
＜業務用＞ 警 告
危険有害性情報：
・強い眼刺激
・呼吸器への刺激のおそれ
・長期的影響により水生生物に有害のおそれ

注意書き：
［予防策］
・容器を密閉しておくこと。
・保護手袋/保護眼鏡/保護マスクを着用すること。
・ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないように、換気装置
を使用し暴露を避けること。
・取り扱い後は、手をよく洗うこと。
・（適切な処理を講じた以外は）環境への放出は避ける
こと。

［応急処置］
・眼に入った場合：水で数分注意深く洗うこと。次にコン
タクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
　その後も洗浄すること。眼の刺激が続く場合は、医師
の診断を受けること。
・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に
吐かせないこと。口をすすぐこと。
・吸入した場合：被災者を新鮮な空気のある場所に移
動し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。
　必要に応じて、医師の診断を受けること。
・皮膚等に付着した場合：皮膚を流水・シャワーで洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合は医師の診断を受けること。
・漏出した場合：漏出物を回収すること。

［保管］
・涼しく換気の良い場所で、施錠して保管すること。
・子供の手の届かないところに保管すること。
［廃棄］
・内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた
専門の廃棄物処理業者に委託すること。

［その他］
・指定された以外の材料と混合しないでください。

取り扱いに際しては、製品安全データシート（ＭＳＤＳ）に従ってください。
（本　　社）〒553-0002　大阪市福島区鷺洲2丁目15番24号
（滋賀工場）〒525-0072　滋賀県草津市笠山8丁目2番１号
            ＴＥＬ　077-562-1360　ＦＡＸ　077-562-1364

＜備考＞
・このラベルに記載されている内容については、弊社が（2007.05）時点にて知りえる情報によるものです。
・記載内容については、労働安全衛生法57条表示対象物質を対象としております。
・今後、新たな情報を入手した際には、内容変更される場合のあることをご了承ください。
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