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作成日 2016年 6月 20日 
 

製品安全データシート 
 
1．製品および製造会社情報 
製 品 名 マイルドクール SCL（平和テクニカ商品名称：ファインクール 21） 
会 社 名 アルべス株式会社 
住    所 〒541－0051大阪市中央区備後町 2丁目 1-8 
電話番号 06-6203-6925 FAX番号  06-6223-1670 
緊急連絡先電話番号 075-623-3085 
 

 
 
 

2．危険有毒性の要約 
GHS分類 
物理化学的危険性    ：分類基準に該当しない 
 
健康に対する有害性 

皮膚腐食性・刺激性  ：区分 2 
眼に対する重篤な損傷・刺激性 ：区分 1 
発がん性    ：区分 2 
特定標的臓器毒性（単回ばく露） ：区分 1 (肝臓、神経系) 
特定標的臓器毒性（反復ばく露） ：区分 2 (肝臓、腎臓、血液、中枢神経系) 

環境に対する有害性 

水生環境有害性（急性）  ：区分 2 
 

(注) 物理化学的危険性、健康に対する有害性、環境に対する有害性に関し、上記以外の項目は、
現時点で「分類対象外」、「分類できない」 

 
注意喚起語 ：危険 
 
危険有害性情報 

・H315 皮膚刺激 
・H318 重篤な眼の損傷 
・H351 発がんのおそれの疑い 

・H370 臓器の障害（肝臓、神経系) 
・H373 長期にわたる、または反復暴露による臓器の障害のおそれ(肝臓、腎臓、血液、中枢神

経系) 
・H401 水生生物に毒性 

 
注意書き 

【安全対策】 
・P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと 
・P260 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと 
・P264 取扱後は眼、皮膚、衣類等をよく洗うこと 
・P270 この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと 

・P273 環境への放出を避けること 
・P280 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること 
・P281 指定された個人用保護具を使用すること 
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【応急処置】 
・P305+P351+P338 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 

・P307+P311 暴露した場合：医師に連絡すること 
・P308+ P313 暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること 
・P310 ただちに医師に連絡すること 
・P313 医師の診断/手当てを受けること 
・P314 気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること 
 
【保 管】 
・P405 施錠して保管すること 
 
【廃 棄】 
・P501 内容物／容器を関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切に廃棄すること 

 
3．組成、成分情報 
単一製品・混合物の区別：混合物 

成  分 有機アミン その他成分 水 

含有量 非公開 非公開 非公開 

化学物質管理促進法( PRTR法)、労働安全衛生法、毒物および劇物取締法に該当する物質に
ついては、「15.適用法令」に記載 

 
4，応急処置 

吸入した場合 ：新鮮な空気の場所に移動させ安静にし、必要に応じて医師の診断を受
ける 

皮膚に付着した場合 ：水または微温湯を流しながら石鹸でよく洗浄する。炎症等の症状がでた
場合には直ちに医師の診断を受ける 
衣服、靴および靴下等にかかっているときは、清浄な衣服等に着替える 

目に入った場合 ：この製品が目に入った場合、目をこすってはならない。一刻も早く洗浄を
始め、入った製品を完全に洗い流す必要がある。洗眼の際、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。目に異物感や痛みの残るときは直ちに眼科医の手当てを受ける。コン
タクトレンズを使用している場合は、固着していない限り取り除いて洗浄を
続ける 

 
飲み込んだ場合 ：口をすすぐこと。気分が悪いときは、医師の手当、診断を受けること。無理

に吐かせないこと 
 

5．火災時の措置 
適切な消火剤 ：水、二酸化炭素、粉末消火薬剤、泡消火薬剤 
特定の消火方法 ：本製品は可燃性ではないが、火災のときは火元より速やかに遠ざける。

製品原体が、直接公共の下水や河川、海域に流出しないよう適切な処置
をする 

消化を行う者の保護  ：消火作業では、適切な保護具（空気呼吸器、化学用保護衣）を着用し、 
（保護具等）   可能な限り風上から行う 

 
6．漏出時の措置 

人体に対する注意事項 ：作業の際には保護具（手袋、眼鏡、マスク等）を着用し、飛沫等が皮
膚に付着しないようにしたり、ミストを吸入しないようにする 

環境に対する注意事項 ：製品原体が、河川および海域に流出しないよう注意する 
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除去方法 ：こぼれた物を元の袋やケースに戻したり、くず入れに捨ててはならな
い。少量の場合には吸着剤(おがくず・ウエス等)で吸着させ、取り除い
た後、残りをウエス・雑巾等でよく拭き取る。多量の場合は、土砂(土の

う)や不燃材で囲って流出を止めた後、スコップまたは吸引機で密閉
できる空容器に回収し、産業廃棄物処理業者に処理を委託する。残り
はウエス・雑巾等でよく拭き取る 

 
7．取扱いおよび保管上の注意 
取扱い 
安全取扱い注意事項 ：作業場の換気を十分に行い、吸い込んだり、眼、皮膚および衣服に

ふれないように適切な保護具（マスク、手袋、眼鏡、前掛け等）を着用
する。取扱い後は手洗い、洗眼を十分に行う。分解を促進する異物の
混入を避け、一旦、容器や袋から出したものは元の容器、袋に戻さな
い。使用場所の付近には可燃物、引火性物質を置かない。炎や火花

あるいは高温体との接触を避け、使用場所ではみだりに火気を使用し
ない 

保 管 
保管条件 ：通気の良い場所で密閉保管し、高温、直射日光を避けて保管する 
容器包装材料 ：プラスチック容器または内面ポリマーコーティングした容器 

 
8．暴露防止および保護措置 
設備対策 ：蒸気またはヒュームやミストが発生する場合は、局所排気装置を設置

する。取扱い場所の近くに、目の洗浄および身体洗浄のための設備
を設置する 

管理濃度 ：設定されていない 

許容濃度 ：日本産業衛生学会；設定されていない 
ACGIH：ジエタノールアミン（TLV-TWA 5mg/m3） 

トリエタノールアミン（TLV-TWA 5mg/m3） 
保護具 
呼吸器の保護具 ：換気が不十分な場合には、適当な呼吸保護具を着用すること 
手の保護具 ：不浸透性保護手袋 
目の保護具 ：保護眼鏡（側板付き普通眼鏡型または必要によりゴーグル型） 
皮膚および身体の保護具：長袖作業着、安全靴、保護前掛け 

 
9．物理的および化学的性質 
物理的状態 

形 状  ：液体 
色   ：黄色 
pH（20倍希釈） ：9～10 
水に対する溶解性 ：可溶 

物理的危険性のデータ 
引火点   ：なし 
発火点   ：なし 
可燃性   ：水が蒸発し、固形分のみになれば可燃性となる可能性がある 
 

10.安定性および反応性 
安定性   ：通常（常温）の取扱いおよび貯蔵条件において安定 

反応性   ：他の強酸の混入により副分解反応を起こす 
避けるべき条件  ：過熱・高温・直射日光 
避けるべき物質  ：ハロゲン類、強酸類、強酸化物質、強塩基類 
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11．有害性情報 
急性毒性 
経 口  ：データが不十分で分類できない 

経 皮  ：データが不十分で分類できない 
吸 入  ：データが不十分で分類できない 

皮膚腐食性/刺激性 ：本製品そのものの測定データはない 
混合物は区分 1の成分を 1%以上含むことから、区分 1 とした 

眼に対する重篤な損傷／刺激性：本製品そのものの判定データはない 
混合物は区分 1の成分を 10%以上含むことから、区分 1 とした 

呼吸器感作性  ：データが不十分で分類できない 
皮膚感作性  ：データが不十分で分類できない 
生殖細胞変異原性 ：データが不十分で分類できない 
発がん性  ：本製品そのものの測定データはない。 

混合物は区分 2の成分を 10%以上含むことから、区分 2 とした 

生殖毒性  ：データが不十分で分類できない 
授乳に関する影響 ：データが不十分で分類できない 
特定標的臓器 
単回暴露  ：本製品そのものの測定データはない 

混合物は区分 1の成分を 10%以上含むことから、区分 1 とした 
反復暴露  ：本製品そのものの測定データはない 

混合物は区分 1の成分を 1%以上含み、区分 2の成分を 10%含むことから、
区分 2 とした 

吸引性呼吸器有害性 ：データが不十分で分類できない 
 

12．環境影響情報 

水生環境急性有害性 
急性   ：本製品そのものの測定データはない 

混合物は区分 2の成分を 30%を越えることから、区分 2 とした 
慢性   ：データが不十分で分類できない 

オゾン層への有害性 ：データが不十分で分類できない 
 

13．廃棄上の注意 
残余廃棄物  ：廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと 

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共
団体がその処理を行っている場合には、そこに委託して処理する 
本製品を含む廃液ならび洗浄排水を直接河川等に排出したり、そのまま埋

め立てたり投棄することは避ける 
廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知
の上処理を委託する 

汚染容器・包装 ：容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準
に従って適切な処分を行う 
空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する 

 
14．輸送上の注意 
国内法規制 ：特段の規制はない 
国連分類および国連番号 ：国連勧告の定義上危険物に該当しない 
特別安全対策 ：輸送前に容器の破損等がないことを確かめる。落下、損傷のないよ

うに積み込み、荷崩れ防止を確実に行う。車両等によって運搬する
場合、荷送人は運送人に注意書を交付することが望ましい。水濡れ
を避け、直射日光が当たらないようにする 
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15．適用法令 

消防法 非危険物 

労働安全衛生法 

(57条-1.2)(表示、通知) 

ジエタノールアミン（10～20％） 

トリエタノールアミン（5～10％） 

化審法 既存 

化学物質管理促進法 非該当 

毒・劇物取締法 非該当 

 
16．モの他の情報 
記載内容の問合せ先 ：アルベス株式会社 

電話番号：06-6203-6925 FAX番号：06-6223-1670 
 

引用文献  1）CHRIP NITE 
2）原料メーカーの SDS 

3）ezCRIC化学品かんた法規制チェック（web年）日本ケミカルデータベース㈱ 
 

企業秘密保持のためＰＲＴＲ、労働安全衛生法および毒・劇物取締法に該当しない物質の化学名、化学
式または構造式、化審法整理番号、ＣＡＳ№等を明記しない場合があります。 
また、物質の含有量についても同様の理由により一定の範囲幅で表示、または非公開とさせて戴くことが
ありますのでご了解ください。 
この情報は新しい知見に基づいて改訂されることがあります。記載内容は現時点で入手できた資料や情
報に基づいて作成しておりますが、情報の正確さ、完全性を保証するものではありません。 
また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをする場合には、用途・用法
に適した安全対策を実施の上お取扱いください。 
 


