
ＳＤＳ Ｎo. NN-1501100　Ｐ1/4 　

製品 及び 会社情報

製品名 [品番] 香るエアダスター（オレンジの香り）[FNC-JB03T-OR]/300ml
製品用途 ダストブロワー

会社名・住所
ナカバヤシ株式会社　品質保証室
島根県松江市大井町899-5
TEL：0852-39-0020
FAX:0852-39-0890
作成日：2015/5/18

危険有害性の要約

危険・有害性クラス 区分
可燃性／引火性エアゾール 区分１
引火性ガス 区分１
高圧ガス 液化ガス
皮膚腐食/炎症 区分2
目の損傷/炎症 区分2
生殖毒性 区分2
特定の臓器毒性（１回暴露）　 区分3（麻酔薬効果）

ＧＨＳラベル要素　注意書き含む

危　険
Ｈ２２２ 極めて可燃性又は引火性の高いエアゾール。
Ｈ２２0 極めて可燃性又は引火性の高いガス。
Ｈ２８０ 加圧ガス：熱すると爆発のおそれ。
Ｈ３１５ 皮膚刺激
Ｈ３１９ 強い目刺激
Ｈ３６１ 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
Ｈ３３６ 眠気あるいはめまいを引き起こすおそれ。
Ｐ２０１ 使用前に取扱説明書を入手すること。
Ｐ２０２  すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
Ｐ２１０ 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙
Ｐ２１１ 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
Ｐ２５１ 加圧容器：使用後の含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
Ｐ２６１ 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸引を避けること。
Ｐ２６４ 取扱後は…よく洗うこと。
Ｐ２７１ 屋外又は換気の良い場所で使用すること。
Ｐ２８０ 保護手袋/保護衣/保護眼鏡を着用すること。
Ｐ３０２＋Ｐ３５２　皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
Ｐ３０４＋Ｐ３４０　吸引した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休

息させること。
Ｐ３０５＋Ｐ３５１＋Ｐ３３８　目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。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。その後も洗浄を続
けること。

 Ｐ３０８＋Ｐ３１３　暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断/手当を受けること。
Ｐ３１２　 気分が悪い時は医師に連絡すること。
Ｐ３２１ 特別な処置が必要である（このラベル…を見よ）。
Ｐ３３２＋Ｐ３１３　皮膚の炎症が起きた場合：医師の診断/手当を受けること。
Ｐ３３７＋Ｐ３１３　目の炎症が持続する場合：医師の診断/手当を受けること。
Ｐ３６２ ＋Ｐ３６４　汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗うこと。
Ｐ３７７ 漏洩ガス火災の場合：漏洩が安全に停止されない限り消火しないこと。
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Ｐ３８１ 安全に対処出来るならば着火源を除去すること。
Ｐ４０３＋Ｐ２３３ 換気の良い場所で保管すること。容器をきつく閉めておくこと。
Ｐ４０５ 鍵をかけて保管すること。
Ｐ４１０＋Ｐ４０３ 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。
Ｐ４１０＋Ｐ４１２ 日光から遮断し、50℃以上の温度に暴露しないこと。
Ｐ５０１ 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則（明示する）に従って

廃棄すること。

その他の危険有害性

組成及び成分情報

応急処置

目に入った場合；　コンタクトレンズを容易に外せる場合は、レンズを外してすぐに大量の水で洗うこと。
その後医師の治療を受けること。
皮膚に付着した場合；　凍傷の場合、衣類を脱がずに大量の水で洗い流すこと。
その後医師の治療を受けること。
吸入した場合；　新鮮な空気の場所で休憩し、必要であれば人工呼吸をする。
その後医師の治療を受けること。
飲み込んだ場合；　情報なし

火災時の措置

消火剤：　火事にさらされたコンテナを冷やすために水噴霧を使用すること。その材質が発火する
ものなら、CO2、粉末薬品あるいは壌土を使用すること。
化学薬品から発生する特殊な有害物；　情報なし
消防士の為の特殊な保護具及び予防装置；　火災が発生した場合、十分保護された服を着て
火に覆われても、NIOSH(国立労働安全衛生研究所)の許可を受けた呼吸装置を使用すること。
物による燃焼は、ホスゲンや液化水素ガスといったものを含有する。消防士の服は構造上は、
こういった物質の燃焼育成物から保護するようにのみ限られている。

漏出時の措置

人体に対する注意事項；　十分な換気を確保すること。不必要な人員を遠ざけさせること。
人員を漏出/流出物から遠ざけ、低い地域から避難させること。
閉め切った場所に入る前によく換気すること。
適切な防護服を着用していない限り、破損した容器や漏洩物に触れないこと。
十分な換気をすること。換気が十分でない場所では、適切な人工呼吸器を着用すること。
清掃時に適切な保護具を着用すること。
環境に対する注意事項；　情報なし。
閉じこめ方法；　すべての着火源を取り除く（タバコ、フレア、火花、炎）。危険をおかさず漏れを止めること。
道路、下水道、地下室、締め切った場所へ流れないようにすること。水スプレーで蒸気を減らす。
除去方法；
―大量な場合：　情報なし。
―小量な場合：　情報なし。

取扱い及び保管上の注意
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取扱い上の注意；　蒸気は空気と爆発性混合物を形成する。 禁煙。
静電放電に対する予防策をとること。製品の処理に使用するすべての機器は接地する必要がある。
適切な排気装置が設置されたエリアのみで使用すること。個人用保護具を着用すること。
長時間の露出を避けること。取扱い後は徹底的に洗うこと。、火気、熱源または発火源の近くでを扱わないこと。
直射日光から避けること。引火性のない道具を使用すること。
保管上の注意；　涼しい場所で保管すること。風通しの良い場所で保管すること。容器を密閉すること。
熱、火花、裸火から離れた場所に保管すること。外または切り離れたストレージが好ましい。
密閉容器内の圧力は、熱の影響で増加する。この材料は静電荷を蓄積し、着火源となるスパークが発生する。
一般的な接合およびアース技術を使用し、静電荷の蓄積を防ぐ。
スプリンクラーのある場所で保管すること。子供の手の届かないところで保管すること。
酸化性物質から離すこと。

暴露防止及び保護措置

空中暴露限度；　情報なし
設備対策；　適切な換気装置を使用し、労働者がガス、煙、ほこりを吸い込まないよう、防爆装置を備えた
換気装置を使用する。
詳細については、ACGIHの書類、産業換気、推奨事例、最新版のマニュアルを参照してください。
個人的保護具；　　
‐目/顔の保護具；ガス、煙、ほこりによる暴露から避ける為に必要と判断される場合は、認可された基準に
適合したゴーグルを使用すること。
‐皮膚の保護具；危険物質を取り扱う前に専門家に認定された個人的保護具を使用すること。
保護手袋を着用すること。
‐呼吸器の保護具；認定基準に適合したろ過式吸引保護具、保護マスクを着用する。必要に応じて防塵
マスク、有機溶剤性の防毒マスク等を着用する。

物理的及び科学的性質

外観；　透明（気体）
臭い；　オレンジ
臭気閾値；該当なし
pH；　該当しない
融点/氷点；　-141.5℃
沸点、初留点と沸騰範囲；　-23.6℃
引火点； <-80℃（c.c.）
蒸発率；　該当しない
燃焼性（固体、気体）；該当なし
上/下可燃性または爆発限界；　26.7 / 3.4%
蒸気圧；該当なし
蒸気密度；該当なし
比重(H2O=1)；　 0.60 ~ 0.67
相対密度；該当なし
溶解性（ies）；　溶解しない
分配係数；n-オクタノール/水；該当なし
自然発火温度（発火点）；　350℃
熱分解温度；　該当しない
粘度；該当なし
分子量；　該当しない

安定性及び反応性

安全性；　使用と保管に関して、通常の状況のもとでは安定である。
危険有害反応性の可能性；　なし。
避けるべき条件；　熱、炎、着火源、光、湿気、非互換性物質
混触危険性物質（避けるべき物質）；酸化剤
有害な分解生成物；　二酸化炭素

有害性情報

- エチルアルコール - 
急性毒性
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‐経口；なし
‐皮膚；なし
‐吸入；gas LC 50 308.5 ㎎/ℓ 4 hr Rat
皮膚腐食/炎症；なし
重大な目の損傷/炎症；　なし
呼吸器官あるいは皮膚感作；　なし
生殖細胞変異原性；　なし
発がん性；　なし
生殖毒性；　なし
特定の臓器毒性（1回暴露）；　なし
特定の臓器毒性（反復暴露）；　なし
吸引による毒性；　なし

環境影響情報

毒性；　なし
持続性及び分解性；　なし
生体内蓄積性；　なし
土壌での流動性；　なし
その他副作用；　なし

廃棄上の注意

回収あるいは再利用出来なかったものは何であれ、適切かつ承認された廃棄物処理施設で管理され
なければならない。廃棄物の処理は現地の処分規制に従って処理する。

輸送上の注意

品名；　エアゾール
国連分類番号　2.1
国連番号；　1950

適用法令

国で定められてすべての規制に従うこと。

その他の情報

これらの情報はさまざまな知識、情報に基づいて作られたものであって、この商品の品質を保証するもの
ではありません。また、これらの情報は新しく入ってくる情報や検査結果等により予告なく変更されること
があります。お問い合わせに関しては、当社か商品のご購入場所へ連絡下さい。
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