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安全データシート 

製品名 ケムアクア陽極液 AGE 

作成日 2011 年 2 月 17 日 

改訂日 2020 年 2 月 28 日 

 

1. 化学名及び会社情報 

化学品の名称 ：ケムアクア陽極液 AGE 

SDS No. ：GHS-0071 

会社名 ：京都電子工業株式会社 

住所 ：京都市南区吉祥院新田二の段町 68 

担当部門 ：品質保証部 

電話番号 ：075-691-4121 

FAX 番号 ：075-691-4127 

緊急時の連絡電話番号 ：075-691-4125 

 

2. 危険有害性の要約 

GHS 分類 ： 

 物理化学的危険性  

 爆発物 ：分類対象外 

 可燃性又は引火性ガス 

（化学的に不安定なガスを含む） 

：分類対象外 

 エアゾール ：分類対象外 

 支燃性又は酸化性ガス ：分類対象外 

 高圧ガス ：分類対象外 

 引火性液体 ：区分 2 

 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 ：区分外 

 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 

 金属腐食性化学品 ：分類できない 

 健康に対する有害性  
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 急性毒性 経口 ：区分 4 

 急性毒性 経皮 ：分類できない 

 急性毒性 吸入（気体） ：分類対象外 

 急性毒性 吸入（蒸気） ：分類できない 

 急性毒性 吸入（粉じん又はミスト） ：区分 4 

 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 ：分類できない 

 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 ：区分 2A 

 呼吸器感作性 ：分類できない 

 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 1B 

 特定標的臓器毒性（単回ばく露） ：区分 1（視覚器、全身毒性、中枢神経系） 

  ：区分２（肝臓、呼吸器） 

  ：区分 3（麻酔作用） 

 特定標的臓器毒性（反復ばく露） ：区分 1（視覚器、中枢神経系） 

  ：区分 2（甲状腺、呼吸器） 

 吸引性呼吸器有害性  

 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（長期間） ：分類できない 

 オゾン層への有害性 ：分類できない 

GHS ラベル要素  

 絵表示又はシンボル：  

 

     注意喚起語：  危険 

 危険有害性情報:  H336:眠気またはめまいのおそれ 

 H225:引火性の高い液体及び蒸気 

 H302:飲み込むと有害 

 H332:吸入すると有毒 

 H319:強い眼刺激 

 H317:アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 

 H351:発がんのおそれの疑い 

 H360:生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 

 H370:臓器(視覚器、全身毒性、中枢神経系)の障害 
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 H371:臓器(肝臓、呼吸器)の障害のおそれ 

 H372:長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(視覚器、中枢神経系)の障害 

 H373:長期にわたる、又は反復ばく露による臓器(甲状腺、呼吸器)の障害のおそ

れ 

 H401:水生生物に毒性 

 注意書き:  

  安全対策：  P261:粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。 

 P271:屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 

 P210: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。 

 P233:容器を密閉しておくこと。 

 P240:容器を接地すること／アースをとること。 

 P242:火花を発生させない工具を使用すること。 

 P243:静電気放電に対する予防措置を講ずること。 

 P280:保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 

 P264-1:取扱い後は手をよく洗うこと。 

 P270:この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 

 P272:汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 

 P201:使用前に取扱説明書を入手すること。 

 P202:全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 

 P260:粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 

 P273:環境への放出を避けること。 

   応急措置：  P304+P340: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。 

 P312:気分が悪いときは医師に連絡すること。 

 P303+P361+P353:皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類

を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。 

 P370+P378-1:火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。 

 P301+P312:飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること。 

 P330:口をすすぐこと。 

 P305+P351+P338:眼に入った場合：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。 

 P337+P313:眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 

 P302+P352:皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。 

 P321-1:特別な処置が必要である（この SDS の第 4 項を見よ）。 

 P333+P313:皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当て

を受けること。 

 P362+P364:汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 
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 P308+P313:ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受け

ること。 

 P308+P311:ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 

 P314:気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること。 

  保管：  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。 

 P405:施錠して保管すること。 

 P403+P235:換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 

  廃棄：  P501-1:内容物／容器は、国際、国、都道府県、又は市町村の規則に従って廃

棄すること。 

 

3. 組成及び成分情報 

化学物質・混合物の区別 ：混合物 

化学名又は一般 ：情報なし 

成分 ： 

No. 成分名 CAS 番号 化学式 含有率 

1 メタノール 67-56-1 CH3OH 50-60% 

2 プロピレンカーボネート 108-32-7 C4H6O3 10-20% 

3 ジエタノールアミン 111-42-2 (HOCH2CH2)2NH 5-15% 

4 1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン 80-73-9 C5H10N2O 5-15% 

5 1,3-ジ-(4-ピリジル)プロパン 17252-51-6 C13H14N2 5-15% 

6 二酸化硫黄 7446-09-5 SO2 3-8% 

7 ヨウ素 7553-56-2 I2 1-2% 

 

No. 
化審法 

官報公示整理番号 

安衛法 

官報公示整理番号 

安衛法 

通知物質 

化管法 

（PRTR 法） 

1 (2)-201 公表化学物質 560 － 

2 (5)-524,(7)-737 公表化学物質 該当しない － 

3 (2)-302,(2)-354 公表化学物質 219 － 

4 (5)-5427 8-(2)-422 該当しない － 

5 該当番号なし 8-(1)-1741 該当しない － 

6 (1)-536 公表化学物質 414 － 

7 該当番号なし 
名称等を表示し、又は通知すべき

危険物及び有害物 
606 － 

 

4. 応急措置 

吸入した場合：  P340: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。 
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 P312:気分が悪いときは医師に連絡すること。 

皮膚に付着した場合：  P352-1:多量の水と石けん(鹸)で洗うこと。 

 P321-2:特別な処置が必要である。 

 P333+P313:皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当

てを受けること。 

 P362+P364:汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること 

眼に入った場合：  P351+P338: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。 

 P337+P313:眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 

飲み込んだ場合：  P330+P331:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 

 P310:直ちに医師に連絡すること 

 

5. 火災時の措置 

消火剤：  水溶性液体用泡、二酸化炭素、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩 

使ってはならない消火剤：  水（棒状水、高圧水） 

 

6. 漏出時の措置 

人体に対する注意事項、保

護具及び緊急時措置： 

 付近の着火源・高温体および付近の可燃物を素早く取り除くこと。 

 作業の際には適切な保護具（「８．ばく露防止及び保護措置」の項を参照）を

着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避けること 

環境に対する注意事項：  流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意するこ

と。 

封じ込め及び浄化の方法 

及び機材： 

 火花を発生しない安全な用具を使用すること。 

 乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収すること。大量の流出には

盛土で囲って流出を防止すること。 

 漏出したものは密閉容器に回収し、産業廃棄物として適切に処理すること。 

 

7. 取扱い及び保管上の注意 

取扱い  

 技術的対策（局所排気、 全体換気等）： 

   密閉式の設備、局所排気装置、または全体換気設備のある場所で取り扱うこ

と。作業場の換気を十分行う。発散した蒸気(粉塵)を吸い込まないようにする。 

 安全取扱い注意事項：  周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。この製品を使用する時に、

飲食又は喫煙をしないこと。吸入又は飲み込まないこと。粉じんを吸入しないこ

と。取扱い後はよく手を洗うこと。 
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 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 

 接触回避：  情報なし 

保管 

 安全な保管：  P403+P235:換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。火気、

熱源から遠ざけて保管する。 

 安全な容器包装材料：  密閉した容器で保存すること。 

 

8. 暴露防止及び保護措置 

管理濃度： 

 安衛法 

  成分名 ：ヨウ素 

  200ppm    

許容濃度： 

 日本産業衛生学会 

  成分名 ：メタノール 

  200ppm、260mg/m3 （皮膚） （2016 年）  

  成分名 ：ヨウ素 

  0.1ppm、1mg/m3  （2018 年）  

 ACGIH 

  成分名 ：メタノール 

  200ppm、262mg/m3 

250ppm、328mg/m3 

（皮膚） 

（皮膚） 

（2016 年） 

（2016 年） 

[TWA] 

[STEL] 

  成分名 ：ジエタノールアミン 

  0.2ppm、1mg/m3  (IFV) （皮膚） （2016 年） [TWA] 

  成分名 ：二酸化硫黄 

  0.25ppm  （2017 年） [STEL] 

  成分名 ：ヨウ素 

  0.01ppm 

0.1ppm 

（吸引性画分および蒸気） 

（蒸気画分） 

（2018 年） 

（2018 年） 

[TWA] 

[STEL] 

※TWA (Time Weighted Average:時間加重平均) 

毎日繰り返しばく露したときほとんどの労働者に悪影響がみられないような大気中の物質濃度の時間加重平

均値で、通常、労働時間が 8 時間／日及び 40 時間／週での値。 

※STEL (Short Term Exposure Limit：短時間ばく露許容濃度） 

労働者が作業中の任意の時間にこの値を超えてばく露してはならない 15 分間の時間加重平均値。 

STEL が設定されている場合のばく露は、15 分を超えて続いてはならず、また１日 4 回以内でそれぞれの間に

60 分以上の間隔がなければならない。 

設備対策 
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 安全な保管：  作業者が直接触れたり、ばく露したりしないようにすること。 

 気中濃度を推奨されたばく露濃度以下に保つために、工程の密閉化、局所排

気、その他の設備対策を実施すること。 

 排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにすること。 

保護具 

 呼吸用保護具： 

手の保護具： 

眼の保護具： 

皮膚及び身体の保護具： 

 適切な呼吸器保護具を着用すること。 

 保護手袋を着用すること。 

 眼の保護具を着用すること。 

 保護衣を着用すること。 

 

9. 物理的及び化学的性質 

外観（物理的状態、形状、色など） 

 物理的状態 

色 

：液体 

：淡黄色～赤褐色透明液体 

臭い ：刺激臭 

pH ：情報なし 

融点・凝固点 ：情報なし 

沸点、初留点及び沸騰範囲  ：製品データなし 

成分：メタノール 64.6 ℃ 101.325 kPa [1] 

成分：プロピレンカーボネート 242 ℃ [2] 

成分：ジエタノールアミン 268.8 ℃ 101.325 kPa [1] 

成分：1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン 220 ℃ 754 mmHg 

成分：ヨウ素 184 ℃ [3] 

引火点 ：13.5℃ 

燃焼又は爆発範囲の下限 ：製品データなし 

成分：メタノール 6 vol% [4] 

成分：プロピレンカーボネート 1.8 vol% [5] 

成分：ジエタノールアミン 1.7 vol% [6] 

成分：1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン 1.3 vol% 

燃焼又は爆発範囲の上限 ：製品データなし 

成分：メタノール 36.5 vol% [4] 

成分：プロピレンカーボネート 14.3 vol% [5] 

成分：ジエタノールアミン 9.8 vol% [6] 

成分：1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン 8.4 vol% 

蒸気圧 ：製品データなし 

成分：メタノール 127.9 hPa 20 ℃ [7] 

成分：プロピレンカーボネート 0.045 mmHg 25 ℃［8] 
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成分：ジエタノールアミン 0.0028 hPa 25 ℃ [9] 

成分：ヨウ素 100 Pa 20 ℃ [10] 

比重（相対密度） ：0.97 20 ℃ 

溶解度 

 水に対する溶解度 

溶媒に対する溶解度 

：情報なし 

：情報なし 

n-オクタノール／水分配係数 ：情報なし 

自然発火温度 ：製品データなし 

成分：メタノール 464 ℃ [11] 

成分：プロピレンカーボネート 435 ℃ [5] 

成分：ジエタノールアミン 662 ℃ [1] 

分解温度 ：情報なし 

その他のデータ ：粘度：2.26cst (14℃) 

 

10. 安定性及び反応性 

反応性 ：情報なし 

化学的安定性 ：通常の貯蔵・取り扱い条件では安定である。 

危険有害反応可能性 ：情報なし 

避けるべき条件 ：特記事項なし 

混触危険物質 ：情報なし 

危険有害な分解生成物 ：情報なし 

 

11. 有害性情報 

急性毒性： 

 メタノール 

  LD50（経口） ヒト 1400mg/kg  [12]  

  LDLo（経皮） サル 393mg/kg  [7] 

  LC50（蒸気） ラット 64000ppm(4H)  [13] 

  LC50（粉じん，ミスト） ラット 145000ppm(1H)  [13] 

 プロピレンカーボネート 

  LD50（経口） ラット 5000mg/kg [14] 

  LD50（経皮） ウサギ 3000mg/kg [14] 

  LC50（蒸気） ウサギ 20000ppm(4H) [5] 

 ジエタノールアミン 

  LD50（経口） ラット 1600mg/kg [9] 

  LD50（経皮） ウサギ 13000mg/kg [9] 
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  LC50（粉じん，ミスト） ラット 1476 ppm未満(1.75H)  [9] 

 1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン 

  LD50（経口） ラット 1190μL/kg [15] 

  LD50（経皮） ウサギ 930μL/kg [15] 

 二酸化硫黄 

  LC50（気体） ラット 593 ppm超1319 ppm未満(4H) [16] 

 ヨウ素 

  LD50（経口） ラット 14000mg/kg [9] 

  LD50（経皮） ウサギ 1450mg/kg [10] 

  LCLo（蒸気） ラット 800mg/m3(1H) [9] 

  LC50（粉じんん，ミスト） ラット 4.588 mg/L超(4H) [10] 

皮膚腐食性及び皮膚刺激性： 

 ヨウ素 区分 2 

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性： 

 製品 区分 2A 

 メタノール 区分 2B 

 プロピレンカーボネート 区分 2A 

 ジエタノールアミン 区分 2A 

 二酸化硫黄 区分 2A 

 ヨウ素 区分 2 

呼吸器感作性又は皮膚感作性： 

 [皮膚]： 

 製品 区分 1 

 ヨウ素 区分 1 

発がん性： 

 製品 区分２ 

 ジエタノールアミン 区分２ 

生殖毒性： 

 製品 区分 1B 

 メタノール 区分 1B 

 ジエタノールアミン 区分 2 

 ヨウ素 区分 2 

特定標的臓器毒性 単回ばく露： 

 製品 区分 1（視覚器、全身毒性、中枢神経系) 

  区分 2（肝臓、呼吸器） 

  区分 3（麻酔作用） 

 メタノール 区分 1（視覚器、全身毒性、中枢神経系) 

  区分 3（麻酔作用） 
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 ジエタノールアミン 区分 1（肝臓） 

  区分 2（腎臓） 

  区分３（気道刺激性） 

 二酸化硫黄 区分 1（呼吸器） 

 ヨウ素 区分 1（呼吸器） 

特定標的臓器毒性 反復ばく露： 

 製品 区分 1（視覚器、中枢神経系) 

  区分 2（甲状腺、呼吸器） 

 メタノール 区分 1（視覚器、中枢神経系) 

 ジエタノールアミン 区分 2（肝臓、血液、腎臓） 

 二酸化硫黄 区分 1（呼吸器） 

 ヨウ素 区分 1（甲状腺） 

 

12. 環境影響情報 

生態毒性： 

 メタノール 

  L(E)C50(48H) 甲 殻 類 ( 又 は エ ビ 類 、 ヨ コ エ ビ 類 、 ア                   

ミ類)(Daphnia magna)  

10000mg/L超 [7]  

  L(E)C50(96H) 魚類(Lepomis macrochirus) 15400mg/L [7] 

  L(E)C50(96H) 藻類(又は他の水生生物) 

(Chaetoceros calcitrans) 

10000mg/L超20000 

mg/L未満 

[19] 

 プロピレンカーボネート 

  L(E)C50(48H) 甲 殻 類 ( 又 は エ ビ 類 、 ヨ コ エ ビ 類 、 ア                   

ミ類)(Daphnia magna)  

1000 mg/L超 [5]  

  L(E)C50(72H) 藻類(又は他の水生生物) 

(Scenedesmus subspicatus) 

900mg/L超 [5] 

  L(E)C50(96H) 魚類(Cyprinus carpio) 1000mg/L超 [5] 

 ジエタノールアミン 

  L(E)C50(48H) 甲殻類(又はエビ類、ヨコエビ類、アミ

類)(Ceriodaphnia dubia) 

30mg/L [9]  

  L(E)C50(96H) 藻類(又は他の水生生物) 

(Pseudokirchneriella subcapitata) 

2.2mg/L [9] 

  L(E)C50(96H) 魚類(Pimephales promelas) 1370mg/L [9] 

 1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン 

  L(E)C50(48H) 甲殻類(又はエビ類、ヨコエビ類、アミ類) 100mg/L以上  

  L(E)C50(96H) 魚類 100mg/L  

 ヨウ素 
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  L(E)C50(48H) 甲 殻 類 ( 又 は エ ビ 類 、 ヨ コ エ ビ 類 、 ア                   

ミ類)(Daphnia magna)  

0.16mg/L [20] 

  L(E)C50(96H) 魚類(Oncorhynchus mykiss) 0.53mg/L [20] 

水生環境有害性（急性）： 

 製品 区分 3 

 ジエタノールアミン 区分 2 

 1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン 区分 3 

 ヨウ素 区分 1 

水生環境有害性（長期間）： 

 ジエタノールアミン 区分 3 

 1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン 区分 3 

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：  情報なし 

 

13. 廃棄上の注意 

残余廃棄物：  焼却処理する場合は、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却するこ

と。又は焼却炉の火室へ噴霧し焼却すること。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発

生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処

理すること。 

 特別管理産業廃棄物（廃油）に該当する場合は、特別管理産業廃棄物処理基準

に従い、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をすること。 

 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者と委託契約（マニフェスト）を

して処理をする。 

汚染容器及び包装：  許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約して処理する 

 空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去した後に処分する。 

 

14. 輸送上の注意 

国際規制：  

 海上輸送：  

  国連番号：  UN1230 

  国連分類：  3 

  副次危険性：  6.1 

  容器等級：  Ⅱ 

 航空輸送：  
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  国連番号：  UN1230 

  国連分類：  3 

  副次危険性：  6.1 

  容器等級：  Ⅱ 

国内規制：  「15．適用法令」を遵守すること。 

海上輸送時は、船舶安全法、海洋汚染防止法に定めるところに従うこと。 

航空輸送時は、航空法の定めるところに従うこと。 

消防法に定められた運送方法に従うこと。 

 海上規制情報：  船舶安全法の規則に従う。 

 航空規制情報：  航空法の規則に従う。 

 陸上規制情報：  消防法の規則に従う。 

 

15. 適用法令 

化学物質排出把握管理促進法： 

 ・非該当 

労働安全衛生法： 

 ・特定化学物質等障害予防規則 第 3 類物質 

  二酸化硫黄(3-8%) 

 ・有機溶剤中毒予防規則 第 2 種有機溶剤等 

  メタノール(50-60%) 

 ・表示義務対象物質（法 56，57 条） 

  メタノール(50-60%) 

ジエタノールアミン(5-15%) 

二酸化硫黄(3-8%) 

ヨウ素(1-2%) 

 ・文書交付義務対象物質（法 57 条の 2） 

  メタノール(50-60%) 

ジエタノールアミン(5-15%) 

二酸化硫黄(3-8%) 

ヨウ素(1-2%) 

毒物及び劇物取締法： 

 ・非該当 

消防法： 

 ・危険物 第四類 引火性液体 第一石油類 水溶性液体 危険等級Ⅱ 

化学物質の審査および製造等の規制に関する法律： 

 ・優先評価化学物質 

  メタノール(50-60%) 
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ジエタノールアミン(5-15%) 

労働基準法   法 75 条第 2 項（療養補償）： 

 ・疾病化学物質 

  メタノール(50-60%) 

二酸化硫黄(3-8%) 

ヨウ素(1-2%) 

船舶安全法： 

 ・引火性液体類 

航空法： 

 ・引火性液体 

 

16. その他の情報 

引用文献 

[1] CRC:CRC Handbook of Chemistry and Physics Vol.88 

[2] 米国国立医学図書館（NLM）：Hazardous Substances Data Bank (HSDB) 2003 

[3] IPCS: International Chemical Safety Cards（ICSC)（日本語版） 

[4] The Merck Index Vol.14 

[5] ECB: International Uniform Chemical Information Database (IUCLID) 2000 

[6] IPCS: International Chemical Safety Cards（ICSC) 2002 

[7] OECD SIDS: Initial Assessment Report 2004 

[8] PHYSPROP Database 

[9] OECD SIDS: Initial Assessment Report 2009 

[10] CRC：CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th 

[11] IPCS: International Chemical Safety Cards（ICSC)（日本語版） 2000 

[12] DFG: Occupational Toxicants Critical Data Evaluation for MAK Values and Classification 

of Carcinogens (DFGOT) 2001 

[13] U.S. HPV Challenge Program:High Production Volume Information System (HPVIS) 

2001 

[14] U.S. HPV Challenge Program: Robust Summaries and Test Plans 2005 

[15] Registry of Toxic Effects of Chemical Substances（RTECS) 

[16] ATSDR: Toxicological Profile 1998 

[17] Patty’s Toxicology Vol.5th 2001 

[18] EU REACH 登録データ 

[19] U.S. EPA: ECOTOX Database 

[20] European Center of Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC)： Technical 

Report 91 2003 

記載内容の問い合わせ先 
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会社名 ：京都電子工業株式会社 

住所 ：京都市南区吉祥院新田二の段町 68 

担当部門 ：品質保証部 

電話番号 ：075-691-4121 

FAX 番号 ：075-691-4127 

緊急連絡電話番号 ：075-691-4125 

その他 

 記載内容は現時点で入手できた資料や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ついては情報

の完全さ･正確さを保証するものではありません。また、記載事項は通常の取扱いを対象としております。特別な取

扱いをする場合は新たに用途･用法に適した安全対策を実施の上、取扱いをお願いします。 

 


