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安全データーシート

会社情報                                      会社名  アイビ物産株式会社

                                                本  社    愛知県名古屋市中村区宮塚町１１８－２

                           工  場   愛知県愛西市勝幡町東町３０７        

                           担当部門  研究室

                                                  電話番号 （０５６７）２５－８００８

                                                  ＦＡＸ  （０５６７）２４－８７７８

整理番号ＰＺ００５１                   作成・改訂  ２０１７年０７月１８日

製品名（化学名・商品名等）        キングフレッシュ＃７００

危険有害性の要約

  ［ＧＨＳ分類］

物理化学的危険性

引火性液体  ：   分類対象外               

    金属腐食性物質：   分類対象外

健康有害性

   急性毒性 経口： 区分外   

経皮： 分類できない

吸入： 分類できない

   皮膚腐食性及び皮膚刺激性：    区分外

   眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：区分外

   呼吸器感作性：  分類できない

   皮膚感作性 ：  区分１

   生殖細胞変異原性：分類できない

   発ガン性：    分類できない

   生殖毒性：    区分１

   特定標的臓器毒性（単回暴露）： 分類できない

  特定標的臓器毒性（反復暴露）： 分類できない

   吸引性呼吸器有害性：      分類できない

環境有害性

   水生環境有害性（急 性）： 区分２

   水生環境有害性（長期間）： 区分２

   オゾン層への有害性   ： 分類できない

  ［ＧＨＳのラベル要素］

シンボルマーク     

            

注意喚起語       危 険
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［危険有害性情報］         

・アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ

・生殖能または胎児への悪影響のおそれ

          ・水生生物に毒性

          ・長期継続的影響によって水生生物に毒性

［注意書き］

（予防策）  ・使用前に安全データシート及び取扱い説明書を読む。

・全ての安全注意を読み、理解するまで取り扱わないこと。

・粉塵／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。

・保護衣／保護眼鏡／保護面を着用する。

・環境への放出を避ける。

・汚染された作業衣は脱いで、作業場から出さないこと。

再使用する場合には、洗濯をすること。

      ・取扱い後は、手顔などをよく洗い うがいをする。

（応急措置）・吸入した場合は空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息すること。

気分の悪い時は、医師の診断／手当を受ける。         

          暴露又は暴露の懸念がある場合は、医師の診断／手当を受ける。

・皮膚刺激、又は発しんを生じた場合は、医師の診断／手当を受ける。

・眼に入った場合は、直ちに流水で１５分以上洗眼し、眼科医の手当を受ける。

       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し洗眼する。

・飲み込んだ場合は、水で口の中をよく洗浄すると共にコップ数杯の水を飲ませる。

可能であれば吐き出させるが、無理に吐き出させない。

          意識が無い場合は何も与えてはいけないし 吐き出させることもしてはいけない。

          直ちに医師の手当てを受ける。

（保 管） ・直射日光を避け、室内の冷暗所に密閉し施錠して保管する。

（廃 棄） ・内容物、容器を当該地区の規則に従って廃棄すること。    

組成及び成分情報

      単一製品・混合物の区分           混合物

            化学名

      成分及び含有量

                                                                                                    

        成 分 名    含 有 量 ％       ＣＡＳ番号 ＰＲＴＲ法 労安法

シリカ １５－２０ ９３７６３－７０－３ 該当しない 該当する

エステル系溶剤   ――― ――― 該当しない 該当しない

エーテル系溶剤   ――― ――― 該当しない 該当しない

テルペン系溶剤   ――― ――― 該当しない 該当しない

非イオン系界面活性剤   ――― ――― 該当しない 該当しない

陰イオン系界面活性剤   ――― ――― 該当しない 該当しない

応急措置  吸入した場合：   空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息すること。
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   気分の悪い時は、医師の診断／手当を受ける。         

               暴露又は暴露の懸念がある場合は、医師の診断／手当を受ける。

     皮膚刺激、又は発しんを生じた場合：医師の診断／手当を受ける。

     眼に入った場合：  直ちに清浄な流水で１５分以上洗眼し、眼科医の手当を受ける。

          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して洗眼する。

          飲み込んだ場合：  水で口の中をよく洗浄すると共にコップ数杯の水を飲ませる。

可能であれば吐き出させるが、無理に吐き出させない。

意識がない場合は何も与えてはいけないし 吐き出させることもしては

いけない。直ちに医師の手当を受ける。

火災時の措置

          消火法：（周辺火災の場合）速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合には、容器及び  

                  周辺に散水して冷却する。

              （着火した場合）  不燃性である。

          消火剤：  当該物質を巻き込んだ周辺の火災に適切な消火剤を使用する。

漏出時の措置  少量の場合：  布きれ等で拭き取り、その後水で洗い流す。

              多量の場合： 乾燥砂等で流出を防ぎ、空容器に回収する。

                        その後、布きれ等で拭き取り、その後水で洗い流す。

              この場合、河川などに排出されないように注意する。

取り扱い及び保管上の注意

取り扱い：  容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの粗暴な取り扱いを  

                 しない。

       内容物、容器は一定の場所に集積すること。

       屋外、又は換気の良い場所で使用すること。

       保  管：  直射日光を避け、室内冷暗所に密閉し、施錠して保管すること。

暴露防止及び保護措置

        許容濃度： 知見なし                                

   設備対策： 取り扱いは、換気装置、排水設備のある場所で行う。

            保 護 具： 呼吸用保護具・・・保護マスクの着用が望ましい。

                       眼の保護具・・・・保護眼鏡の着用が望ましい。

             手の保護具・・・・特に必要なし

                      身体の保護具・・・汚れてもいい衣服又は作業衣を着用する。

                      汚染された衣服を再使用する場合には洗濯をすること。

物理的及び化学的性質

             外  観  ： 淡黄土色粉末～ペースト状

      臭  い ：  柑橘臭

             比 重  ： ０．７６

             Ｐ     Ｈ ： データなし

             低温安定性（原液）： 安定である

        引火点： なし    発火点： なし     爆発限界 ： なし

             可燃性： なし（ 但し、水分蒸発残分は燃焼する）       

             酸化性： なし   

           自己反応性・爆発性： なし   

             粉じん爆発性：    なし   

安定性及び反応性
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            安定性：通常の取り扱いでは安定である。              

              反応性：なし

有害性情報  急性毒性・・・経口 ＬＤ50 ４８８０（混合物での計算値）     

       皮膚腐食性及び皮膚刺激性・・・・・・・データなし

       眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性・・データなし

       呼吸器感作性・・・・・・データなし

       皮膚感作性・・・・・・・アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれがある

       生殖細胞変異原性・・・・データなし

      発ガン性・・・・・・・・データなし

      生殖毒性・・・・・・・・生殖能または胎児への悪影響のおそれがある

       特定標的臓器毒性（単回暴露）・・データなし

        特定標的臓器毒性（反復暴露）・・データなし

       吸引性呼吸器有害性・・・・・・・データなし

環境影響情報 生態毒性      

        水生環境有害性（急 性）・・水生生物に毒性がある

        水生環境有害性（長期間）・・長期継続的影響によって水生生物に毒性がある

              残留性・分解性・・・・・・・・データなし      

              生体蓄積性・・・・・・・・・・データなし      

              土壌中の移動性・・・・・・・・データなし      

       オゾン層への有害性・・・・・・データなし

廃棄上の注意   １．管理型処分場に埋め立てる。

             ２．廃棄物の処理を委託する場合は、都道府県の許可を受けた業者に委託する。

輸送上の注意  国連番号     該当しない

       品  名     ―――

       国連分類    ―――

       容器等級     ―――

特別の安全対策・・・容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの粗暴な取り

扱いをしない。

適用法令     労働安全衛生法 表示対象物質：シリカ     

                      通知対象物質：シリカ

        毒物劇物取締法          ：該当しない   

       化学物質管理促進法     

           第一種指定化学物質 ：該当しない       

          第二種指定化学物質 ：該当しない

          消防法            ：該当しない

       航空法           ：該当しない

       船舶安全法         ：該当しない

       海洋汚染防止法       ：該当する    

その他の情報

    ここに記載された危険性・有害性の情報は当社の最善の調査、評価に基づくものですが、情報の完全さ正確

  さを保証するものではありません。化学物質の有害性には、予見できないこともあり、取り扱いには細心の

注意を払って下さい。

  本品の適正な使用については使用者の責任において行って下さい。
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