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          製 品製 品製 品製 品 安 全 データシー安 全 データシー安 全 データシー安 全 データシートトトト                                                                     
                作成日作成日作成日作成日    平成１２年１０月２０日平成１２年１０月２０日平成１２年１０月２０日平成１２年１０月２０日    

                                                                改定日改定日改定日改定日        平成２６平成２６平成２６平成２６年年年年        ７月１８７月１８７月１８７月１８日日日日    

    

 

１．１．１．１．    [[[[    製品及び会社情報製品及び会社情報製品及び会社情報製品及び会社情報    ]]]]                                                

    製品名（商品名）製品名（商品名）製品名（商品名）製品名（商品名）                    ：：：：    ヒットゴムバンド（アメ）ヒットゴムバンド（アメ）ヒットゴムバンド（アメ）ヒットゴムバンド（アメ）    

                        会社名会社名会社名会社名                                        ：：：：    ヒットゴム商事株式会社ヒットゴム商事株式会社ヒットゴム商事株式会社ヒットゴム商事株式会社    

                    住所住所住所住所                                            ：：：：    名古屋市熱田区四番１－４－９名古屋市熱田区四番１－４－９名古屋市熱田区四番１－４－９名古屋市熱田区四番１－４－９    

                担当部署担当部署担当部署担当部署                                    ：：：：    業務部業務部業務部業務部    

                TELTELTELTEL                                            ：：：：    ０５２－６８１－１００５２－６８１－１００５２－６８１－１００５２－６８１－１０５１５１５１５１    

                FAXFAXFAXFAX                                            ：：：：    ０５２－６８１－１０５４０５２－６８１－１０５４０５２－６８１－１０５４０５２－６８１－１０５４    

                緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先緊急連絡先                                ：：：：    ０５２－６８１－１０５２０５２－６８１－１０５２０５２－６８１－１０５２０５２－６８１－１０５２    

                整理番号整理番号整理番号整理番号                                    ：：：：    ４１５６－０１４１５６－０１４１５６－０１４１５６－０１    

    

２．２．２．２．[[[[    組成及び成分情報組成及び成分情報組成及び成分情報組成及び成分情報    ]]]]  

       単一製品・混合物の区別単一製品・混合物の区別単一製品・混合物の区別単一製品・混合物の区別        ：：：：    混合物混合物混合物混合物    

                化学名又は一般名化学名又は一般名化学名又は一般名化学名又は一般名                    ：：：：    ゴムバンド（天然ゴムを主体とするゴム製品）ゴムバンド（天然ゴムを主体とするゴム製品）ゴムバンド（天然ゴムを主体とするゴム製品）ゴムバンド（天然ゴムを主体とするゴム製品）    

                成分成分成分成分及び及び及び及び含有量含有量含有量含有量                        ：：：：    天然ゴム、加硫剤加硫促進剤、助剤、顔料、天然ゴム、加硫剤加硫促進剤、助剤、顔料、天然ゴム、加硫剤加硫促進剤、助剤、顔料、天然ゴム、加硫剤加硫促進剤、助剤、顔料、老化防止剤老化防止剤老化防止剤老化防止剤    

                化学式又は構造式化学式又は構造式化学式又は構造式化学式又は構造式                    ：：：：    

                管報公示整理番号管報公示整理番号管報公示整理番号管報公示整理番号                    ：：：：    化審法・化審法・化審法・化審法・安衛法該当なし安衛法該当なし安衛法該当なし安衛法該当なし    

CASCASCASCAS№№№№                                        ：：：：    該当なし該当なし該当なし該当なし    

    

３３３３．．．．[[[[    危険有害性の要約危険有害性の要約危険有害性の要約危険有害性の要約    ]]]]  

       分類の名称分類の名称分類の名称分類の名称                                ：：：：    分類基準に該当なし分類基準に該当なし分類基準に該当なし分類基準に該当なし    

                危険性危険性危険性危険性                                        ：：：：    可燃性はありますが、可燃性はありますが、可燃性はありますが、可燃性はありますが、自然発火はしない自然発火はしない自然発火はしない自然発火はしない    

                                                                            爆発の危険性はなし爆発の危険性はなし爆発の危険性はなし爆発の危険性はなし    

有害性有害性有害性有害性                                        ：：：：    急性の有害性及び毒性なし急性の有害性及び毒性なし急性の有害性及び毒性なし急性の有害性及び毒性なし    

                                                            製品に長時間接触した場合、製品に長時間接触した場合、製品に長時間接触した場合、製品に長時間接触した場合、ゴム配合物に含有する薬品によりゴム配合物に含有する薬品によりゴム配合物に含有する薬品によりゴム配合物に含有する薬品により    

                                                            皮膚に炎症・かぶれを起こすことがある皮膚に炎症・かぶれを起こすことがある皮膚に炎症・かぶれを起こすことがある皮膚に炎症・かぶれを起こすことがある    

                環境影響環境影響環境影響環境影響                                    ：：：：    知見なし知見なし知見なし知見なし    

                    

４４４４．．．．[[[[    応急処置応急処置応急処置応急処置    ]]]]  

       眼に入った場合眼に入った場合眼に入った場合眼に入った場合                        ：：：：    清浄な水で十分に洗浄し、眼に傷がついた時や刺激がある時は、清浄な水で十分に洗浄し、眼に傷がついた時や刺激がある時は、清浄な水で十分に洗浄し、眼に傷がついた時や刺激がある時は、清浄な水で十分に洗浄し、眼に傷がついた時や刺激がある時は、                            

                                                                            必要必要必要必要に応じて医師のに応じて医師のに応じて医師のに応じて医師の診断診断診断診断を受けるを受けるを受けるを受ける    

                皮膚に付着した場合皮膚に付着した場合皮膚に付着した場合皮膚に付着した場合                ：：：：    人体への特別な影響はないが、皮膚に刺激、かゆみ、発疹、麻痺等人体への特別な影響はないが、皮膚に刺激、かゆみ、発疹、麻痺等人体への特別な影響はないが、皮膚に刺激、かゆみ、発疹、麻痺等人体への特別な影響はないが、皮膚に刺激、かゆみ、発疹、麻痺等    

                                                                            のアレルギー症状を起こした時は、必要に応じてのアレルギー症状を起こした時は、必要に応じてのアレルギー症状を起こした時は、必要に応じてのアレルギー症状を起こした時は、必要に応じて    

医師の診断をうける医師の診断をうける医師の診断をうける医師の診断をうける    

                飲み込んだ場合飲み込んだ場合飲み込んだ場合飲み込んだ場合                        ：：：：    飲み込んだ物を吐き出させ、水でよく口腔内を洗浄し必要に応じて飲み込んだ物を吐き出させ、水でよく口腔内を洗浄し必要に応じて飲み込んだ物を吐き出させ、水でよく口腔内を洗浄し必要に応じて飲み込んだ物を吐き出させ、水でよく口腔内を洗浄し必要に応じて    

                                                                            医師の診断を受ける医師の診断を受ける医師の診断を受ける医師の診断を受ける    

吸引した場合吸引した場合吸引した場合吸引した場合                            ：：：：    通常の場合、可能性はない通常の場合、可能性はない通常の場合、可能性はない通常の場合、可能性はない    

                                                            微粉末状物・粉砕物などを吸引した場合には、よくうがいを行い微粉末状物・粉砕物などを吸引した場合には、よくうがいを行い微粉末状物・粉砕物などを吸引した場合には、よくうがいを行い微粉末状物・粉砕物などを吸引した場合には、よくうがいを行い                                                                                

                                                                            必要必要必要必要に応じて医師の診断を受けに応じて医師の診断を受けに応じて医師の診断を受けに応じて医師の診断を受けるるるる    
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５．５．５．５．    [[[[    火災時の処置火災時の処置火災時の処置火災時の処置    ]]]]                                                

    消化方法消化方法消化方法消化方法                                    ：：：：    一般火災に準じた方法で消化する一般火災に準じた方法で消化する一般火災に準じた方法で消化する一般火災に準じた方法で消化する    

                                                                                    熱分解・不完全燃焼により、黒煙や一酸化炭素等が発生し、熱分解・不完全燃焼により、黒煙や一酸化炭素等が発生し、熱分解・不完全燃焼により、黒煙や一酸化炭素等が発生し、熱分解・不完全燃焼により、黒煙や一酸化炭素等が発生し、これらこれらこれらこれら    

                                                                            のののの吸引により、吸引により、吸引により、吸引により、危険が生じる場合がある危険が生じる場合がある危険が生じる場合がある危険が生じる場合がある            

                消火剤消火剤消火剤消火剤                                        ：：：：    注水、泡沫、注水、泡沫、注水、泡沫、注水、泡沫、炭酸ガスの消火器、消火砂等炭酸ガスの消火器、消火砂等炭酸ガスの消火器、消火砂等炭酸ガスの消火器、消火砂等    

    

６６６６．．．．[[[[    漏出時の処置漏出時の処置漏出時の処置漏出時の処置    ]]]]  

       注意事項注意事項注意事項注意事項                                    ：：：：    固体であり漏出しない固体であり漏出しない固体であり漏出しない固体であり漏出しない    

                除去方法除去方法除去方法除去方法                                    ：：：：    飛散した場合は、容器へ回収する飛散した場合は、容器へ回収する飛散した場合は、容器へ回収する飛散した場合は、容器へ回収する    

                    

    

７７７７．．．．[[[[    取扱い及び保管上の注意取扱い及び保管上の注意取扱い及び保管上の注意取扱い及び保管上の注意    ]]]]  

       取扱い取扱い取扱い取扱い                                        ：：：：    特に危険性や有害性はありませんが、特に危険性や有害性はありませんが、特に危険性や有害性はありませんが、特に危険性や有害性はありませんが、作業場の整理整頓に努めると作業場の整理整頓に努めると作業場の整理整頓に努めると作業場の整理整頓に努めると    

                                                                            ともに、ともに、ともに、ともに、火気をみだりに使火気をみだりに使火気をみだりに使火気をみだりに使用しない用しない用しない用しない    

                保管保管保管保管                                            ：：：：    変質等を防止する為、以下の点を避ける変質等を防止する為、以下の点を避ける変質等を防止する為、以下の点を避ける変質等を防止する為、以下の点を避ける    

①①①①直直直直射日光射日光射日光射日光    ②高温・多湿②高温・多湿②高温・多湿②高温・多湿    ③屋外保管③屋外保管③屋外保管③屋外保管    ④水濡れ④水濡れ④水濡れ④水濡れ    

                                                                            なお、屋内保管に当っても、なお、屋内保管に当っても、なお、屋内保管に当っても、なお、屋内保管に当っても、白熱灯や水銀灯などの高温や強い白熱灯や水銀灯などの高温や強い白熱灯や水銀灯などの高温や強い白熱灯や水銀灯などの高温や強い    

                                                                            紫外線を出す照明の近くには保管しない紫外線を出す照明の近くには保管しない紫外線を出す照明の近くには保管しない紫外線を出す照明の近くには保管しない    

                                                                            3,000kg3,000kg3,000kg3,000kg以上保管の場合は、以上保管の場合は、以上保管の場合は、以上保管の場合は、消防法の指定可燃物に該当するので消防法の指定可燃物に該当するので消防法の指定可燃物に該当するので消防法の指定可燃物に該当するので    

                                                                            市町村条例に従う市町村条例に従う市町村条例に従う市町村条例に従う    

                    

８８８８．．．．[[[[    曝露防止及び保護処置曝露防止及び保護処置曝露防止及び保護処置曝露防止及び保護処置    ]]]]  

       許容濃度許容濃度許容濃度許容濃度                                                                    

                        日本産業衛生学会日本産業衛生学会日本産業衛生学会日本産業衛生学会            ：：：：    設定されていない設定されていない設定されていない設定されていない    

                        ACGIH               ACGIH               ACGIH               ACGIH               ：：：：    設定されていない設定されていない設定されていない設定されていない    

                        OSHAOSHAOSHAOSHA                                ：：：：    設定されていない設定されていない設定されていない設定されていない    

                設備対策設備対策設備対策設備対策                                    ：：：：    特に設定は無いが、特に設定は無いが、特に設定は無いが、特に設定は無いが、作業のしやすい換気の良い構造が望ましい作業のしやすい換気の良い構造が望ましい作業のしやすい換気の良い構造が望ましい作業のしやすい換気の良い構造が望ましい                                                    

保護具保護具保護具保護具                                        ：：：：    必要に応じて保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、必要に応じて保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、必要に応じて保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、必要に応じて保護マスク、保護手袋、保護眼鏡、作業着を着用する作業着を着用する作業着を着用する作業着を着用する    

                                                            

 

９９９９．．．．[[[[    物理的および化学的性物理的および化学的性物理的および化学的性物理的および化学的性    ]]]]  

       外観・色外観・色外観・色外観・色                                    ：：：：    固体・アメ色固体・アメ色固体・アメ色固体・アメ色    

                形状形状形状形状                                            ：：：：    リング状リング状リング状リング状    

                臭気臭気臭気臭気                            ：：：：    微臭性微臭性微臭性微臭性    

                引火温度・発火温度引火温度・発火温度引火温度・発火温度引火温度・発火温度                ：：：：    知見なし知見なし知見なし知見なし    

                爆発性爆発性爆発性爆発性                                        ：：：：    該当しない該当しない該当しない該当しない    

                密度（比重）密度（比重）密度（比重）密度（比重）                            ：：：：    約約約約 1.01.01.01.0    

                溶解性溶解性溶解性溶解性                                        ：：：：    水に不溶水に不溶水に不溶水に不溶        

                    

１０１０１０１０．．．．[[[[    安定性及び反応性安定性及び反応性安定性及び反応性安定性及び反応性        ]]]]  

       安定性安定性安定性安定性                                        ：：：：    冷暗所の保管で、冷暗所の保管で、冷暗所の保管で、冷暗所の保管で、性能は比較的安定している性能は比較的安定している性能は比較的安定している性能は比較的安定している    

                避けるべき条件避けるべき条件避けるべき条件避けるべき条件                        ：：：：    密封状態を阻害すること密封状態を阻害すること密封状態を阻害すること密封状態を阻害すること    

                避けるべき材料避けるべき材料避けるべき材料避けるべき材料            ：：：：    油類油類油類油類    

                発生する有害性物質発生する有害性物質発生する有害性物質発生する有害性物質                ：：：：    なしなしなしなし    
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１１１１１１１１．．．．[[[[    有害性情報有害性情報有害性情報有害性情報    ]]]]  

       発ガン性発ガン性発ガン性発ガン性                                    ：：：：    知見なし知見なし知見なし知見なし    

                変異原性変異原性変異原性変異原性                                    ：：：：    知見なし知見なし知見なし知見なし    

                経口慢性毒性経口慢性毒性経口慢性毒性経口慢性毒性                            ：：：：    知見なし知見なし知見なし知見なし    

                吸入慢性毒性吸入慢性毒性吸入慢性毒性吸入慢性毒性                            ：：：：    知見なし知見なし知見なし知見なし    

                生殖生殖生殖生殖・発生毒性・発生毒性・発生毒性・発生毒性                        ：：：：    知見なし知見なし知見なし知見なし    

感作性感作性感作性感作性                                        ：：：：    知知知知見見見見なしなしなしなし    

急性毒性急性毒性急性毒性急性毒性                                    ：：：：    なしなしなしなし    

刺激性刺激性刺激性刺激性                                        ：：：：    なしなしなしなし    

    

１２１２１２１２．．．．[[[[    環境影響情報環境影響情報環境影響情報環境影響情報    ]]]]  

       生体毒性生体毒性生体毒性生体毒性                                    ：：：：    知見なし知見なし知見なし知見なし    

                分解分解分解分解性性性性                                        ：：：：    長期間の放置で分解するが、長期間の放置で分解するが、長期間の放置で分解するが、長期間の放置で分解するが、知見なし知見なし知見なし知見なし    

                移動性移動性移動性移動性                                        ：：：：    なしなしなしなし    

生物への蓄積性生物への蓄積性生物への蓄積性生物への蓄積性                        ：：：：    知見なし知見なし知見なし知見なし    

環境基準環境基準環境基準環境基準                                    ：：：：    なしなしなしなし    

                    

１３１３１３１３．．．．[[[[    廃棄上の注意廃棄上の注意廃棄上の注意廃棄上の注意    ]]]]  

       廃棄の方法廃棄の方法廃棄の方法廃棄の方法                                ：：：：    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て                            

                                                                            等の廃棄をする等の廃棄をする等の廃棄をする等の廃棄をする    

                使用済み容器の処理方法使用済み容器の処理方法使用済み容器の処理方法使用済み容器の処理方法        ：：：：    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て                            

                                                                            等の廃棄をする等の廃棄をする等の廃棄をする等の廃棄をする    

                中和、焼却処分などを行う中和、焼却処分などを行う中和、焼却処分などを行う中和、焼却処分などを行う    ：：：：    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却及び埋め立て                            

                                                                            等の廃棄をする等の廃棄をする等の廃棄をする等の廃棄をする    

                                                            

 

１４１４１４１４．．．．[[[[    輸送上の注意輸送上の注意輸送上の注意輸送上の注意    ]]]]  

       容器の構造、荷崩れの防止容器の構造、荷崩れの防止容器の構造、荷崩れの防止容器の構造、荷崩れの防止    ：：：：    段ボールケース入りの段ボールケース入りの段ボールケース入りの段ボールケース入りの重量物のため、重量物のため、重量物のため、重量物のため、落下等による怪我に注意する落下等による怪我に注意する落下等による怪我に注意する落下等による怪我に注意する                            

                                                                            

                輸送に関する国際基準輸送に関する国際基準輸送に関する国際基準輸送に関する国際基準            ：：：：    該当なし該当なし該当なし該当なし        

                                                                            取扱い及び保管上の注意の項に記載の他に、取扱い及び保管上の注意の項に記載の他に、取扱い及び保管上の注意の項に記載の他に、取扱い及び保管上の注意の項に記載の他に、一般の可燃性プラス一般の可燃性プラス一般の可燃性プラス一般の可燃性プラス                

                                                                            チックス・ゴム類に準じて行うチックス・ゴム類に準じて行うチックス・ゴム類に準じて行うチックス・ゴム類に準じて行う            

  

    

１５１５１５１５．．．．[[[[    適用法令適用法令適用法令適用法令    ]]]]  

       労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法労働安全衛生法                        ：：：：    該当なし該当なし該当なし該当なし                                

                PRTRPRTRPRTRPRTR法法法法                                    ：：：：    該当なし該当なし該当なし該当なし                                                            

                水質水質水質水質汚濁防止法汚濁防止法汚濁防止法汚濁防止法                        ：：：：    該当なし該当なし該当なし該当なし        

                消防法消防法消防法消防法                                        ：：：：    3,000kg3,000kg3,000kg3,000kg以上保管の場合は、以上保管の場合は、以上保管の場合は、以上保管の場合は、「指定可燃物」に該当する「指定可燃物」に該当する「指定可燃物」に該当する「指定可燃物」に該当する    

                                                                            廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物の処理及び清掃に関する法律            
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１６１６１６１６．．．．[[[[    その他の情報その他の情報その他の情報その他の情報    ]]]]  

                                                   ：：：：    なしなしなしなし                                

                    

   

 

                                                                                         

記載内容の取り扱い記載内容の取り扱い記載内容の取り扱い記載内容の取り扱い    

        ・日本におけるＭＳＤＳの作成対象は、・日本におけるＭＳＤＳの作成対象は、・日本におけるＭＳＤＳの作成対象は、・日本におけるＭＳＤＳの作成対象は、各法律で定める「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物各法律で定める「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物各法律で定める「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物各法律で定める「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物    

                質」となっております質」となっております質」となっております質」となっております    

                当該製品は、対象外であり作成の必要がありませんが、当該製品は、対象外であり作成の必要がありませんが、当該製品は、対象外であり作成の必要がありませんが、当該製品は、対象外であり作成の必要がありませんが、当該製品を安全にご使用していただくために必当該製品を安全にご使用していただくために必当該製品を安全にご使用していただくために必当該製品を安全にご使用していただくために必    

                要で注意しなければならない事項を簡潔にまとめました要で注意しなければならない事項を簡潔にまとめました要で注意しなければならない事項を簡潔にまとめました要で注意しなければならない事項を簡潔にまとめました    

    ・本記載内容・本記載内容・本記載内容・本記載内容は現時点で弊社が入手した、資料、情報、データ及び、は現時点で弊社が入手した、資料、情報、データ及び、は現時点で弊社が入手した、資料、情報、データ及び、は現時点で弊社が入手した、資料、情報、データ及び、ＰＲＴＲ法に基いＰＲＴＲ法に基いＰＲＴＲ法に基いＰＲＴＲ法に基いて作成しておりまて作成しておりまて作成しておりまて作成しておりま    

                すが、新しい知見により改訂されることがありますすが、新しい知見により改訂されることがありますすが、新しい知見により改訂されることがありますすが、新しい知見により改訂されることがあります    

・又、注意事項は通又、注意事項は通又、注意事項は通又、注意事項は通常の取り扱いを対象にしたものであって、特殊な取り扱いの場合には、常の取り扱いを対象にしたものであって、特殊な取り扱いの場合には、常の取り扱いを対象にしたものであって、特殊な取り扱いの場合には、常の取り扱いを対象にしたものであって、特殊な取り扱いの場合には、その用途及び用その用途及び用その用途及び用その用途及び用

法に適した安全対策を施した上でご使用く法に適した安全対策を施した上でご使用く法に適した安全対策を施した上でご使用く法に適した安全対策を施した上でご使用くださいださいださいださい            

・この「製品安全データシート」は、情報提供であって、保証するものではありませんこの「製品安全データシート」は、情報提供であって、保証するものではありませんこの「製品安全データシート」は、情報提供であって、保証するものではありませんこの「製品安全データシート」は、情報提供であって、保証するものではありません            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


