、
ローダミンB》
赤色２１４号《赤色２１４号、
ローダミンBアセテート》
赤色２１５号《赤色２１５号、
ローダミンBステアレート》
赤色２１８号《赤色２１８号、テト
ラクロルテトラブロムフルオレセ
イン》
赤色２１９号《赤色２１９号、ブリ
リアントレーキレッドＲ》
赤色２２０号《赤色２２０号、デ
ｲープマルーン》
赤色２２１号《赤色２２１号、トル
イジンレッド》
赤色２２３号《赤色２２３号、テト
ラブロムフルオレセイン》
赤色２２５号《赤色２２５号、ス
ダンⅢ》
赤色２２６号《赤色２２６号、へリ
ンドンピンクCN》
赤色２２７号《赤色２２７号、フア
ストアシツドマゲンタ》
赤色２２８号《赤色２２８号、
パーマトンレッド》
赤色２３０号の(1)《赤色２３０号
の(1)、エオシンYS》
赤色２３０号の(2)《赤色２３０号
の(2)、エオシンYSK》
赤色２３１号《赤色２３１号、フロ
キシンBK》
赤色２３２号《赤色２３２号、
ローズベンガル》
だいだい色２０１号《だいだい色
２０１号、ジブロムフルオレセイ
だいだい色２０３号《だいだい色
２０３号、パーマネントオレンジ》
だいだい色２０４号《だいだい色
２０４号、ベンチジンオレンジＧ》
だいだい色２０５号《だいだい色
２０５号、オレンジⅡ》
だいだい色２０６号《だいだい色
２０６号、ジヨードフルオレセイ
だいだい色２０７号《だいだい色
２０７号、エリスロシン黄NA》
黄色２０１号《黄色２０１号、フ
ルオレセイン》
黄色２０２号の(1)《黄色２０２号
の(1)、ウラニン》
黄色２０２号の(2)《黄色２０２号
の(2)、ウラニンK》
黄色２０３号《黄色２０３号、キノ
リンエローWS》
黄色２０４号《黄色２０４号、キノ
リンエローSS》
黄色２０５号《黄色２０５号、ベ
ンチジンエローG》
緑色２０１号《緑色２０１号、アリ
ザリンシアニングリーンF》
緑色２０２号《緑色２０２号、キ
ニザリングリーンSS》
緑色２０４号《緑色２０４号、ピラ
ニンコンク》

緑色２０５号《緑色２０５号、ライ
トグリーンSF黄》
青色２０１号《青色２０１号、イン
ジゴ》
青色２０２号《青色２０２号、パ
テントブルーNA》
青色２０３号《青色２０３号、パ
テントブルーCA》
青色２０４号《青色２０４号、カ
ルバンスレンブルー》
青色２０５号《青色２０５号、ア
ルフアズリンFG》
かっ色２０１号《かっ色２０１号、
レゾルシンブラウン》
紫色２０１号《紫色２０１号、アリ
ズリンパープルSS》
赤色２２７号アルミニウムレー
キ《赤色２２７号、フアストアシ
ツドマゲンタ》
赤色２３０号の(1)アルミニウム
レーキ《赤色２３０号の(1)、エオ
シンYS》
赤色２３０号の(2)アルミニウム
レーキ《赤色２３０号の(2)、エオ
シンYSK》
赤色２３１号アルミニウムレー
キ《赤色２３１号、フロキシン
赤色２３２号アルミニウムレー
キ《赤色２３２号、ローズベンガ
だいだい色２０５号アルミニウ
ムレーキ《だいだい色２０５号、
オレンジⅡ》
だいだい色２０７号アルミニウ
ムレーキ《だいだい色２０７号、
エリスロシン黄NA》
黄色２０２号の(1)アルミニウム
レーキ《黄色２０２号の(1)、ウラ
ニン》
黄色２０２号の(2)アルミニウム
レーキ《黄色２０２号の(2)、ウラ
ニンK》
黄色２０３号アルミニウムレー
キ《黄色２０３号、キノリンエ
緑色２０１号アルミニウムレー
キ《緑色２０１号、アリザリンシ
アニングリーンF》
緑色２０４号アルミニウムレー
キ《緑色２０４号、ピラニンコン
緑色２０５号アルミニウムレー
キ《緑色２０５号、ライトグリーン
SF黄》
青色２０５号アルミニウムレー
キ《青色２０５号、アルフアズリ
ンFG》
かっ色２０１号アルミニウムレー
キ《かっ色２０１号、レゾルシン
ブラウン》
だいだい色２０５号バリウム
レーキ《だいだい色２０５号、オ
レンジⅡ》
黄色２０３号バリウムレーキ《黄
色２０３号、キノリンエローWS》
青色２０２号バリウムレーキ《青
色２０２号、パテントブルーNA》
赤色１０４号の(1)バリウムレー
キ《赤色１０４号の(1)、フロキシ
黄色４号(タートラジン)バリウム
レーキ《黄色４号(タートラジン)》
黄色５号バリウムレーキ《黄色
５号、サンセットエローＦＣＦ》
青色１号バリウムレーキ《青色
１号、ブリリアントブルーＦＣＦ》
だいだい色２０５号ジルコニウ
ムレーキ《だいだい色２０５号、
オレンジⅡ》
黄色２０３号ジルコニウムレー
キ《黄色２０３号、キノリンエ

緑色２０５号ジルコニウムレー
キ《緑色２０５号、ライトグリーン
SF黄》
黄色４号(タートラジン)ジルコニ
ウムレーキ《黄色４号(タートラ
ジン)》
黄色５号ジルコニウムレーキ
《黄色５号、サンセットエローＦ
青色１号ジルコニウムレーキ
《青色１号、ブリリアントブルー
赤色４０１号《赤色４０１号、ビオ
ラミンR》
赤色４０４号《赤色４０４号、ブリ
リアントフアストスカーレット》
赤色４０５号《赤色４０５号、
パーマネントレッドＦ５Ｒ》
赤色５０１号《赤色５０１号、薬
用スカーレット》
赤色５０２号《赤色５０２号、ポ
ンソー３Ｒ》
赤色５０３号《赤色５０３号、ポ
ンソーＲ》
赤色５０４号《赤色５０４号、ポ
ンソーＳＸ》
赤色５０５号《赤色５０５号、オイ
ルレッドＸＯ》
赤色５０６号《赤色５０６号、フア
ストレッドＳ》
だいだい色４０１号《だいだい色
４０１号、ハンサオレンジ》
だいだい色４０２号《だいだい色
４０２号、オレンジⅠ》
だいだい色４０３号《だいだい色
４０３号、オレンジＳＳ》
黄色４０１号《黄色４０１号、ハ
ンサエロー》
黄色４０２号《黄色４０２号、
ポーラエロー５Ｇ》
黄色４０３号の(1)《黄色４０３号
の(1)、ナフトールエローＳ》
黄色４０４号《黄色４０４号、エ
ローＡＢ》
黄色４０５号《黄色４０５号、エ
ローＯＢ》
黄色４０６号《黄色４０６号、メタ
ニルエロー》
黄色４０７号《黄色４０７号、フア
ストライトエロー３Ｇ》
緑色４０１号《緑色４０１号、ナフ
トールグリーンＢ》
緑色４０２号《緑色４０２号、ギ
ネアグリーンＢ》
青色４０３号《青色４０３号、ス
ダンブルーＢ》
青色４０４号《青色４０４号、フタ
ロシアニンブルー》
紫色４０１号《紫色４０１号、アリ
ズロールパープル》
黒色４０１号《黒色４０１号、ナフ
トールブルーブラック》
赤色４０１号アルミニウムレー
キ《赤色４０１号、ビオラミンR》
赤色５０２号アルミニウムレー
キ《赤色５０２号、ポンソー３Ｒ》
赤色５０３号アルミニウムレー
キ《赤色５０３号、ポンソーＲ》
赤色５０４号アルミニウムレー
キ《赤色５０４号、ポンソーＳＸ》
赤色５０６号アルミニウムレー
キ《赤色５０６号、フアストレッド
だいだい色４０２号アルミニウ
ムレーキ《だいだい色４０２号、
オレンジⅠ》
黄色４０２号アルミニウムレー
キ《黄色４０２号、ポーラエロー
黄色４０３号の(1)アルミニウム
レーキ《黄色４０３号の(1)、ナフ
トールエローＳ》

黄色４０６号アルミニウムレー
キ《黄色４０６号、メタニルエ
黄色４０７号アルミニウムレー
キ《黄色４０７号、フアストライト
エロー３Ｇ》
緑色４０２号アルミニウムレー
キ《緑色４０２号、ギネアグリー
紫色４０１号アルミニウムレー
キ《紫色４０１号、アリズロール
パープル》
黒色４０１号アルミニウムレー
キ《黒色４０１号、ナフトールブ
ルーブラック》
だいだい色４０２号バリウム
レーキ《だいだい色４０２号、オ
レンジⅠ》
緑色４０２号バリウムレーキ《緑
色４０２号、ギネアグリーンＢ》

