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安全データシート(SDS) 

 

１．製品および会社情報 

製 品 名 ：  ネオレタンリード N 硬化剤 

会 社 名 ：  三ツ星ベルト株式会社 

住 所 ：  神戸市長田区浜添通４丁目１－２１ 

担 当 部 門 ：  建設資材事業部 技術・生産部 

電 話 番 号 ：  078-682-3379 

ＦＡＸ番号 ：  078-685-5681 

作 成 日 ： 2017 年 10 月 2 日 

改 定 日 ： 2022 年 5 月 21 日 

整理番号 ： K-911 

 

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 

健康有害性 

急性毒性  経口                    ：区分外 

経皮                    ：分類できない 

吸入；気体              ：分類対象外 

吸入；蒸気              ：分類できない 

吸入；粉塵、ミスト      ：分類できない 

皮膚腐食性／刺激性             ：分類できない 

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ：区分２Ｂ 

呼吸器感作性又は皮膚感作性        ：分類できない 

生殖細胞変異原性                  ：分類できない 

発がん性                          ：分類できない 

生殖毒性                          ：分類できない 

特定標的臓器毒性（単回ばく露）    ：分類できない 

特定標的臓器毒性（反復ばく露）    ：分類できない 

誤えん有害性                   ：分類できない 

環境有害性 

水生環境有害性（急性）            ：区分３ 

水生環境有害性（長期間）          ：区分３ 

オゾン層への有害性                ：分類できない 

【GHS ラベル要素】 

［絵表示］ 

なし 

［注意喚起語］ 

警告 

［危険有害性情報］ 

・目刺激 

・水生生物に有害 

・長期継続的影響によって水生生物に有害 

［注意書き］ 

〔安全対策〕 
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・使用前に取り扱い説明書を入手すること。 

・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。 

・取扱い後はよく手を洗い、うがいをすること。 

・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。必要に応じて防毒マスク/ホースマス

ク等を着用すること。 

・環境への放出を避けること。 

〔応急措置〕 

・次の場合は直ちに医師に連絡し、診断／手当てを受けること（飲み込んだ場合、皮膚刺激ま

たは発疹が生じた場合、眼に入った場合、眼の刺激が続く場合、気分が悪い場合、身体上の

異常が生じた場合）。 

・皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。 

・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も容

易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 

・火災の場合には、消火に粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂等を使用すること。 

〔保管〕 

・容器を密閉して涼しい所／換気の良い場所で保管すること。 

・施錠して保管すること。 

〔廃棄〕 

・内容物/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業務を委託し、廃棄す

ること。 

 

３．組成及び成分情報 

単一製品・混合物の区別：混合物 

化学名                ：ポリオール、DINP などの混合物 

成分 
含有量

(%) 

官報告示整理番号 
CAS No. 化管法 

安衛法 

化審法 安衛法 通知対象物質 

ポリオール 1-5 あり 既存 あり 該当しない 該当しない 

DINP 25-35 3-1307 既存 28553-12-0 該当しない 該当しない 

炭酸カルシウム 60-70 1-122 既存 471-34-1 該当しない 該当しない 

酸化チタン（Ⅳ） 0.1-1 1-558 既存 13463-67-7 該当しない 191 号 

その他添加剤類 1-5 － － － 該当しない 該当しない 

 

４．応急措置 

吸入した場合 

被災者を空気の新鮮な場所に移動させ安静にし、直ちに医師の診断を受ける。必要に応じて、人

工呼吸や酸素吸入を行う。 

皮膚に付着した場合 

柔らかい紙、布等で拭き取って、多量の水および石鹸で洗い流す。水泡、痛みなどの症状が出た

場合には、直ちに医師の診断を受ける。 

眼に入った場合 

清浄な水で最低１５分間目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当てを受けること。 

洗浄の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行きわたるように洗

浄する。 

飲み込んだ場合 

水でよく口の中を洗浄する。直ちに医療措置を受ける手配をする。 

被災者に意識のない場合は、口から何も与えてはならない。 

応急措置をする者の保護に必要な注意事項 

救済者は、適切な保護具（手袋、眼鏡、マスクなど）を着用する。 

 



ネオレタンリード N 硬化剤 
2022／5／21 

3/6 
 

５．火災時の措置 

適切な消火剤 

粉末消火薬剤、泡消火薬剤、二酸化炭素、砂などを用いる。 

使ってはならない消火剤 

棒状の水 

火災時の特定危険有害性 

燃焼ガスには、一酸化炭素等の他、窒素酸化物系のガスなどが含まれるので、消火作業の際に

は、煙の吸入を避ける。 

特有の消火方法 

消火作業は風上から行う。 

周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。 

火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。 

周囲の設備などに散水して冷却する。 

消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないように適切な処置を行う。 

関係者以外は安全な場所に退去させる。 

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 

消火作業では適切な保護具（手袋、眼鏡、マスクなど）を着用する。 

燃焼ガスには、一酸化炭素等の他、窒素酸化物系のガスなどが含まれるので、消火作業の際に

は、適切な呼吸器を着用し、煙の吸入を避ける。 

 

６．漏出時の措置 

人体に対する注意事項・保護具及び緊急時措置 

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入りを禁止する。 

作業の際には必ず適切な保護具（保護手袋、保護眼鏡、保護衣、呼吸用保護具など）を着用し、

飛沫などが皮膚に付着したり、蒸気を吸入しないようにする。 

着火した場合に備えて、消火用機材を準備する。 

こぼれた場所はすべりやすいために注意する。 

多量の場合、人を安全に退避させる。 

環境に対する注意事項 

漏出物を直接河川や下水に流してはいけない。 

封じ込め及び浄化の方法・機材 

少量の場合には、乾燥砂、土、おがくず、ウエス等に吸着させて、密閉できる容器に回収する。 

大量の場合には、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。 

二次災害の防止策 

付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 

火花を発生しない安全な用具を使用する。 

 

７．取り扱い及び保管上の注意 

取扱い 

［技術的対策］ 

作業場の換気を十分に行う。 

取扱場所の近くに、緊急時に洗顔及び身体洗浄を行うための設備を設置する。 

皮膚、粘膜、着衣に触れたり、目に入らないようにする。 

保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する。 

取り扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。 

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 

静電気対策のために、装置、機器等の接地を確実に行う。 

電気機器類は防爆型（安全構造）のものを用いる。 

工具は火花防止型のものを用いる。 
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火気厳禁 

容器を転倒、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等の乱暴な扱いをしてはならない。 

［安全取扱い注意事項］ 

取り扱う場合は、局所排気下、または全体換気のある設備で取扱う。 

機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。 

保管 

［適切な保管条件］ 

直射日光が当たらない、通気のよい場所で容器を密閉し保管する。 

高湿、水、雨ぬれに注意 

火気厳禁 

［安全な容器包装材料］ 

製品使用の容器に準ずる。 

 

８．ばく露防止及び保護措置 

管理濃度 

設定されていない 

許容濃度 

ＡＣＧＩＨ 

酸化チタン（Ⅳ）：10mg/m3（TWA） 

日本産業衛生学会 

設定されていない 

設備対策 

蒸気またはヒュームやミストが発生する場合には局所排気装置を設置する。 

機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。 

取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。 

保護具 

呼吸用保護具       ：有機ガス用防毒マスク、送気マスク、空気呼吸器、酸素呼吸器 

手の保護具          ：耐油性保護手袋 

眼、顔面の保護具    ：側板付保護眼鏡（液の飛散があるときは、さらに顔面覆いの防災面を

使用） 

皮膚及び身体の保護具：耐油性保護服、耐油性保護長靴、耐油性前掛け 

 

９．物理的及び化学的性質 

物理的状態 ：粘稠液体 

色         ：ピンク 

臭い        ：弱い可塑剤臭 

沸点又は初留点及び沸点範囲：403℃（DINP） 

可燃性   ：データなし 

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界：下限 0.4vol%、上限 2.9vol%（DINP） 

引火点      ：認められない 

自然発火点 ：データなし 

分解温度    ：データなし 

ｐＨ        ：データなし 

動粘性率  ：データなし 

溶解度 

水        ：不溶 

溶媒      ：エステル系、ケトン系、芳香族系など多くの有機溶媒に可溶 

ｎ－オクタノール／水分配係数（log 値）：データなし 

蒸気圧      ：80Pa（DINP,200℃） 
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密度及び／又は相対密度 ：データなし 

相対ガス密度：データなし 

粒子特性  ：データなし 

 

１０．安定性及び反応性 

反応性      ：情報なし 

化学的安定性      ：通常の取り扱いについては安定 

危険有害反応可能性：自己反応性なし 

避けるべき条件    ：情報なし 

混触危険物質      ：情報なし 

危険有害な分解生成物：情報なし 

 

１１．有害性情報 

急性毒性  経口                    ：LD50  ＞2,000mg/kg（計算値、未知成分 1%） 

経皮                    ：分類できない 

吸入；気体              ：分類対象外 

吸入；蒸気              ：分類できない 

吸入；粉塵、ミスト      ：分類できない 

皮膚腐食性／刺激性             ：分類できない 

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性：区分２Ｂ（ＤＩＮＰ：区分外２Ｂ） 

呼吸器感作性又は皮膚感作性        ：分類できない 

生殖細胞変異原性                  ：分類できない 

発がん性                          ：分類できない 

ＩＡＲＣ                        ：データなし 

日本産業衛生学会                ：データなし 

生殖毒性                          ：分類できない 

特定標的臓器毒性（単回ばく露）    ：分類できない 

特定標的臓器毒性（反復ばく露）    ：分類できない 

誤えん有害性                   ：分類できない 

 

１２．環境有害情報 

生態毒性 

水生環境有害性（急性）  ：区分３ 

水生環境有害性（長期間）：区分３ 

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        ：分類できない 

 

１３．廃棄上の注意 

残余廃棄物        ：廃棄する場合、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物の収集運搬

業者や処理業者と契約し、廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する

法律）及び関係法規、法令を遵守して、適正に処理する。 

汚染容器および包装：空きの汚染容器および包装を廃棄する場合、内容物を除去した後に、都道

府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物の収集運搬業者や処理業者と契

約し、廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）及び関係法規、

法令を遵守して、適正に処理する。 

 

１４．輸送上の注意 
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国連番号  ：－ 

品名  ：－ 

国連分類  ：国連分類基準に該当しない。 

容器等級  ：－ 

海洋汚染物質    ：非該当 

MARPOL73/78 付属書 II 及び IBC コードによるばら積輸送される液体物質：非該当 

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策： 

国際規制  ：航空輸送はＩＡＴＡおよび海上輸送はＩＭＤＧの規則に従う。 

国内規制 

陸上輸送：消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。 

海上輸送：船舶安全法に定められている運送方法に従う。 

航空輸送：航空法に定められている運送方法に従う。 

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策： 

輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。密栓してあることを確

認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 

火気厳禁。 

  指針番号 ：－ 

 

１５．適用法令 

化管法（PRTR）            ：該当しない 

労働安全衛生法 

危険物                    ：該当しない 

特化則                    ：該当しない 

有機則                    ：該当しない 

法５７条 表示物質         ：該当しない 

法５７条その２通知対象物質：酸化チタン（Ⅳ）（政令番号１９１） 

毒物及び劇物取締法          ：該当しない 

消防法                      ：非危険物 

船舶安全法                  ：該当しない 

航空法                      ：該当しない 

 

１６．その他の情報 

参考資料   

JIS Z 7252（2019） 

JIS Z 7253（2019） 

GHS 改定 7 版（2017） 

独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム 

各原料の安全データシート 

実務者のための化学物質等法規制便覧２０２０年版（化学工業日報社） 

 

本安全データシート（SDS）は、現時点で入手できた資料、データに基づいて作成しており、新

しい知見により改訂されることがあります。また、SDS 中の注意事項は通常の取扱いを対象にし

たものです。製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は、用途、使用法に適した安全対策を実施

の上、製品を使用して下さい。また、当社は、SDS 記載内容について十分注意を払っていますが、

その内容を保証するものではありません。 


