
 

 ＭＳＤＳ 材料安全データシート 

                  ステイン レスキュー 5.9%  パート B  CK301B 

                                  改訂：2006 年 3 月 31 日   

セクション １： ケミカル製品と会社の情報 

製造元：プロケム 

    カーチャー フロアケア Inc.  

325 南プライス ロード                          

チャンドラー、アリゾナ USA 85224 

連絡先：Prochem 

TEL: 1-480-899-7000 

FAX: 1-480-786-9538 

E-Mail:  jphilips@prochem.com 

Web www.prochem.com 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

製品名：ステイン レスキュー 5.9% パートＢ 

改訂月日：2008 年 12 月 2 日 

改訂：0.1 

MSDS 番号：CK301B 

緊急連絡先：(800)535-5053 

 

セクション ２： 危険の確認 

接触ルート：目、皮膚、吸引、誤飲  

対象臓器：目、皮膚 

吸引した場合：大量に吸引した場合、呼吸器官に軽い炎症を起こす事があります。 

皮膚に触れた場合：一時的な炎症を起こすかも知れません。 

目に入った場合： 一時的な炎症を起すかも知れません。 

誤飲した場合： 通常の作業での偶発的な少量の誤飲は、炎症を起こす事は稀です。多量に飲み込んだ

場合は、一時的に炎症を起こす事があります。 

 

HMIS III – 危険性等級(scale 0-4) : 健康 ２ 可燃性 ０  物理的危険性 ２ 
 

セクション ３： 成分、内容物データ 

含有物                   

 CAS #          Perc.     ケミカル名 

1336216    4-6%     水酸化アンモニウム 

1310583    1-2%     水酸化カリウム、溶液 
 

セクション 4： 緊急時の処置方法 

吸引した場合： 澄んだ空気のところに出てください。もし炎症が続く場合は、医師に診せてください。 

皮膚に触れた場合：清水と石けんで洗浄してください。もし炎症が続く場合は、医師に診せてください。 

目に入った場合： 大量の清水で少なくとも 15 分間洗浄してください。まぶたを上げて洗うことも役立ち

ます。すぐに医師に診せてください。 

誤飲した場合：誤飲した場合、医師の指示がないかぎり、むやみに吐かせない様にしてください。もし誤

飲した人が意識があるなら、コップ２杯分の水を与えてください。すぐに医師に診せてください。 
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セクション ５： 消火方法 

引火点：    >100ºC        

引火点測定方法： Closed Cup 

消火の手順：携帯用呼吸器具を装備し防護服を着用してください。火災のまわりを取り囲むのに適し

た、標準的な消火剤を使ってください。 
 

セクション ６： 事故時の廃棄処分方法 

材料が排気口や地下水に入り込まない様にしてください。不要な従業員は全て退去させてください。

こぼれたエリアは滑りやすいかも知れません。こぼれた材料を不活性の材料に染み込ませ、廃棄容器

に回収してください。材料の回収後、換気を良くし、こぼれた部分を洗ってください。回収した材料

の処分に関し専門家に相談し、その地域の法令に従って廃棄してください。 
 

セクション ７： 取扱及び保管の注意 

取扱上の注意：皮膚や目や衣服に触れない様にしてください。通常の衛生基準を遵守してください。 

取り扱いに注意し、床へこぼさない様注意してください。（滑りやすくなる。）引火の元になる所から 

離して取り扱ってください。使用後は十分に手を洗浄してください。 

保管上の注意：子供の手の届かない場所に保管してください。使用後は蓋を閉め、強い酸性またはア

ルカリ性の材料から離れた涼しい換気の良い場所に保管してください。 

 

セクション ８： 暴露防止方法 

技術的コントロール：限定された使用には通常の室内換気で充分です。 

保護器具：HMIS PP, B  安全メガネ、手袋、エプロン 

 

セクション ９： 物理的及び化学的特性 

外観：透明な青白色       

物理的状態：液体           沸点：  N/D (未決定) 

臭い：なし             凝固点： N/D (未決定) 

pH: 13.0               水への溶解度：溶解   

蒸気圧：   N/D (未決定)        比重/密度： 8.37 

蒸気密度： N/D (未決定)  
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セクション １０： 安定性及び反応性 

化学的安定性：通常の状況では安定 

他の物質との不親和性：なし 

反応性：なし 

有害分解物質：火にこの製品をさらすと、この製品や容器から二酸化炭素、一酸化炭素、水、その他

未確認の熱分解物が発生する危険があります。 

有害な重合：発生せず 
 

セクション １１： 有害性に関するデータ 

接触経路：目への接触、皮膚への接触、浸透 
 

急性的な過度接触の影響： 

目に入った場合：  一時的な目の炎症、充血、涙目、目のかすみを起こします。 

皮膚に触れた場合： 一時的な皮膚の炎症、皮膚の脱脂状態、皮膚炎を起こします。 

吸引した場合：霧や蒸気を吸うと一時的に呼吸器官に炎症を起します。めまい、倦怠感、疲労感、

吐き気、頭痛等を含む一時的な中枢神経への影響。 

誤飲した場合：吐き気を伴う一時的な胃炎を起こします。 
 

慢性的な過度接触の影響： 

暴露の限界：   N/D (未決定) 

  催奇形性：    なし 

生殖毒性：    なし 

感作性：     なし 

  突然変異誘発性：  なし 

発癌性：     なし 

          

セクション １２： 生態学的情報 

セクション 6 事故時の廃棄処分方法とセクション 15 規制情報を参照してください。 
 

セクション １３： 廃棄に関しての考慮 

地域の規制に従って廃棄処分してください。 
 

セクション １４： 輸送に関しての情報 

DOT または他の輸送危険分類による船荷証券、コンテナ ラベルに従うこと。49CFR 項目 100-185 に従

って輸送すること。 
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セクション １５： 規制情報 

成分/(CAS/PERC)/CODES 

------------------------------ 

水酸化アンモニウム （1336216  4-6%）CERCLA, CSWHS, MASS, NJEHS, PA, WHMIS 1% 

水酸化カリウム、溶液 (1310583 1-2%) CERCLA, CSWHS, MASS, OSHAWAC, PA, TZAIR 

 

規制キーワードの説明： 

------------------------------ 

CERCLA = Superfund clean up substance 

CSWHS = Clean Water Act Hazardous substances 

MASS = Massachusetts Hazardous Substances List 

NJEHS = NJ Extraordinarily Hazardous Substances 

PA = PA Right-To-Know List of Hazardous Substances 

WHMIS = Workforce Hazardous Material Information System 

OSHAWAC = OSHA Workplace Air Contaminants 

TXAIR = TX Air Contaminants with Health Effects Screening Level 

 

セクション １６： 他の情報 

この書類は、29 CFR 1910,1200 に従う様に用意されたものです。このセクションの目的は、全てのケ

ミカル製品または輸入製品の危険性が評価されているか確認し、その危険性に関する情報が、経営者

及び従業員に伝わっているか確認する事にあります。 

ここに現れている全ての情報は、原材料メーカー、あるいは認められた技術ソースによるものです。

これらの情報は、正しく正確と信じられているものですが、作者はその正確性と完璧性を保証するも

のではありません。使用の条件はプロケムのコントロールを越えるものです。したがって使用者は、

使用者の特定な条件、用途、規制の下で、使用者の特定な目的にこの製品が合うかこのデータを確認

する責任があります。使用者は、製品の使用、ハンドリング、廃棄、この情報の使用、公表、等にか

かる全ての危険を負うものでなければなりません。この情報は、当製品についての通常の取扱いを対

象としたもので、他の材料、商品、ケミカル、コンパウンド、プロセスとの混合に使用されるもので

はありません。 

 

作成者： プロケム EHS（環境健康安全）マネージャー     電話番号：(480)899-7000 

 

 

 

 

 

                  


