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1．製品及び会社情報

製品の名称 VpCI-325 TYT

製品分類 気化防錆浸透潤滑剤

内容量 168mL

会社名 株式会社菱和

住所 大阪市西区北堀江1-22-10

電話番号 (06)6538-0271

2．危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

エアゾール 区分3

引火性液体 区分4

健康に対する有害性

誤えん有害性 区分1

GHSラベル要素

シンボル 　　

注意喚起語 危険

危険有害性情報 可燃性液体

高圧容器：熱すると破裂のおそれ

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

注意書き

【予防策】 すべての安全注意（SDS等）を読み理解するまで取り扱わないこと。

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。－禁煙。

裸火または高温に白熱体、他の着火源に噴霧しないこと。

加圧容器：使用後も含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。

保護手袋、保護眼鏡、保護面、保護衣を着用すること。

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

環境への放出を避けること。

【対応】

衣類にかかった場合は、汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。

皮膚刺激が生じた場合は医師の診断・手当てを受けること。

眼の刺激が続く場合は、医師の診断、手当てを受けること。

吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

飲み込んだ場合：直ちに毒物センター／医師に連絡すること。

漏出物を回収すること。

気分が悪いときは、医師の診断、手当てを受けること。

直ちに医師の診断、手当てを受けること。

【保管】

換気の良いところで保管すること。

施錠して保管すること。

安全データシート

火災の場合は漏洩が安全に停止されない限り、消火しないこと。安全に対処できるならば
着火源を除去すること。

皮膚に付着した場合は多量の水と石鹸で洗うこと。皮膚刺激があれば、医師の診断、手当
てを受けること。

眼に入った場合は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。

直射日光の当たる場所、40℃以上になる場所や錆の発生しやすい水分、湿気の多い場所
には置かないこと。



子供の手の届かない場所に保管すること。

【廃棄】

3．組成、成分情報

単一製品／混合物の区別：混合物

含有率vol％ CAS No
化審法官報公
示整理番号

安衛法　通知
対象物質

PRTR法 毒劇物

60～70 68551‐19‐9 - 非該当 非該当 非該当

10～25 120962-03-0 - 非該当 非該当 非該当

15～30 - - - - -

噴
射
剤

1～10 124-38-9 (1)-169 非該当 非該当 非該当

4．応急措置

吸入した場合

皮膚に付着した場合 皮膚を石鹸と水で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。

目に入った場合

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。直ちに医師の手当てを受けること。

5．火災時の措置

特有の危険有害性 二酸化炭素、一酸化炭素

特定の火災条件では、他の有毒成分が微量に発生する可能性あり

消火を行う者の保護 必要に応じて空気呼吸器及び防護服を使用する。

6．漏出時の措置

人体に対する注意事項

十分な換気を心がける

発火源は遠ざける

環境に対する注意事項

液体吸収剤(砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず）で吸収する

7．取扱い及び保管上の注意

取り扱い上の注意 吸入飲用不可

人体に向けて使用しないこと。

換気の良い場所で使用すること。

炎や火気の近くで使用しないこと。

火気を使用している室内で大量に使用しないこと。

火の中に入れないこと。

使い切ってから、ガスを完全に抜いて捨てること。

保管上の注意

錆の発生しやすい水・湿気の多い所では破裂の原因となるので、置かないこと。

子供の手の届かない場所に保管すること。

下水道、地上水あるいは地下水に入らないようにすること

封じ込めおよび浄
化のための方法及
び材料

直射日光の当たる場所や火気等の近くなど40℃以上となる所に置かないこと。

二酸化炭素

新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医
師に連絡すること。

直ちに多量の水で15分以上洗浄すること。刺激が強まったり、続く場合には医師の診断を
受けること。

消火剤
CO2、消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡
を使用

作業の際には適切な保護具を着用する。防護服を着用していない人は近づけない

内容物、容器を廃棄するときは、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に
業務委託して廃棄すること。

中身を使い切ってから、ガスを完全に抜いてから捨てること。

原料名

内
容
液

alkanes,C12-14-iso-

Canola oil

その他



8．ばく露防止及び保護措置

管理濃度と許容濃度

設備対策 屋内で使用する場合は、換気を良くする。

洗眼設備を設置する。

保護具

呼吸器の保護具 必要に応じて空気呼吸器、防毒マスク（有機ガス用）、送気マスクを使用する。

手の保護具 必要に応じて保護手袋を着用する。

目の保護具 必要応じて保護眼鏡を着用する。

皮膚及び身体の保護具 必要に応じて適切な保護具を着用すること。

9．物理的及び化学的性質

（製品として） 製品圧力（25℃） ：0.65±0.09 MPa
噴射量（25℃） 8.5±2.9g/5sec

（内容物） 性状 褐色不透明液体
密度（20℃） ：0.8-0.9 g/cm3
引火点 93℃

10．安定性及び反応性

安定性 通常の取扱いでは安定。

熱分解/回避すべき条件 規定通りの使用では分解しない

危険反応の可能性 危険な反応は起きていない

裂けるべき条件 高温、火花、裸火

11．有害性情報

aklanes,C12-14-iso-

急性毒性
経口 LD50>5000mg/kg(ラット)

吸入 LC50>5000mg/L(ラット)

EL50>1000mg/L(Daphnia magna(Omijinko)(48時間)

利用可能なデータの基づいて、分類基準は満たされない

刺激はない

感作作用はない

感作作用はない

呼吸器感作性

皮膚感作性

溶解度 0.878 ｌＣＯ２／Ｌ Ｈ２Ｏ（20℃、0.1013MPa）

分子量 44

皮膚腐食性･
刺激性

眼に対する重篤な
損傷･眼刺激性

蒸気圧 1.967 MPa abs（-20℃）

3.485 MPa abs（ 0℃）

5.733 MPa abs（ 20℃）

蒸気密度 1.977 kg／ｍ３（0℃、0.1013MPa）

沸点・初留点及び沸騰範囲 -78.5 ℃（昇華点）

引火点 なし(不燃性)

燃焼範囲又は爆発範囲 なし(不燃性)

ACGIH (TLV-TWA) 5mg/m3 5000ppm

（噴射剤）

融点・凝固点 -56.6℃(三重点、0.518MPa abs)

管理濃度 ― ―

日本産業衛生学会 ― 5000ppm

内容液 噴射剤



12．環境影響情報

水生生物に対する毒性

経口 LL50>1000mg/L(Oncorhynchus mykiss(ニジマス))(96時間)

持続性及び分解性 情報なし

環境システムにおける作用

生体内蓄積能 情報なし

土壌内移動性 情報なし

PBTおよびvPvBアセスメント

PBT 情報なし

ｖPvB 情報なし

13．廃棄上の注意：

14．輸送上の注意

陸上輸送 [容器表示] 消防法の分類名称、品名、数量、注意事項(火気厳禁)など必要事項を表示して下さい。

[積載方法]

[その他]

海上運搬 船舶安全法等に準拠(手続き、表示、運搬容器、積載量など)して運搬を行って下さい。

航空輸送 航空法等に準拠(手続き、表示、運搬容器、積載量など)して運搬を行って下さい。

国連番号 1950

国連分類 クラス2.1（引火性エアゾール）

15．適用法令

消防法 第4類　第3石油類

高圧ガス保安法 適用除外

化審法 優先評価化学物質(物質は含まれていない)：alkanes,C12-14-iso-

PRTR法 該当物質無

労働安全衛生法 該当物質無

水質汚濁防止法 油分排出規制

土壌汚染対策法 油分排出規制

船舶安全法 危険物（高圧ガス）

航空法 危険物（高圧ガス）

16．その他の情報

注釈

本書の内容は、法規改正、新しい知見や情報入手、試験等により改訂されることがあります。

引用文献

原料メーカー発行の安全データシート

安全衛生情報センター配信の安全データシート

全ての化学製品には、未知の危険性や有害性が有り得るため、取扱いには細心の注意が必要です。本書には通常の危険性
や有害性について記載してありますが、記載内容以外の危険性や有害性が存在しないことは、保障出来ません。記載事項は
通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、新たに用途、用法に適した安全策をご実施の上、取扱
い願います。

必ず中身を使い切ってから、ガス抜きをし、各自治体の指導に従って下さい。

危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、自治省令で定める高さ以下にして下さ
い。運搬容器の外部には危険物の品名や数量等の表示をして積載して下さい。

運搬に関しては容器に漏れがないことを確かめ、転倒、落下、損傷のないように積み込
み、荷崩れの防止を確実に行い、消防法などでの法令に従ってください。高温(40℃)以上
にならないように注意してください。移送時にイエローカードの保持が必要。

記載内容は現時点で入手出来た資料や文献等の情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、如何
なる保証もなすものではありません。


