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1項 化学物質等及び会社情報
1.1 製品特定名
データなし
1.2 推奨用途及び使用上の制限
データなし
1.3 製品安全データシートの供給者情報
データなし
1.4 緊急時の連絡先
データなし

2項 危険有害性の要約
2.1 物質又は混合物の分類
データなし
2.2 ラベル要素
データなし
2.3 重要な危険有害性
データなし

3項 組成及び成分情報
3.1/3.2 単一製品/混合物
データなし
有害成分

4項 応急措置
4.1 応急措置
データなし
4.2 最も重要な兆候及び症状、予想される急性症状及び遅発性症状
データなし
4.3 医師に対する特別な注意事項
データなし

5項 火災時の措置
5.1 消火剤
データなし
5.2 火災時の特有な危険有害性
データなし
5.3 消火を行う者の保護
データなし

6項 漏出時の措置
6.1 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置
データなし
6.2 環境保護の対策・手段
データなし
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6.3 封じ込め及び浄化方法・機材
データなし
6.4 他の項を参照
データなし

7項 取扱い及び保管上の注意
7.1 安全取扱い注意事項
データなし
7.2 混触危険物質情報を含む安全な保管条件
データなし
7.3 特定用途
データなし

8項 ばく露防止及び保護措置
8.1 管理パラメーター
データなし
8.2 設備対策
データなし

9項 物理的及び化学的性質
9.1 物理的及び化学的特性に関する情報

パラメーター 方法 - 源泉、出典 - 注意

気化速度 確定されていない

融点/融解範囲 確定されていない

沸点また初留沸点及び沸騰範囲 確定されていない

引火性 確定されていない

爆発の上限値 確定されていない

爆発の下限値 確定されていない

引火点 (°C) 確定されていない

自然発火温度 確定されていない

分解温度 確定されていない

ｐH値 確定されていない

溶解 (g/L) で 確定されていない

脂肪溶解性 確定されていない

水溶解度 確定されていない

ｎ-オクタノール/水の分配係数 確定されていない

蒸気圧 確定されていない

蒸気密度 確定されていない

比重 確定されていない

頁 2/4



安全データシート EU Regulation
No. 1907/2006 に従って (REACH)
印刷日 19.10.2021
加工された日付 19.10.2021
バージョン 1.0

パラメーター 方法 - 源泉、出典 - 注意

粒子特性 確定されていない

9.2 その他の指示
データなし

10項 安定性及び反応性
10.1 反応性
情報は何もない.
10.2 安定性
情報は何もない.
10.3 危険有害反応可能性
情報は何もない.
10.4 避けるべき条件
情報は何もない.
10.5 混触危険物質
情報は何もない.
10.6 危険有害な分解生成物
情報は何もない.

11項 有害性情報
11.1 毒性学的影響に対する情報
情報は何もない.

12項 環境影響情報
12.1 毒性
情報は何もない.
12.2 残留性及び分解性
情報は何もない.
12.3 生物濃縮性
情報は何もない.
12.4 土壌中の移動性
情報は何もない.
12.5 PBT及びｖPvB評価結果
情報は何もない.
12.6 その他の有害な影響
情報は何もない.

13項 廃棄上の注意
13.1 廃棄物処理方法
データなし

14項 輸送上の注意
陸上輸送 (ADR/RID) 海上輸送 (IMDG) 航空輸送 (ICAO-TI / IATA-DGR)
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陸上輸送 (ADR/RID) 海上輸送 (IMDG) 航空輸送 (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN番号 非該当 非該当 非該当

14.2 輸送のための、公式名称 非該当 非該当 非該当

14.3 等級 非該当 非該当 非該当

14.4 包装等級 非該当 非該当 非該当

14.5 環境に有害である 非該当 非該当 非該当

14.6
使用者向けの特別な予防処置

非該当 非該当 非該当

14.7
IMO設備による海上ばら積み輸送

非該当 非該当 非該当

15項 適用法令
15.1 物質又は混合物に対する安全、保健及び環境に関する規定/法規
データなし
15.2 化学物質安全性評価
データなし

16項 その他の情報
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