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シートクリーナー詰替 

作成日：２０１１年１１月 ５日 

改定日：    年  月  日 

 

 製品安全データシート  

 

１． 製品及び会社情報 

 

 製品名 ：シートクリーナー 詰替 

 製品コード ： 

   

 会社名 ：株式会社 朝日エアーゾール  

 住所 ：兵庫県丹波市山南町谷川７５９ 

 担当部門 ：生産・品質管理課 

 電話番号 ：0795-77-0487 

 ＦＡＸ番号 ：0795-77-2045 

 推奨用途及び

使用上の制限 

：洋式トイレの便座除菌 

 

２． 危険有害性の要約 

   ＧＨＳ分類 

 物理化学的危険性  可燃性・引火性エアゾール 区分外 

  引火性液体 区分３ 

 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 

  急性毒性（吸入・蒸気） 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２Ａ 

  生殖細胞変異原性 区分１Ｂ 

  発がん性 区分外 

  生殖毒性 区分１Ａ 

  特定標的臓器・全身毒性（単回暴露） 区分３ 

  特定標的臓器・全身毒性（反復暴露） 区分１、区分２ 

 環境に対する有害性 水生環境急性有害性 分類できない 

  水生環境慢性有害性 分類できない 

               上記で記載がない危険有害性は、区分外、分類対象外または分類できない。 

   ラベル要素 

 

 絵表示 

    
 注意喚起語 危険 

 危険有害性情報 引火性液体及び蒸気 

  重篤な眼への刺激 

  遺伝性疾患のおそれ 

  生殖能または胎児への悪影響のおそれ 

  呼吸器への刺激のおそれ、眠気やめまいのおそれ 

  長期にわたるまたは反復暴露による臓器（肝臓）の障害 

  長期にわたるまたは反復暴露による臓器（神経）の障害のおそれ 
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   注意書き 

安全対策      ：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。 

           この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと（禁煙）。 

           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。 

           防爆型の電気製品、換気装置、照明機器を使用すること。 

           静電気放電や火花による引火を防止すること。 

           保護具や換気装置を使用し、曝露を避けること。 

           保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。 

           ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 

           取り扱い後はよく手を洗うこと。 

           環境への放出を避けること。 

救急措置      ：吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 

           飲み込んだ場合：吐かせず、口をすすぎ、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い、医師の診断手当てを受けること。 

           皮膚又は毛髪に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて取り除き、多量の水と石鹸

で洗ったのち、医師の診断手当てを受けること。 

           汚染された衣類は直ちに脱ぎ、廃棄すること。 

           曝露又は曝露の懸念がある場合：医師の診断手当てを受けること。 

保管        ：直射日光を避け、熱源から離れた換気の良い場所に、施錠して保管すること。 

廃棄        ：内容物や容器等は関係法令に従って廃棄すること。 

国・地域情報    ： 

 

３． 組成・成分情報 

単一化学物質・混合物の区別：混合物 

成分及び含有量 官報公示整理番号 

化学名又は一般名 含有率（％） ＣＡＳ番号 化審法 安衛法 

エタノール ４５～５５ ６４－１７－５ （２）－２０２  

イソプロピルアルコール １未満 ６７－６３－０ （２）－２０７  

水 ４５～５５ ７７３２－１８－５   

窒素ガス １未満 ７７２７－３７－９   

４． 応急措置 

下記の応急措置を施すとともに、直ちに医師に連絡をとりその指示に従う。 

 

吸入した場合       ：被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、休息させる。 

              嘔吐が自然に生じたときは気道への吸入がおきないように身体を傾斜させる。 

              水でうがいをする。 

 

皮膚に付着した場合    ：すべての汚染された衣類を直ちに脱ぐ。 

              皮膚と接触した場合は、直ちに多量に水又は石鹸水で洗う 

 

眼に入った場合      ：直ちに清浄な水で数分間、注意深く洗い流す。 

              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し、その後も洗浄を続けること。 

              眼球を傷つける恐れがあるのでこすらないこと。 

   

  飲み込んだ場合      ：水で口内を洗う。（本人の意識がある場合のみ） 

嘔吐が自然に生じたときは、気道への吸入がおきないように身体を傾斜させる。 

                気分が悪いときは、直ちに医師の診断をうける。 

 

  医師に対する特別注意事項 ：医師の診察を受ける際、この容器のラベルに記載された注意事項又はＭＳＤＳを示す。 
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５． 火災時の措置 

 

消化剤          ：粉末・泡（耐アルコール泡）・噴霧水・炭酸ガス 

使ってはならない消化剤  ：棒状注水 

 

特定の消火方法      ：周辺火災の場合：移動不可能な場合、容器、梱包及び周辺に散水し冷却する。 

              着火した場合：火元（燃焼源）を断ち適切な消化剤を用いて風上から消火。 

 

消火を行う者の保護    ：消火作業の祭は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。 

 

６． 漏出時の措置 

 

人体に対する注意事項、  ：関係者以外の立入を禁止する。 

保護具及び緊急時措置    作業者は適切な保護具（８．ばく露防止措置及び保護装置の項を参照）を着用し作業する。 

              屋内の場合、処理が終わるまで適切な換気を行う。 

 

環境に対する注意事項   ：河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。 

 

除去方法 

    回収       ：漏出物を密閉可能な容器にできる限り集める。 

              残留物は土、砂等に吸着させて密閉可能な容器に回収する。 

              回収するときは、火花のでない器具を用いて回収する。 

 

    廃棄       ：回収した漏出物は廃棄上の注意に従って廃棄する。 

 

二次災害防止策      ：付近の着火源となるものを速やかに取り除く。（火気厳禁） 

              万一、河川公共水路等に流れ込んだ場合は、直ちに地方自治体の公害担当者に通報する。 

 

７． 取扱及び保管上の注意 

取扱い 

 技術的対策       ：「８．ばく露及び保護装置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 

 局所排気・全体換気   ：「８．ばく露及び保護装置」に記載の局所排気、全体換気をおこなう。 

 注意事項        ：静電気放電に対する予防措置を講ずる。 

              換気のよい区域でのみ使用する。 

              周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 

              容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加えるなどの取扱いをしてはならない。 

              接触、吸入又は飲み込まないこと。眼にいれないこと。 

              取扱い後はよく手を洗うこと。使用時には、飲食又は喫煙をしないこと。 

 保管 

  適切な保管条件    ：法規に従った施設に保管する。 

              熱や着火源から離して保管する。 

              直射日光をさけ換気の良い冷所で保管する。 
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８． ばく露防止及び保護措置 

 

許容濃度 

    管理濃度     ：設定されていない 

    許容濃度     ：ＴＷＡ １，０００ｐｐｍ（エタノール） 

設備対策         ：密閉された装置、機器または局所排気装置を使用して取扱う。 

              取扱い場所の近くにシャワー手洗い洗眼設備等を設けその位置を周知する。 

 

保護具 

   呼吸器の保護具   ：有機溶剤用マスク 

   手の保護具     ：耐溶剤帯電防止手袋 

   眼の保護具     ：保護眼鏡 

   皮膚及び身体の保護具：帯電防止衣服、帯電防止靴 

 

９． 物理的及び化学的性質 

 

物理的状態 形状・色   ：液体・無色透明 

      臭い     ：特有の芳香 

      ＰＨ     ：９．０ 

      引火点    ：１３℃（エタノール） 

      爆発範囲   ：下限３．３Vol％・上限１９．０Vol％（エタノール） 

      蒸気圧    ：０．８０ＭＰａ（２５℃） 

      密度（比重） ：０．８８（２５℃） 

      溶解度    ：水によく溶ける 

      発火点    ：４３９℃（エタノール） 

      分解温度   ：データなし 

       

１０．安定性及び反応性 

 

     安定性       ：通常の取扱いにおいては安定である。 

     反応性       ：知見なし 

     危険有害な分解生成物：知見なし 

 

１１．有害性情報 

    

エタノールとして 

   急性毒性        ：吸入 ラット  ＬＣ50 ２０，０００ｐｐｍ／１０ｈ 

               ：経口 ラット  ＬＤ50  ７，０６０ｍｇ・ｋｇ 

               ： 

   生殖細胞変異原性    ：区分１Ｂ ラット及びマウスにおける優勢致死の報告及びマウス生殖細胞における 

                異数性誘発報告がある。 

   発ガン性        ：分類できない 

   生殖毒性        ：区分１Ａ 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 

 

１２．環境影響情報 

    

       その他     ：データなし 
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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。 

   汚染容器及び包装     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処理を委託する。 

                廃棄物の処理を委託する場合、廃棄物の内容を明確にして、処理を委託する。 

 

１４．輸送上の注意 

 

    

    陸上輸送       ：労働安全衛生法に定める基準に従う。 

    海上輸送       ：船舶安全法に定める基準に従う。 

    航空輸送       ：航空法に定める基準に従う。 

     

    特定の安全対策及び条件：保護具、消火器を携帯する。 

                必要であれば、イエローカードを携帯する。 

                落下、転倒、破損がないように積載し、荷崩れ防止を確実に行う。 

 

１５．適用法令 

   労働安全衛生法      ：名称等を表示すべき危険物及び有害物（法５７条の１、施行令第１８条）  

                 該当しない 

                ：名称等を通知すべき危険物及び有害物（法５７条の２、施行令第１８条の２別表第９） 

                 エタノール、イソプロピルアルコール 

   労働基準法        ：疾病化学物質（法第７５条第２項、施行規則第３５条別表第１の２第４号） 

                 該当しない 

   化学物質排出把握管理促進法：第１種指定化学物質（法第２条第２項、施行令第１条別表第１） 

    （ＰＲＴＲ法）     ：該当しない 

   毒劇物取締法       ：該当しない 

                  

   消防法          ：非危険物 

                  

  エタノール１００％としての情報 

   船舶安全法        ：引火性液体類（危規則第３条危険物告示別表第１） 

 

   航空法          ：引火性液体（施行規則第１９４条危険物告示別表第１） 

 

１６．その他の情報 

 

   参考文献         ：国際化学物質安全性カード（ＩＣＳＣ） 

                 作業環境評価基準 

                 法規制物質リスト（日本ケミカルデータベース） 

                 ケミカルデータベース（日本ケミカルデータベース） 

                 ＧＨＳ分類結果データベース（製品評価技術基盤機構 ＮＩＴＥ） 

 

本データシートは、業務用用途について、「製品の適切な取扱い」を確保するための参考情報として提供するもので、製造

者の保証書ではありません。現時点で信頼し得ると考えられる資料並びに測定等に基づき作成したものであります。 

ご需要家各位は、これを参考として自からの責任において個々の取扱い等の実態に応じた適切な措置をお取り下さるよう 

お願い致します。 


