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３．組成、成分情報 

概要 

合成油に添加剤と固体潤滑剤を分散させた調剤 

 

追加情報 

RL 67/548 EWG による判定結果より各成分は閾値以下のため危険物ではありません。 
 

４．応急措置 

応急措置の説明 

一般情報 

衣類に付着した場合は速やかに着替えて下さい。 
衣類を乾燥させる場合は製品を完全に除去して下さい。 

吸入した場合 
適用外 
揮発性が低いため有害性のある蒸気濃度になることはありません。 

皮膚に付着した場合 
皮膚に付着した場合、石鹸と水で洗い流して下さい。 
有機溶剤を使用しないで下さい。 
皮膚の炎症が続く場合は医師の診断を受けて下さい。 

眼に入った場合 
眼に入った場合は、多量の水で注意深く洗い流して下さい。 
症状が続く場合は、医師の手当てを受けて下さい。 

飲み込んだ場合 

無理に吐かせないで下さい。 

医師の治療を直ちに受けて下さい。 

 

最も重要な急性、遅延性の症状 

医師への情報 / 考えられる症状 

現在のところ症状は知られていません。 

医師への情報 / 考えられる危険性 

嘔吐後に誤嚥の危険性があります。 

即時に処置が必要な徴候及び特別な治療 

治療（医師へのアドバイス） 

症状に適した治療をして下さい。 

 

５．火災時の措置 

消火剤 

適切な消火剤 

泡消火剤 

粉末消火剤 

二酸化炭素消火剤 

砂 

霧状の水 

使ってはならない消火剤 

水 

 

物質または混合物から生じる特別な危険性 

有機物の火災ガスは常に呼吸毒として分類する必要があります。 

 

消防士のための情報 

消防士のための特別な保護器具 

自給式空気呼吸器を使用して下さい。 
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追加情報 

大規模火災場合には一部の消火剤の効果が期待できないため泡消火剤を使用して下さい。 

火災時に発生した残留物や汚染された消火剤は、各地域の法規制に従って廃棄して下さい。 

 

６．漏出の措置 

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時の処置 

保護服を着用して下さい。 

目や皮膚との接触を避けて下さい。 

製品の漏れやこぼれによる滑り転倒の危険に注意して下さい。 

 

環境に対する注意事項 

汚染された水/消火用水は別けて回収して下さい。 

排水/地下水/河川に流出しないで下さい。 

地下/土壌中に流出しないで下さい。 

 

封じ込めのための道具と方法及び清掃除去方法 

吸着材（例：砂，おがくず，汎用バインダー，珪藻土）で残留物を取って下さい。 

使用済みの吸着剤は法規制に従って廃棄して下さい。 

迅速に漏洩物を回収して下さい。 

追加情報 

廃棄のための情報は項目１３を参照して下さい。 

 

その他の項目への参照 

利用可能な情報はありません。 

 

７．取扱い及び保管上の注意 

安全に取扱うための注意事項 

安全に取り扱うための情報 

化学製品を取り扱う際の一般的な予防措置を行って下さい。 

火災や爆発に対する予防措置 

本製品は可燃性です。 

一般的な火災予防規則に従って下さい。 

 

混触禁止物質を含む、安全な保管のための条件 

保管所と容器への規定 

地面への浸透を防いで下さい。 

混触禁止物質の保管に関する注意事項 

酸化性物質，自己可燃性物質と一緒に保管しないで下さい。 

保管状態に関する追加情報 

換気の良い冷暗所に保管して下さい。 

容器を密閉して下さい。 

取り扱いには注意して下さい。 

熱や直射日光から避けて保管して下さい。 

乾燥した場所に保管して下さい。 

推奨保管温度： 室温 

貯蔵安定性に関する情報 

Product information を参照して下さい。 
 
Storage group  10 
Fire class   B 
 

特定の最終用途 

利用可能な情報はありません。 
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８．暴露防止及び保護措置 

制御パラメーター 

追加情報 

本製品は暴露限界値を有する監視が必要な成分を含有していません。 

この情報は有効性のある文献を基にしています。 

 

暴露制御 

呼吸器の保護 

適切な機器/器具を仕様して下さい。 

手の保護 

本製品は複数の物質からなる調剤であるため、手袋に使用される材料の耐性を化学的に予測することはでき

ません。 
本製品を使用する前に、手袋の耐性を確認して下さい。 
経時劣化は機械適応力に依存するため、別途確認する必要があります。 
手袋 (耐油性) 
PVC の保護手袋 

眼の保護 

飛沫する場合は保護眼鏡 

皮膚の保護 

一般的な化学工業用の作業服 

一般保護対策 

眼や皮膚との接触を避けて下さい。 

ガス/蒸気/エアロゾルの吸入を避けて下さい。 

 

適切な衛生対策 

化学製品を安全に取り扱うために、一般的な産業衛生規則を遵守して下さい。 

作業中は飲食及び喫煙を禁止して下さい。 

汚染された衣類は直ぐに脱いで下さい。 

飲食物から遠ざけて保管して下さい。 

休憩前や作業後は手を洗って下さい。 

 

システム設計上の追加情報 

十分な換気がある場所でも必要に応じて排気装置を設置して下さい。 

 

９．物理的及び化学的性質 

基礎的な物理化学性状 

 い臭 相色 状形

 臭微 色灰 トスーペ

 

重要な健康、安全及び環境に関する情報 

 考備 法方験試 値 

pH 20°C    外用適

滴点 > 200°C DIN/ISO 2176  
 外用適 点火引   

自然発火点 不明   

水への溶解性 難溶   

分配係数 (log pOW) 確定していない   

ちょう度 NLGI 0   

 しな 性化酸   

 しな 性発爆   

 

その他の情報 

利用可能な情報はありません。 
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１０．安定性及び反応性 

反応性 

利用可能な情報はありません。 

化学安定性 

利用可能な情報はありません。 

危険性のある反応 

利用可能な情報はありません。 

避けるべき条件 

熱、裸火、着火源、静電気 

 

混触危険物質 

避けるべき物質 

酸化剤との反応 

 

危険な分解生成物 

適切な保管及び取り扱いをしている場合、特にありません。 
熱分解 

備考： 300°C 未満では分解しません 

追加情報 

全てのグリースの成分は、室温内での反応性が非常に小さい状態です。 

 

１１．有害性情報 

毒性に関する情報 

急性毒性/刺激性/感作性 

 考備 物生 値 

LD50 急性毒性 経口 確定していない   

皮膚刺激 刺激は知られていない。   
眼への刺激性 刺激は知られていない。   
感作性 感作性は知られていない。   

使用上の経験 

適切な取り扱いと使用では有害性はないと考えられています。 

 

追加情報 

製品として試験を実施していません。 

これらの情報は同等の組成の製品のデータを基にしています。 

本製品は directive 67/548/EEC (従来法)の判定基準を基に分類しました。 

 

１２．環境影響情報 

毒性 

環境への影響 

 証検 法方験試 値 

 いないてし定確   魚

 

残留性と分解性 

 証検 法方験試 値 

 いないてし定確   性解分生

 

生物濃縮の可能性 

本製品として試験を実施していません。 

本製品の粘性と水への溶解性が低いためバイオアベイラビリティはほとんどないと考えられています。 
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土壌移動性 

利用可能な情報はありません。 

 

PBT 及び vPvB 試験結果 

利用可能な情報はありません。 

その他の副作用 

下水処理場 

本製品を地域の条例に従って処理する前に、廃水に流さないで下さい。 

 

一般的な規制 

利用可能な毒性情報はありません。 

本製品の漏出物が環境中に流出しないようにして下さい。 

本製品を環境中に流出させないで下さい。 

 

１３．廃棄上の注意 

製品の推奨 

関連規則に従って廃棄して下さい。 

容器の推奨 

汚染された包剤は可能な限り空にして、適切に洗浄すれば再利用できる場合があります。 

ワンウェイ容器は各地域の法令に従って廃棄して下さい。 

EAK 15 01 99 D1 ： 有害な汚染包剤 

 

一般情報 

同一製品であっても、廃棄までの過程が異なる場合は、EWC 名が異なるコードになる可能性があります。 
そのため、廃棄物を適切に分類するための最終的な責任は廃棄物を出した業者にあります。 

 

１４．輸送上の注意 

陸上輸送 ADR/RID 

これらの輸送規則では危険物として定義されていません。 

海上輸送 IMDG 

処方より危険物として定義されません。 

航空輸送 ICAO/IATA-DGR 
処方より危険物として定義されません。 

 

使用者のための特別な注意事項 

利用可能な情報はありません。 

Annex II of MARPOL 73/78 と the IBC Code によるバルク輸送 

利用可能な情報はありません。 

 

１５．適用法令 

物質または混合物のための安全、健康、環境の特別な法律/規制 

VOC 標準 
VOC 含有量：  0％ 

 

国際規制 
Water hazard class  1  Mixture-WGK according to VwVwS (GER) preliminary 

化学物質安全評価 

利用可能な情報はありません。 

 

日本の法律 

消防法   非該当 

 

その他、お使いの地域における地方条例等の法規制等にも注意して下さい。 
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