
主 要 製 品
項　　　　　目 法　　規 荷　　姿 用　　途

CH3Cl 沸点　-23-23.0 化審法　2-35 純分 99.7 ％ 以上 ﾎﾞﾝﾍﾞ ｼﾘｺｰﾝ樹脂

メチルクロライド 比重　0.920.92 高圧ガス（毒･燃）水分 20 ppm 以下 3kg・30kg 第4級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩

CASNo.74-87-3 劇物 酸分 5 ppm 以下 90kg・600kg ﾒﾁﾙ化剤

溶剤、発泡剤

C2H5Cl 沸点　-2313.1 化審法　2-53 純分 99.5 ％ 以上 ﾎﾞﾝﾍﾞ 有機金属化合物

エチルクロライド 比重　0.920.9 高圧ガス（燃） 水分 50 ppm 以下 3kg・30kg 医薬中間体

CASNo.75-00-3 劇物 酸分 5 ppm 以下 200kg・600kg 香料、溶剤

ﾛｰﾘｰ 6t 染料、麻酔剤

CH3CH2CH2Cｌ 沸点　-2346.6 化審法　2-80 純分 98.0 ％ 以上 ﾄﾞﾗﾑ缶 n-ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ化剤

ｎ-プロピルクロライド 比重　0.920.89 危険物　４類１石 水分 200 ppm 以下 160kg
CASNo.540-54-5 酸分 10 ppm 以下

CH3CHＣlCH3 沸点　-2335.7 化審法　2-80 純分 99.0 ％ 以上 ﾄﾞﾗﾑ缶 ｉｰﾌﾟﾛﾋﾟﾙ化剤

ｉ-プロピルクロライド 比重　0.920.86 危険物　４類特引 水分 200 ppm 以下 160kg 溶媒

CASNo.75-29-6 酸分 10 ppm 以下  16kg 医薬中間体

CH3CH2CH2CH2Cｌ 沸点　-2378.4 化審法　2-60 純分 99.5 ％ 以上 ﾄﾞﾗﾑ缶 nｰﾌﾞﾁﾙ化剤

ｎ-ブチルクロライド 比重　0.920.84 危険物　４類１石 水分 100 ppm 以下 175kg 防汚塗料

CASNo.109-69-3 酸分 10 ppm 以下 石油缶
 15kg

CH3CH2CHClCH3 沸点　-2368.3 化審法　2-60 純分 99.0 ％ 以上 ﾄﾞﾗﾑ缶 sｰﾌﾞﾁﾙ化剤

ｓ-ブチルクロライド 比重　0.920.87 危険物　４類１石 水分 200 ppm 以下 175kg
CASNo.78-86-4 酸分 50 ppm 以下

（CH3）2ＣＨＣＨ2Cｌ 沸点　-2368.8 化審法　2-60 純分 98.0 ％ 以上 ﾄﾞﾗﾑ缶 iｰﾌﾞﾁﾙ化剤

ｉ-ブチルクロライド 比重　0.920.88 危険物　４類１石 水分 100 ppm 以下 170kg
CASNo.513-36-0 酸分 10 ppm 以下

ＣＨ3ＣＯＣｌ 沸点　-2350.9 化審法　2-631 純分 98.0 ％ 以上 ｹﾐﾄﾞﾗﾑ ｱｾﾁﾙ化剤

塩化アセチル 比重　0.921.1 危険物　４類１石 200kg 医薬、農薬

CASNo.75-36-5  20kg 電材、染料

Ｃ6Ｈ4ＮＮａＯ2 化審法　5-6624 ｹﾐﾄﾞﾗﾑ 繊維処理

ニコチン酸ソーダ20%溶液 200kg
CASNo.54-86-4 濃度 20～23％  20kg

（Ｃ2Ｈ5）2Ｚｎ 沸点　-23118.0 化審法　9-1890 純分 98.0 ％ 以上 ｵﾚﾌｨﾝ重合触媒

ジエチル亜鉛 比重　0.921.2 危険物　３類
CASNo.557-20-0

Ｃ4Ｈ9ＯＣＨ2ＣＨ2ＯＣ4Ｈ9 沸点　-23203.0 化審法　2-420 純分 98.5 ％ 以上 ﾄﾞﾗﾑ缶 高沸点溶剤

エチレングリコール 比重　0.920.84 危険物　４類３石 150kg 反応抑制剤

ジブチルエーテル  20kg
CASNo.112-48-1  15kg
CH3(CH2)2O(CH2)3O(CH2)3O(CH2)2CH3 沸点　-23233.0 化審法　2-420 純分 98.5 ％ 以上 ﾄﾞﾗﾑ缶 高沸点溶剤

ジプロピレングリコール 比重　0.920.86 危険物　４類３石 150kg
ジプロピルエーテル  15kg

CASNo.1026059-64-2
CH3(CH2)3O(CH2)3O(CH2)3O(CH2)3CH3 沸点　-23265.0 化審法　2-420 純分 98.5 ％ 以上 ﾄﾞﾗﾑ缶 高沸点溶剤

ジプロピレングリコール 比重　0.920.86 危険物　４類３石 150kg
ジブチルエーテル  15kg

CASNo.41890-72-6
Ｃ2Ｈ5Ｂｒ 沸点　-2338.4 化審法　9-518 純分 99.0 ％ 以上 ﾄﾞﾗﾑ缶 エチル化剤

エチルブロマイド 比重　0.921.45 水分 100 ppm 以下 250Kg
CASNo.74-96-4 劇物 ｹﾐﾄﾞﾗﾑ

 25Kg
HCOOC2Ｈ5 沸点　53.553.5 化審法　2-678 純分 97.0 ％ 以上 ﾄﾞﾗﾑ缶 農薬、医薬

蟻酸エチル 比重　0.920.92 危険物　４類１石 水分 0.5 ％ 以下 180Kg フレーバー

CASNo.109-94-4 ｹﾐﾄﾞﾗﾑ
 18Kg

C6H4(NH2)2 化審法　3-333 ﾄﾞﾗﾑ缶 エポキシ硬化剤

メタキシリレンジアミン 危険物　４類３石 20Kg
変性物（N ・ N-10） 劇物

CASNo.90530-16-8
・各個別のカタログがございますので、お申し付け下さい｡
・本カタログ以外の各種有機中間体の試作・製造も行っていますので、ご相談下さい。
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