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１．１．１．１．化学物質等化学物質等化学物質等化学物質等及び会社情報及び会社情報及び会社情報及び会社情報                                                                                                    整理番号Ｋ－７０１整理番号Ｋ－７０１整理番号Ｋ－７０１整理番号Ｋ－７０１    

製品名称 

製品分類 

ネオレタンＮ－Ｂ 硬化剤（夏用：Ｓ） 

ウレタン樹脂  

会社名 

 担当部署 

住所 

電話番号 

FAX番号 

推奨用途及び使用上の制限連絡先 

 

三ツ星ベルト株式会社 

建設資材事業部  

兵庫県神戸市長田区浜添通4丁目1番21号 

０７８－６８５－５７７１ 

０７８－６８５－５６８１ 

建築物の防水(屋上、ベランダ、バルコニー、開放廊下等) 

 

２．危険有害性の要約２．危険有害性の要約２．危険有害性の要約２．危険有害性の要約    

  ＧＨＳ分類  

物理化学的危険性  

   引火性液体 区分外 

健康に対する有害性  

   急性毒性（経口） 区分外 

   急性毒性（経皮） 区分外 

   皮膚腐食性/刺激性 区分外 

   眼に対する重篤な損傷/眼刺激性 区分２Ｂ 

   皮膚感作性 区分外 

   生殖細胞変異原性 区分２ 

   発がん性 区分１Ｂ 

   生殖毒性 区分１Ｂ 

特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分１（血液系） 

 区分３（気道刺激性） 

   特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分２（肺、血液系、呼吸器、肝臓） 

環境に対する有害性  

   水生環境急性有害性 区分２ 

   水生環境慢性有害性 区分２ 

     上記で記載がない危険有害性は、「分類対象外」か「分類できない」。 

  ＧＨＳラベル要素  

絵表示又はシンボル 

 

注意喚起語 危険 

危険有害性情報 眼刺激 

遺伝性疾患のおそれの疑い 

発がんのおそれ 

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 

血液系の障害 

呼吸器への刺激のおそれ 

長期にわたる又は反復ばく露による肺、血液系、呼吸器、肝臓の障害のお

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 

安全対策 

 ＜安全対策＞ 

 

使用前に取扱説明書を入手すること。 

全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 

取扱い後は手をよく洗うこと。 

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。 

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 

環境への放出は避けること。 
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製品名製品名製品名製品名    ：：：：    ネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－Ｂ    硬化剤硬化剤硬化剤硬化剤 

 

 ＜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させる

こと。 

気分が悪いときは医師に連絡すること。 

眼に入った場合：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。 

眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。 

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 

特別な処置が必要である。 

漏出物は回収すること。 

 ＜保管＞ 施錠して保管すること。 

換気のよい場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 

 ＜廃棄＞ 内容物/容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。 

３．組成、成分情報３．組成、成分情報３．組成、成分情報３．組成、成分情報    

    単一製品・混合物の区別 混合物 

    化学名 ポリエーテルポリオール溶液 

成分 含有量（wt%） 官報公示整理番号（化審法） CAS No. 

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 5～15 (7)-758 

25791-96-2 

25322-69-4 

3,3-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4-ｼﾞｱﾐﾉ-

ｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ 

4.1 (4)-95 101-14-4 

炭酸ｶﾙｼｳﾑ 55～65 － 471-34-1 

ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 24.9 (3)-1307 117-81-7 

2-ｴﾁﾙﾍｷｻﾝ酸鉛 1未満 (2)-615 301-08-6 

二酸化ﾁﾀﾝ 1～2 (1)-558 13463-67-7 

ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ 0.1～0.5 － 1333-86-4 

その他の合計 2～5 － － 

 

    

４．応急措置４．応急措置４．応急措置４．応急措置    

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

ること。 

気分が悪い時は、医師に連絡すること。 

       皮膚に 付着した場合 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。 

    眼に入った場合 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。 

眼の刺激が持続する場合は､医師の診断/手当てを受けること。 

    飲み込んだ場合 口をすすぐこと。気分の悪い時は、医師に連絡すること。 

無理に吐かせないこと。 

   予想される急性症状及び

遅発性症状の最も重要な

微候症状 

 

眼に入った場合：発赤 

   応急措置をする者の措置 適切な保護具（保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面）を着用すること。 

５．火災時の措置５．火災時の措置５．火災時の措置５．火災時の措置    

消火剤 粉末、泡、二酸化炭素、乾燥砂、噴霧状の水。 

使ってはならない消火剤 棒状水 

特有の危険有害性 刺激性、有毒性のガスを発生させるおそれがある。 

特定の消火方法 

 

 

危険なく出来るときは、液体を除去し、周囲の可燃物を除去する。 

初期の火災には粉末、二酸化炭素、乾燥砂を用いる。棒状水の使用は 

火災を拡大し、危険な場合がある。消火は風上から行う。 
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製品名製品名製品名製品名    ：：：：    ネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－Ｂ    硬化剤硬化剤硬化剤硬化剤 

 

 

消火を行う者の保護 

大規模火災のときは、泡を使用して空気を遮断すると有効である。 

自給式呼吸器、保護衣服等の保護具を着用すること。 

 

６．漏出時の措置６．漏出時の措置６．漏出時の措置６．漏出時の措置    

  人体に対する注意事項 漏出した場所の周辺にロープを張るなどして、関係者以外の立ち入りを 

禁止する。 

漏出時の処理を行う際には、必ず保護手袋、保護眼鏡、自給式呼吸器等 

を着用する。 

屋内の場合は、処理が終わるまで充分に換気を行う。 

環境に対する注意事項 排水溝に流さない。流出した製品が河川等に排出され、環境への悪影響     

を起こさないように注意する。 

環境中に放出してはならない。 

封じ込め及び浄化の 

方法及び機材 

 

 

大量漏洩時には、出来るだけ液体を空容器に回収する。この際着火源と

なるバキュームポンプを使用してはならない。 

回収後の少量残留分に対して、または少量漏洩時には中和剤で中和、或

いは白土、乾燥砂に吸着させて回収する。 

こぼれた場所を充分に水洗する。但し汚染された排水が適切に処理され

ずに環境へ流出しないように注意する。 

二次災害の防止策 付近の着火源となるものを取り除くとともに消火剤を準備する。火花を

発生しない防爆型の安全な機器及び用具を使用する。 

７．取扱い及び保管上の注意７．取扱い及び保管上の注意７．取扱い及び保管上の注意７．取扱い及び保管上の注意    

取扱い  

 技術的対策 危険物取扱所で取扱う。 

作業場の換気を十分に行う。屋内の取扱場所には、局所排気装置を設置

する。 

静電気対策のために、装置、機器等の設置を確実に行う。 

電気機器、換気装置、照明機器等は防爆型を用いる。 

飲み込んだり、吸入したり、眼、皮膚などに触れないように、取扱中は、

適切な保護具（保護メガネ、 

ゴム手袋、マスク等）を着用し直接の接触を防ぐ。 

容器の取扱いは、転倒・落下に注意する。火気厳禁。 

接触回避 強酸化剤との接触は避ける。 

保管  

 安全な保管条件 危険物貯蔵所で密栓保管する。 

一度開栓した容器は、窒素または乾燥空気（露点-30℃以下）で気相部を

置換し密栓保管する。 

屋内貯蔵所は防火構造で十分換気できるようにする。また、床材は非吸

収性の材料とする。保管 

場所で使用する電気器具は防爆構造とし、機器類はすべて接地する。 

火気厳禁・関係者以外立入禁止の標識を掲示する。 

避けるべき保管条件 直射日光下および高温になる場所に放置しないこと。 

安全な容器包装材料 危険物対応の容器 

    

８．暴露防止及び保護措置８．暴露防止及び保護措置８．暴露防止及び保護措置８．暴露防止及び保護措置    

 管理濃度 

許容濃度 

日本産業衛生学会 

（２００５年版） 

ＡＣＧＩＨ 

ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ 設定されていない 設定されていない 設定されていない 

3,3-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4-ｼﾞｱﾐﾉ-

ｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ 

０．００５mg/㎥ ０．００５mg/㎥ ０．０１ppm 

炭酸ｶﾙｼｳﾑ 設定されていない 設定されていない TWA １０mg/㎥ 

ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 設定されていない ５mg/㎥ TWA ５mg/㎥ 

2-ｴﾁﾙﾍｷｻﾝ酸鉛 

０．０５mg/㎥ 

（Ｐｂとして） 

データなし データなし 
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製品名製品名製品名製品名    ：：：：    ネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－Ｂ    硬化剤硬化剤硬化剤硬化剤 

 

二酸化ﾁﾀﾝ 設定されていない 

吸入性粉塵 １mg/㎥ 

総粉塵   ４mg/㎥ 

TLV-TWA １０mg/㎥ 

ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾗｯｸ 設定されていない 

吸入性粉塵 １mg/㎥ 

総粉塵   ４mg/㎥ 

TLV-TWA ３．５mg/㎥ 

 

暴露防止 取扱い作業場所には、局所排気装置を設置する。 

設備対策 機器類は防爆構造とし、設備は静電除去対策を実施する。 

取扱い設備は密閉構造とする。 

取扱場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 

保護具 

    

呼吸器の保護具    ：自給式呼吸器、有機ガス用防毒マスク 

手の保護具      ：耐油性保護手袋 

眼の保護具       ：ゴーグル、保護眼鏡、防災面等 

皮膚及び身体の保護具 ：耐油性保護衣服、耐油性保護長靴等 

 

９．物理的及び化学的性質９．物理的及び化学的性質９．物理的及び化学的性質９．物理的及び化学的性質     

外観  

     物理的状態 液状 

     色 グレー色 

臭気 特異臭 

ｐＨ 該当せず 

融点・凝固点 0℃以下 

爆発範囲 データなし 

蒸気圧 データなし 

蒸気密度 データなし 

引火点 240℃ 

比重 1.60（25℃） 

粘度 6000～12000mPa･s（25℃） 

溶解度 非水溶性 芳香族炭化水素類、エステル類、ケトン類に可溶。 

 

１０．安定性及び反応性１０．安定性及び反応性１０．安定性及び反応性１０．安定性及び反応性     

反応性、化学的安定性 通常の取扱い条件においては安定である。 

危険有害反応可能性 データなし。 

避けるべき条件 炎、火花、加熱、高温、直射日光、静電放電など。 

混触危険物質 強酸、強アルカリ性物質とは避ける。 

危険有害な分解生成物 燃焼で一酸化炭素、二酸化炭素、ＮＯｘなど。 

１１．有害性情報１１．有害性情報１１．有害性情報１１．有害性情報  

急性毒性 

     急性毒性（経口） 

     急性毒性（経皮） 

LD50＝5000mg/kg 以上より、区分外に分類される。 

LD50＝5000mg/kg 以上より、区分外に分類される。 

皮膚腐食性/刺激性 フタル酸ビス２-エチルヘキシルは、ウサギ500mg/24H Mild TSDR(2002)、

EU-RAR No.42(2003)の記述から皮膚刺激性なし又は軽微な皮膚刺激性

を有すると考えられ、軽微な皮膚刺激性を示し 

た４時間適用試験結果に基づいて区分外に分類される。 

眼に対する重篤な損傷/

眼刺激 

フタル酸ビス２-エチルヘキシルとして、ウサギ500mg/24H Mild  

AGCIH(7th,2001)、ATSDR(2002)、EHC131(1992)、EU-RAR No.42(2003)の

記述から眼刺激性なし又は軽微な眼刺激性を有すると考えられ、軽微な

眼刺激性があるという試験結果に基づいて区分2B に分類される。 

３,３-ジクロロ-４,４-ジアミノ-ジフェニルメタンとしてウサギを用い

た眼刺激性試験の結果、軽度の刺激性が見られたことから区分2B に分類

される。 

呼吸器感作性 データなし。 

皮膚感作性 二酸化チタンは、ヒト、パッチテストで陰性の記載がある。 

生殖細胞変異原性 ３,３-ジクロロ-４,４-ジアミノ-ジフェニルメタンとして、体細胞in 

vivo 変異原性試験（小核試験）で陽性が認められ、遺伝性疾患の疑い、

GHS 分類基準より区分2 に分類される。 
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製品名製品名製品名製品名    ：：：：    ネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－Ｂ    硬化剤硬化剤硬化剤硬化剤 

 

発がん性 ３,３-ジクロロ-４,４-ジアミノ-ジフェニルメタンとして、 

IARC グループ2A ヒトに対して発がん性を示す可能性がある。 

NTP R ヒト発がん性があると合理的に予測される物質 

ACGIH A2 ヒトに対して発がん性が疑われる物質 

区分1B に分類される。 

生殖毒性 フタル酸ビス２-エチルヘキシルとして、U.S NTP-CERHR2000 の報告にお

いて親に影響のない用量で、次世代に影響が見られる。 

ＧＨＳ分類基準から区分1B とした。 

特定標的臓器毒性 

（単回ばく露） 

３,３-ジクロロ-４,４-ジアミノ-ジフェニルメタンの実験動物について

は、「血中のメトヘモグロビン濃度が上昇、虚弱、嘔吐、蒼白、チアノー

ゼ」等の血液系症状が認められたことから区分1 に分類される。 

二酸化チタンのヒュームは気道を刺激することから区分3 に分類される。 

特定標的臓器毒性 

     （反復ばく露） 

二酸化チタンとして、20 年以上職業暴露している労働者の極わずかでは

あるが、肺機能の変化は伴わないが、Ｘ線検査でじん肺症変化が明らかに

なったとの記載により、標的臓器は肺(粉塵吸入)と判断される。 

混合物中の含有濃度より区分2 に分類される。 

３,３-ジクロロ-４,４-ジアミノ-ジフェニルメタンの実験動物について

は全血球算定、赤血球、ヘモグロビンの顕著な減少等の記述から区分2 に

分類される。 

吸引性呼吸器有害性 データなし。 

 

１２１２１２１２．環境影響情報．環境影響情報．環境影響情報．環境影響情報     

水生環境急性有害性 ３,３-ジクロロ-４,４-ジアミノ-ジフェニルメタンとして、甲殻類(オ

オミジンコ)EC50 0.25mg/L/48H 水生生物に非常に強い毒性を示すが、

含有量より区分2 に分類される。 

水生環境慢性有害性 ３,３-ジクロロ-４,４-ジアミノ-ジフェニルメタンとして、急性毒性が

非常に強く、生物蓄積性が低いものの(BCF=３９８)、急速分解性がない

(ｂｏｄによる分解度：0％)ことから、長期的影響により水生生物に非

常に強い毒性であるが、含有量より区分2 に分類される。 

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。 

    

１３．廃棄上の注意１３．廃棄上の注意１３．廃棄上の注意１３．廃棄上の注意    

 

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廃棄を委託すること。 

 

１４．輸送上の注意１４．輸送上の注意１４．輸送上の注意１４．輸送上の注意     

国際規制 

国連番号 

品名 

国連分類 

国内規制  

 消防法 

 

海上輸送 

    航空輸送 

 

国連番号：3077 

データなし。 

クラス9 

 

危険物第四類第４石油類に該当するので、これに従った容器、積載方法

により輸送する。 

船舶安全法に定められている運送方法に従う。 

航空法に定められている運送方法に従う。 

輸送の特定の安全対策 

及び条件 

運送に際しては、容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷が 

ないように積み込み、荷崩れの防止を確実にすること。 



安全データシート 
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製品名製品名製品名製品名    ：：：：    ネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－ＢネオレタンＮ－Ｂ    硬化剤硬化剤硬化剤硬化剤 

 

１６．その他の情報１６．その他の情報１６．その他の情報１６．その他の情報    

引用文献    

 

・許容濃度等の勧告(1999) 

・Threshold limit values for chemical substances and physical agents and biological 

exposure indices,ACGIH(1999) 

・IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans. Vol1

～53  

・Sixth Annual Report on Carcinogens,Summary 1991,NOISH 

・A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances(1992) 

・ザックス 有害物質データブック(1990)・危険物毒物処理取扱いマニュアル(1974) 

・環境省リスク評価第３巻(2004) 

・ＣＥＲＩハザードデータ集(2000-12(2001)) 

・ＣＥＲＩ・ＮＩＴＥ有害性評価書 No.33(2005) 

・既存化学物質安全性点検データ 

・NPRIRI Raw Material Data Handbook,2,32(1975) 

 

 

○本文中の記載内容は、当社の最善の知見に基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、

危険・有害性等の情報の正確さ、安全性を保証するものではありません。 

○注意事項等につきましては通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な使用においては用途、適

用に適した安全対策を実施してください。 

○すべての化学品には未知の有害性があり得る為、取扱いには細心の注意が必要です。御使用者各位

の責任において、安全な使用条件を設定くださる様御願い申し上げます。 

 

１５．適用法令１５．適用法令１５．適用法令１５．適用法令     

消防法 危険物第四類 第４石油類  

    労働安全衛生法  

 特定化学物質第2類物質、特定第2類物質 

（特定化学物質障害予防規則第2条第1項第2,3号） 

特別管理化学物質（特定化学物質障害予防規則第38 条の3） 

3,3-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4-ｼﾞｱﾐﾉ-ｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ 

    表示物質 

     

３,３-ジクロロ-４,４-ジアミノ-ジフェニルメタン（政令番号242 号) 

フタル酸ビス２-エチルヘキシル（政令番号第481 号) 

二酸化チタン(政令番号第191 号) 

通知物質 ３,３-ジクロロ-４,４-ジアミノ-ジフェニルメタン（政令番号242 号) 

フタル酸ビス２-エチルヘキシル（政令番号第481 号) 

二酸化チタン(政令番号第191 号) 

カーボンブラック（政令番号第130 号） 

化学物質排出把握管理

促進法（ＰＲＴＲ法） 

第一種指定化学物質 

3,3-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4-ｼﾞｱﾐﾉ-ｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ（政令番号 第１６０号) 

ﾌﾀﾙ酸ﾋﾞｽ2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ（政令番号 第３５５号) 

 以下含有量１％未満の対象物 

鉛化合物（政令番号 第３０５号）  

  


