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作成日： 平成 24年 6月 13日 

改訂日： － 

 

製品安全データシートＭＳＤＳ 

 

 

１．製品及び会社情報 

製品名 ＳＭＢ－ＣＲ８０ 

会社名 シンコー株式会社 

住所 〒581-0053 大阪府八尾市竹渕東３－１４７ 

担当部門 品質保証課 

電話番号 ０６－６７０９－９５７４ 

ＦＡＸ番号 ０６－６７０９－６６５２ 

推奨用途及び使用上の制限 各種工業用ゴム製品用 

 

２．危険有害性の要約 

【ＧＨＳ分類】   

物理化学的危険性 ：火薬類 分類対象外 

 ：可燃性・引火性ガス 分類対象外 

 ：可燃性・引火性エアゾール 分類対象外 

 ：支燃性・酸化性ガス 分類対象外 

 ：引火性液体 分類対象外 

 ：可燃性固体 分類対象外 

 ：自己反応性化学品 分類対象外 

 ：自然発火性液体 分類対象外 

 ：自然発火性固体 分類対象外 

 ：自己発熱性化学品 分類できない 

 ：水反応可燃性化学品 分類対象外 

 ：酸化性液体 分類対象外 

 ：酸化性固体 分類対象外 

 ：有機過酸化物 分類対象外 

 ：金属腐食性物質 分類対象外 

健康に対する有害性 

 

：急性毒性（経口） 区分外 

 ：急性毒性（経皮） 分類できない 

 ：急性毒性（吸入：ガス） 分類できない 

 ：急性毒性（吸入：蒸気） 分類できない 

 ：急性毒性（吸入：粉じん及びミスト） 区分外 

 ：皮膚腐食性／刺激性 分類できない 

 ：眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分外 

 ：呼吸器感作性 分類できない 
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 ：皮膚感作性 区分１ 

 ：生殖細胞変異原性 分類できない 

 ：発がん性 区分２ 

 ：生殖毒性 区分２ 

 ：標的臓器／全身毒性（単回暴露） 区分１ 

 ：標的臓器／全身毒性（反復暴露） 区分１ 

 ：吸引性呼吸器有害性 分類できない 

環境に対する有害性 ：水生環境有害性（急性） 区分３ 

 ：水生環境有害性（慢性） 区分３ 

【ＧＨＳラベル要素】   

絵表示       ： 

 

 

 注意喚起語 ：危険  

危険有害性情報 ：アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ 

 ：発癌のおそれの疑い 

 ：生殖能または胎児への悪影響のおそれ 

 ：臓器の障害（吸入・全身） 

 ：長期または反復暴露による臓器の障害（肺） 

 ：水生生物に有害のおそれ 

 ：長期的影響により水生生物に有害のおそれ 

 注意書き ： 

 《安全対策》 

  使用前に製品安全データシート（MSDS）を入手すること。 

  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。 

  粉じん・煙・ガス・蒸気を吸入しないこと。 

   屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。 

  環境への放出を避けること。 

  保護具を着用すること。必要に応じて個人用保護具も着用のこと。 

 《応急処置》 

  気分が悪い時は医師に連絡すること。 

  眼に入った場合は水で数分間注意深く洗うこと。 

  暴露または暴露の懸念のある場合は、医師の診断／手当てを受けること。 

 《保管》 

  施錠して保管すること。 

 《廃棄》 

  内容物や容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を 

  委託すること。 
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３．組成、成分情報 

単一製品・混合物の区別 ：混合物 

化学名 ：クロロプレン、カーボンブラック、オイル、ゴム薬品の混合物 

 
 化学名 CAS NO. 化審法 PRTR法 濃度範囲 (%)  

 クロロプレンゴム 25067-95-2 6-747 － 40～50  

 カーボンブラック 1333-86-4 － 通知すべき物質 20～30  

 シリカ 7631-86-9 1-548 通知すべき物質 0～10  

 石油系炭化水素（鉱物油） 非公開 非公開 通知すべき物質 0～10  

 酸化亜鉛 1314-13-2 1-561 通知すべき物質 0～10  

 オクチル化ジフェニルアミン 101-67-7 3-299 通知すべき物質 0～10  

 N-ﾌｪﾆﾙ-N'-（1,3-ｼﾞﾒﾁﾙﾌﾞﾁﾙ）-p-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ 793-24-8 3-136 通知すべき物質 0～10  

 その他 － － － 10～20 

10～60 

 

 

４．応急措置 

眼に入った場合 清浄な水で数分間刺激がなくなるまで洗顔した後、必要に応じて眼科医の手当てを 

 受けること。 

皮膚に付着した場合 人体への特別な影響はないが、必要に応じて触れた場所を石鹸を使用して十分に水 

 洗すること。 

吸入した場合 固形のため該当しない。 

飲み込んだ場合 水で口の中をよく洗浄し、必要に応じて医師の手当てを受けること。 

 

５．火災時の措置 

消火方法 水、炭酸ガス、泡消火、ドライケミカルによる消火が効果的。燃焼や熱分解、不完 

 全燃焼により黒煙、有害な一酸化炭素ガス、窒素酸化物 その他有毒ガスを発生す

る可能性があります  る可能性があり、必要に応じて消火作業時は防毒マスク叉送気マスクを装着する。 

予期せぬ火災、爆発性 なし。通常温度では揮発性なし。 

 

６．漏出時の措置 

    飛散したものを集め、適当な容器に回収する。 

 

７．取扱い上及び保管上の注意 

取扱い ：技術的対策 「8．暴露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行ない、保護具を着 

  用する。 

 ：局所排気・全体換気 「8．暴露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。 

 ：注意事項 作業場の整理整頓に努めるとともに、火気を近づけない。 

 ：安全取扱い注意事項 取扱い後はよく手を洗うこと。 

保管 ：適切な保管条件 発熱、発火、変質を防止するため、直射日光、高温多湿、屋外保管を 

  避ける。屋内保管においては、水銀灯、蛍光灯、白熱灯等強い紫外線 

  や高熱を発生する照明の近くには保管しない。3000kgs以上保管する 

  場合、消防法上「指定可燃物」となり、市町村条例に従い保管する。 
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８．暴露防止及び保護措置 

管理濃度 ：設定されていない 

許容濃度 ：設定されていない 

設備対策 ：混練・加工・成型加工時に揮発分が発生するので、局所排気装置を設置し使用す

る。   また近くに手洗い・洗眼設備を設ける。 

保護具 ：必要に応じて保護マスク・保護眼鏡・作業着・安全靴等を着用する。 

 

９．物理及び化学的性質 

外観等 ：黒色固体、シート状 

臭い ：微臭あり 

比重 ：１．５１ 

融点・沸点 ：データなし 

引火点・発火点 ：データなし 

蒸気圧・蒸気密度 ：データなし 

爆発範囲 ：データなし 

 

１０．安定性及び反応性 

安定性 ：安定である 

危険有害反応可能性 ：安定である 

混触危険物質 ：特になし 

避けるべき条件 ：特になし 

危険有害な分解生成物 ：燃焼時、熱分解時、不完全燃焼時に黒煙や有害ガスを発生 

 

１１．有害性情報 

 皮膚感作性：区分１ 

 区分１に分類される成分が１．０％以上含まれないが、安全性等を考慮し、区分１とした。 

  

 発がん性：区分２ 

   区分２に分類される成分が１．０％以上含まれるため、区分２とした。 

 

   生殖毒性：区分２ 

   区分２に分類される成分が３．０％以上含まれないが、安全性等を考慮し、区分２とした。 

 

  標的臓器／全身毒性（単回暴露）：区分１ 

   区分１に分類される成分が１０％以上含まれないが、安全性等を考慮し、区分１とした。 

 

   標的臓器／全身毒性（反復暴露）：区分１ 

   区分１に分類される成分が１０％以上含まれるため、区分１とした。 
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１２．環境影響情報 

   水生環境有害性（急性）：区分３ 

   毒性乗率１×100×（区分１成分濃度合計）＋（区分２成分濃度合計）×10＋区分３成分濃度合計 

が２５％以上を満たすため、区分３とした。 

 

水生環境有害性（慢性）：区分３ 

   毒性乗率１×100×（区分１成分濃度合計）＋（区分２成分濃度合計）×10＋区分３成分濃度合計 

が２５％以上を満たすため、区分３とした。 

 

   残留性／分解性 ：症例なし 

   生体蓄積性   ：症例なし 

含有金属に関して主原料、副原料、製造過程での材料として、鉛、ヒ素、６価クロム、カドミウム、水銀は使用し

ていない。 

 

１３．廃棄上の注意 

本製品 ：本製品はゴムであり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第 2条４-１ 

 及び同施行令第 2条 5により、「ゴムくず」は産業廃棄物に指定される。同施行令第 6条 

 3-ヌに従い、自らがゴムくずの埋め立て処分を行う場合には、予め最大径概ね 15ｃｍ以下 

 に破砕し、若しくは切断し、または自らが焼却設備を用いて焼却し埋め立てる。 

容器・包材 ：適用される産業廃棄物処理基準及び法規に準拠。 

 

１４．輸送上の注意 

国際規制 ：国連分類 分類基準に該当しない 

 ：国連番号 なし 

容器については、容器・袋に漏れ・こぼれのないことを確かめ転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷くず

れの防止を確実に行なう。異物混入、直射日光による変質を防ぐため、シートを掛ける等予防策を取ること。 

 

１５．適用法令 

消防法： 「消防法上の危険物」ではないが、3000kgs以上の保管では、「消防法上の指定

可燃物」となる。 

PRTR法、労働安全衛生法： 本製品中の対象化学物質、通知対象化学物質については、上記の該当欄を参照。 

廃棄物処理法： 同法第 2 条４-１及び同施行令第 2 条 5 によりにより本製品のくずは産業廃棄物

に指定。 

船舶安全法： 該当せず 

道路運送車両法： 該当せず 

航空法： 該当せず 
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１６．その他の情報 

   （引用文献）・製造元発行の各薬品ＭＳＤＳ 

         ・厚生労働省ホームページ ＧＨＳ対応ＭＳＤＳサイト 

 

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、新しい知見により改訂されることが

あります。また、含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。注意

事項は通常の取扱いを対象としており、特殊な取扱いの場合、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。 


