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 1. 化学品および製品名  

    製品名:   リキッドブロッカー レギュラー／ミニ 

  使用用途：  スライドガラス上への撥水サークル作製 

    製造者:   大道産業株式会社 

    連絡先:   03-3984-0384 

 

 

 2. 危険有害性  

インクを直接肌に触れないようにすること。 

 

  GHS分類 

   シンボルマーク： 

 

     注意喚起語：危険 

 

    危険性有害情報:  

        H304 - 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

        H315 - 皮膚刺激  

        H319 - 重度の眼刺激 

        H335 - 呼吸器系への刺激 

        H336 - 眠気やめまいのおそれ 

        H340 - 遺伝性疾患のおそれ 

        H350 - 発がんのおそれ 



        H360 - 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 

        H373 - 飲み込んだ場合、長期または反復暴露による臓器の障害 

        H402 - 長期的影響により水生生物に有害 

        H411 - 長期的影響により水生生物に毒性 

 

    注意書き :  

        P201 - 使用前に取扱説明書を入手する 

        P202 - 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 

        P210 - 熱／高温のもの／火花／裸火／その他着火源から遠ざけること 禁煙 

        P242 - 火花を発生させない工具を使用すること 

        P260 - 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと 

        P264 - 取扱後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと 

        P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること 

        P273 - 環境への放出を避けること 

        P280 - 保護手袋および保護眼鏡／保護面を着用すること 

        P301+P310 - 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること 

        P331 – 無理に吐かせないこと 

        P403+P233 - 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと 

 

 3. 組成および成分情報  

アブゾール  60.5% 

ブチルゴム  30% CAS# 9010-85-9 

石油系溶剤  9.5% 

 

 4. 応急措置  

皮膚に付着した場合: 

直ちに付着した製品を完全に洗い流す必要がある。  

製品に触れた部分を水又は微温湯で流しながら石鹸を使用して洗浄する。 

 

眼に入った場合: 

直ちに付着した製品を完全に洗い流す必要がある。清浄な水で 30 分間洗浄し

た後、直ちに眼科医の診断を受ける。 

 

飲み込んだ場合: 

   口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師または毒物管理センタ

ーに連絡する。 

 

 5. 火災時の措置  

適切な消火剤： 



炭酸ガス消火剤、粉末消火剤、泡消火剤、水噴霧(散水)。 

 

危険燃焼生成物： 

高温により有毒又は腐食性のガスが生じる可能性がある。煙や蒸気を吸入しない

こと。 

 

特有の消火方法： 

情報なし。 

 

消火を行う者の保護： 

火災の場合、MSHA/NIOSH 認可あるいはそれに相当する、自給式の呼吸器用保

護具(プレッシャデマンド型)及び全身保護衣を着用する。 

 

 6. 漏出時の措置  

 

人体に対する注意事項及び保護具： 

    適切な保護具を着用すること。 

 

環境に対する注意事項： 

    製品を排水施設に流してはならない。漏出した場合、流出した製品が下水或いは

河川への流入を防ぐ為に堤防或いは吸収剤で封じ込める。 

 

封じ込め及び浄化の方法及び機材： 

    少量の漏れの場合は、ドライケミカル吸収剤で吸収する。大量に漏れた場合は、

ポンプあるいは電気掃除機で吸引し、ドライケミカル吸収剤で吸着させ取り除く。

必要に応じて汚染した土壌を掘り出す。 

 

二次災害の防止策： 

    環境規則に従って汚染された物体および区域を十分に浄化すること。 

 

 7. 取扱い及び保管上の注意  

    取り扱い： 

火気、火花、アークを発生するものまたは高温点火源を付近で使用しないこと。 

ペンのキャップ以外の部分を取り外さないこと。 

人体に付着した場合は水でよくすすぐこと。 

 



保管： 

火気から遠ざけること。 

強力な酸化剤から遠ざけること。 

子供の手の届くところに置かないこと。 

 

保管温度： 

       25°c 

 

 8. ばく露防止及び保護措置  

   換気装置のある場所で使用すること。 

熱源や裸火から遠ざけて使用すること。 

  保護手袋／保護眼鏡を着用すること。 

 

 9. 物理的及び化学的性質  

    物理的状態： 

液体 

薄い緑色 

芳香 

  水溶解性(at 20℃)：  0% 

    沸点：   81.4°C 

    融点：   -110°C 

粘度(at 20℃):  40 cps 

    pH:    7 

    蒸発速度(But 18.5-Ac-1): 18.5KPa 

 

 

 10. 安定性及び反応性  

    化学的安定性： 通常の条件下で安定。 

避けるべき条件： 高温、強酸化剤との接触 

 

 11. 有害性情報  

    製品としてのデータなし。 

 

  アブゾールの有害性情報： 

    可能性のあるばく露経路 

吸入： 呼吸器系に刺激性。 



眼への接触： 眼に刺激性。 

皮膚への接触： 皮膚に刺激性。 

経口： データなし。 

急性毒性： 急性毒性はないと考えられる。 

皮膚腐食性及び皮膚刺激性： 皮膚に刺激性。 

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性： 眼に刺激性。 

呼吸器感作性又は皮膚感作性： 感作性がないと考えられる。 

慢性影響： 

生殖細胞変異原性情報なし。 

発がん効果米国国家毒性プログラムの専門家チームはこの製品の主要な成分

である１－ブロモプロパンは人間に対する発がん性が推測されると勧告した。

ラットに 6時間／日、5日間／週、2年間吸入ばく露した試験： 

雌雄で主に皮膚及び大腸の(良性)腫瘍の発生率の増加が認められた。 

マウスの２年間試験： 

雌だけに肺腫瘍の発生率の増加がみとめられた。(１－ブロモプロパン) 

生殖毒性： 生殖力または胎児に対して有害なおそれ。 

特定標的臓器毒性－単回ばく露： 

呼吸器に刺激を起こすおそれがある。眠気又はめまいのおそれ。 

特定標的臓器毒性－反復ばく露： 

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。 

慢性影響： 

      長期にわたる過剰ばく露は、肝臓、呼吸器系、腎臓、生殖器系及び中枢神経

系に有害影響を起こす可能性がある。 

      標的臓器毒性： 中枢神経系, 肝臓, 呼吸器系, 腎臓, 生殖器系。 

吸引性呼吸器有害性： 情報なし。 

その他のデータ： 

      高用量で中枢神経抑制を起こす可能性がある。その結果、めまい、平衡感覚

障害、不明瞭言語及び意識喪失を起こす可能性がある。肝臓及び肺への毒性

影響は、麻酔作用を起こす用量で起きる可能性がある。 

 

 12. 環境影響情報  

アブゾールの環境影響情報： 

  生態毒性： 長期継続的影響によって水生生物に有害。 

残留性・分解性： 情報なし。 

生体蓄積性： 情報なし。 

土壌中の移動性： 情報なし。 



オゾン層への有害性： 

この製品には、モントリオール議定書に該当する成分は含まれていない。 

 

 13. 廃棄上の注意  

    残余廃棄物： 

地方／国の規則に従い安全に処分する。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そこに委

託して処理する。廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を

十分告知の上処理を委託する。 

 

汚染容器及び包装： 

廃棄は、適用される地方、国、地域の法律および規制に従って行う必要がある。 

 

 14. 輸送上の注意  

国内輸送： 

陸上規制： 規定されていない。 

海上規制： 規定されていない。 

航空規制： 規定されていない。 

海上輸送(IMDG/IMO) ： 

国連番号： 規定されていない。 

適切な出荷名： 規定されていない。 

IMO クラス： 規定されていない。 

包装等級(ＰＧ) ： 規定されていない。 

IMOラベリング並びにマーキング： 規定されていない。 

EmS： 規定されていない。 

MARPOL 条約附属書２： 規定されていない。 

MARPOL条約附属書３： 規定されていない。 

輸送等級： 規定されていない。 

航空輸送(IATA/ICAO) 

国連番号： 規定されていない。 

品名： 規定されていない。 

IATA/ICAO クラス： 規定されていない。 

包装等級(ＰＧ) ： 規定されていない。 

IATA/ICAO ラベル付け： 規定されていない。 

旅客航空機： 規定されていない。 

貨物輸送機のみ： 規定されていない。 



輸送等級： 規定されていない。 

 

 

 15. 適用法令  

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 

（略称：医薬品医療機器等法／薬機法／旧薬事法）： 

  該当なし。 

 

毒物及び劇物取締法： 該当なし。 

 

労働安全衛生法： 

 第 57条 第 1項 

名称等を表示すべき有害物: 

トルエン 

第 57条 第 2項 

名称等を通知すべき有害物 

トルエン 

  危険物・引火性の物 

  第 3種有機溶剤等 

 

 

化学物質排出把握管理促進法（略称：PRTR法） 

  第１種指定化学物質 

1-ブロモプロパン、トルエン 

 

消防法： 

  該当なし。 

 

麻薬四法［麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法］： 

該当なし。 

 

 16. その他の情報  

    なし。 

 

 

 


