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1 化化化化化化化化製製製製化化化化びびびび会会会会会会会会会会会会会会会会

· 製製製製製製製製製製製製製製製製製製製製

· 商商商商製製製製製製製製: Cadmium Standard: 5000 µg/g Cd in 75 cSt Hydrocarbon Oil [50g bottle]

· 製製製製製製製製製製製製製製製製: 5190-8743
· 化化化化化化化化化化化化化化化化／／／／混混混混混混混混化化化化のののの関関関関関関関関製製製製製製製製関関関関関関関関化化化化びびびび使使使使関関関関使使使使使使使使関関関関関関関関 ここにこ詳詳な関関会会は得らこなら。
· 化化化化化化化化化化化化化化化化／／／／調調調調製製製製化化化化のののの適適適適関関関関試試試試関試試化化
· 製製製製製製製製製製製製／／／／供供供供供供供供製製製製:
Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara, CA 95051
USA

· ここここのののの他他他他会会会会会会会会のののの問問問問らららら混混混混わわわわわわわわ先先先先: e-mail: pdl-msds_author@agilent.com
· 緊緊緊緊緊緊緊緊関関関関緊緊緊緊先先先先緊緊緊緊緊緊緊緊製製製製製製製製: CHEMTREC®:  +(81)-345209637

2 危危危危危危危危危危危危危危危危危危危危のののの要要要要要要要要

· 化化化化化化化化化化化化化化化化ままままままままはははは混混混混混混混混化化化化にににに関関関関すすすすにににに分分分分分分分分

健健に危危

吸吸危吸吸吸危危危　区分1 H304飲み込んん気気に侵侵すにす生生に危危のののこ

緊危急危(経経)　区分4 H302飲み込むす危危

緊危急危(経経)　区分4 H312経皮に接接すにす危危

緊危急危(吸侵)　区分4 H332吸侵すにす危危

水生水水危危危(慢危急危)　区分3 H412長長長長長長長にににに水生生化に危危

· ララララララララララララ要要要要要要要要
· GHSララララララララララララ要要要要要要要要
本製製はGHS(化化製の分分のにび表表に関すに世世調世デシシシ)ににこ分分化び表表さこにらに。

· 絵絵絵絵表表表表表表表表

GHS07 GHS08

· 注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注危危

· 危危危危危危危危すすすす製製製製めめめめららららここここまままま成成成成分分分分ををををララララララララララララ表表表表表表表表:
White mineral oil

· 危危危危危危危危危危危危危危危危危危危危会会会会会会会会
H302+H312+H332飲み込んんこ，経皮に接接しまこ，吸侵すにす危危
H304 飲み込んん気気に侵侵すにす生生に危危のののこ

H412 長長長長長長長にににに水生生化に危危

· 注注注注注注注注注注注注きききき
P280 保保保保/保保保/保保保保/顔保保顔の着関。
P261 粉じん/煙/ガシ/ミシデ/蒸気/シススペの吸侵を避けにこす。
P301+P310飲み込んん場混：まんたに急化セセデペ/医医に関緊すにこす。
P321 製特な処処が必要んでに（このラララのを見に）。

P405 施施しに保保すにこす。

P501 現現/現地/国/国国国製に従ら内内化･内吸の露露
(2ペペペに長く)
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· のののののののの他他他他のののの危危危危危危危危危危危危危危危危危危危危
· PBT（（（（残残残残残残残残危危危危、、、、生生生生化化化化生生生生生生生生危危危危、、、、急急急急危危危危化化化化化化化化））））化化化化びびびびｖｖｖｖPvB（（（（高高高高残残残残残残残残危危危危、、、、高高高高生生生生化化化化生生生生生生生生危危危危化化化化化化化化））））アアアアセセセセシシシシアアアアセセセセデデデデ
· PBT （（（（残残残残残残残残危危危危、、、、生生生生化化化化生生生生生生生生危危危危、、、、急急急急危危危危化化化化化化化化））））: 該該なし。
· vPvB（（（（高高高高残残残残残残残残危危危危、、、、高高高高生生生生化化化化生生生生生生生生危危危危化化化化化化化化））））: 該該なし。

3 組組組組成成成成／／／／成成成成分分分分会会会会会会会会

· 化化化化 化化化化 長長長長 製製製製 危危危危: 混混混混混混混混化化化化
· 説説説説説説説説: 混混化: 以以の成分からなに。

· 危危危危危危危危なななな含含含含危危危危成成成成分分分分:
CAS: 8042-47-5
RTECS: PY8047000

White mineral oil
 吸吸危吸吸吸危危危　区分1, H304

> 99%

RTECS: - Organo Cadmium Compound
 水生水水危危危(緊危急危)　区分1, H400; 水生水水危危危(慢危急危)

　区分1, H410;  緊危急危(経経)　区分4, H302; 緊危急危(経経)　区分4,
H312; 緊危急危(吸侵)　区分4, H332

< 1.0%

4 応応応応緊緊緊緊応応応応処処処処

· 応応応応緊緊緊緊処処処処処処処処にににに関関関関すすすすにににに説説説説説説説説
· 一一一一一一一一会会会会会会会会:
中急中中は時時がかなこ経経しま後に現こに場混もでにまめ、事事後事事 4 8 時時は医医の監監の

もすん経ごすこす。

· 吸吸吸吸らららら込込込込んんんんんんんん場場場場混混混混:
新新な空気を送こ込むこす。必要んでこで人人吸吸を行う。温め

に。中状がにくならなら場混には医医に関緊すにこす。

注意意説の場混は製製さわま中状ん横横きに寝かわ移送すに。

· 経経経経皮皮皮皮がががが接接接接ここここまままま場場場場混混混混: 直たに石石す水ん洗ら、にくすすよこす。
· 保保保保にににに侵侵侵侵ににににまままま場場場場混混混混: 瞼を開けままま、流水ん何分時か保をすすよこす。
· 飲飲飲飲みみみみ込込込込んんんんんんんん場場場場混混混混:
経ををすよこす。無無に嘔嘔さわにはらけなら。

直たに医製に関緊すにこす。

· 医医医医医医医医にににに対対対対すすすすにににに製製製製特特特特なななな注注注注注注注注事事事事注注注注:
· 事事事事もももも重重重重要要要要なななな緊緊緊緊危危危危化化化化びびびび慢慢慢慢危危危危のののの中中中中中中中中化化化化びびびび長長長長長長長長 ここにこ詳詳な関関会会は得らこなら。
· 何何何何ららららかかかかのののの即即即即時時時時医医医医即即即即処処処処処処処処化化化化びびびび製製製製特特特特特特特特即即即即のののの必必必必要要要要危危危危をををを表表表表すすすす兆兆兆兆兆兆兆兆 ここにこ詳詳な関関会会は得らこなら。

5 火火火火火火火火時時時時のののの応応応応処処処処

· 消消消消火火火火消消消消
· 適適適適適適適適なななな消消消消火火火火消消消消: 周周の中状に混わわま消火応処を取に。
· 本本本本化化化化化化化化化化化化化化化化ままままままままはははは混混混混混混混混化化化化かかかからららら発発発発生生生生すすすすにににに製製製製特特特特なななな危危危危危危危危危危危危
加加もしくは火火の国に危急ガシを発生すに可可危がでに。

· 消消消消消消消消消消消消横横横横けけけけアアアアアアアアアアアアアアアアシシシシ
· 製製製製特特特特なななな保保保保保保保保保保保保保保保保:
吸吸保保マシマを着関すにこす。

酸要ボセラ付き吸吸保保保保を着関すにこす。

6 漏漏漏漏露露露露時時時時のののの応応応応処処処処

· 人人人人人人人人にににに対対対対すすすすにににに注注注注注注注注事事事事注注注注、、、、保保保保保保保保保保保保化化化化びびびび緊緊緊緊緊緊緊緊時時時時応応応応処処処処消保防を着関すにこす。
(3ペペペに長く)
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· 水水水水水水水水関関関関関関関関環環環環消消消消応応応応処処処処:
河河、以水処無施下に流こ込んん場混には関関該関に関緊すにこす。

上以水処無施下でにらは土土に流侵さわにはならなら。

· 封封封封じじじじ込込込込めめめめ化化化化びびびび浄浄浄浄化化化化ののののままままめめめめのののの方方方方方方方方化化化化びびびび材材材材材材材材:
液人吸液材（砂、珪珪土、酸酸混消、ユユアペユラ酸混消、のがくお）ん吸液すにこす。

汚汚汚汚化を破汚化すしに処無すに国は、注項13に記記の方方ににに。
十分な換気を心がけに。

· 他他他他注注注注項項項項へへへへのののの言言言言化化化化
製製な取こ扱ら方に関しには注項7を参参すにこす。
人人に対すに保保保保の会会に関しには注項8を参参すにこす。
汚汚処分に関しには注項13を参参すにこす。

7 取取取取扱扱扱扱らららら・・・・保保保保保保保保上上上上のののの注注注注注注注注

· 取取取取扱扱扱扱らららら:
· 製製製製製製製製取取取取扱扱扱扱注注注注注注注注事事事事注注注注
作作場んは十分な換気、埃を吸ら取ににう心がけに。

涼しく乾乾しま場場に保保し、密密すにこす。

エアエペラの発生を消よこす。

· 火火火火火火火火ののののににににびびびび爆爆爆爆発発発発消消消消使使使使にににに関関関関すすすすにににに注注注注注注注注事事事事注注注注: 製特な応処は必要なら。

· 混混混混混混混混危危危危危危危危危危危危をををを含含含含めめめめまままま製製製製製製製製安安安安安安安安安安安安安安安安。。。。
· 保保保保保保保保:
· 保保保保保保保保場場場場場場場場ののののににににびびびび内内内内吸吸吸吸にににに関関関関すすすすにににに要要要要要要要要事事事事注注注注:
涼しら場場に保保すに。

製製の保保方方や輸送時の温温安安ににらには、製製製製説注を参参すにこす。

もすの内吸んのみ保保すにこす。

換気の良ら場場ん保保すにこす。火気や加熱から遠ざけにこす。

· 同同同同じじじじ場場場場場場場場にににに保保保保保保保保すすすすにににに国国国国のののの注注注注注注注注事事事事注注注注: 食材す離しに保保すにこす。
· 保保保保保保保保安安安安安安安安にににに関関関関すすすすににににのののののののの他他他他のののの注注注注注注注注事事事事注注注注: 内吸は密密しま中状に保にこす。
· 製製製製製製製製のののの事事事事最最最最関関関関関関関関 ここにこ詳詳な関関会会は得らこなら。

8 暴暴暴暴露露露露消消消消使使使使化化化化びびびび保保保保保保保保応応応応処処処処

· 技技技技技技技技下下下下保保保保のののの形形形形人人人人にににに関関関関すすすすにににに追追追追加加加加注注注注注注注注事事事事注注注注: のの他の申し立になし、 7 注参参

· 保保保保無無無無パパパパララララアアアアペペペペデデデデペペペペ
· 作作作作作作作作場場場場ににににののののららららにににに限限限限世世世世限限限限のののの監監監監監監監監をををを要要要要すすすすにににに成成成成分分分分:
本製製は作作場にのらに監監すに必要のでに限世限を持に成分は含まこにらなら。

· 追追追追加加加加注注注注注注注注事事事事注注注注: SDS試保の国、危有なリシデが使関さこま。

· ででででくくくく露露露露保保保保無無無無`
· 個個個個人人人人関関関関保保保保保保保保保保保保:
· 一一一一一一一一消消消消使使使使応応応応処処処処化化化化びびびび衛衛衛衛生生生生応応応応処処処処:
食化、飲材、飼材からは遠ざけにこす。

休休の前、作作最作後には保を洗うこす。

保に侵らならにう、まま経皮に接接しならにう注注すにこす。

· 吸吸吸吸吸吸吸吸保保保保保保保保吸吸吸吸保保保保:
短時時

もしくは負負が小さら場混には吸吸フフラデペ付保処を、集中長にでにらは長時時接こに場混には、酸要ボセラ付き

吸吸保保保保を使関すにこす。

Follow the OSHA respirator regulations found in 29 CFR 1910.134 or European Standard EN 149. Use a
NIOSH/MSHA or European Standard EN 149 approved respirator if exposure limits are exceeded or if
irritation or other symptoms are experienced

· 保保保保のののの保保保保保保保保保保保保:
保保の材化は化化／材材／調混消に対しに耐危がでこ、成分を通すこすがでににはならなら。

(4ペペペに長く)
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浸浸時時、浸経危のにび劣化の点を残注しながら保保の材化を選選すにこす。

使関さこに保保保保はEC指指89/686/EECの仕仕のにび関関すに試試EN374に試準しにらに必要がでこ

保保保保

· 保保保保保保保保材材材材
天 然 ゴ シ （ラ シ ッ マ シ）
ユデリラゴシ

· 保保保保保保保保材材材材のののの浸浸浸浸浸浸浸浸時時時時時時時時正正な浸浸時時ににらには保保保保アペメペに問ら混わわ、のこを遵遵すにこす。
· 保保保保のののの保保保保保保保保保保保保: 保保めがめ

9 化化化化無無無無長長長長化化化化びびびび化化化化化化化化長長長長危危危危化化化化

· 基基基基本本本本長長長長なななな化化化化無無無無化化化化びびびび化化化化化化化化製製製製危危危危にににに関関関関すすすすにににに会会会会会会会会
· 一一一一一一一一指指指指表表表表事事事事注注注注
· 外外外外外外外外:
形形形形: 油中

色色色色: ブラブセ

· 臭臭臭臭らららら: 石油のにうな

· 嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅嗅限限限限 決まににらなら。

· pH: 決まににらなら。

· 中中中中状状状状のののの変変変変化化化化
混混混混点点点点/混混混混融融融融融融融融融融融融: 決まににらなら。

沸沸沸沸点点点点/沸沸沸沸点点点点融融融融融融融融: 218 °C

· 吸吸吸吸火火火火点点点点: 115 °C

· 発発発発火火火火危危危危 (個個個個人人人人、、、、気気気気人人人人): 決まににらなら。

· 自自自自然然然然発発発発火火火火温温温温温温温温:

分分分分融融融融温温温温温温温温: 決まににらなら.

· 自自自自然然然然発発発発火火火火危危危危: スププマデは自然発火しなら

· 爆爆爆爆発発発発のののの危危危危危危危危: 決まににらなら.

· 爆爆爆爆発発発発限限限限世世世世:
以以以以限限限限: 決まににらなら.
上上上上限限限限: 決まににらなら.

· 蒸蒸蒸蒸気気気気蒸蒸蒸蒸: 決まににらなら。

· 密密密密温温温温 要要要要 20 °C: 0.862 g/cm³
· 相相相相対対対対長長長長密密密密温温温温 決まににらなら.
· 蒸蒸蒸蒸気気気気密密密密温温温温 決まににらなら.
· 気気気気化化化化気気気気温温温温 決まににらなら.

· 以以以以以以以以成成成成分分分分ににににののののけけけけにににに消消消消世世世世危危危危/すすすすのののの混混混混世世世世危危危危
水水水水: 混ぜ混わわらこなら、ほすんほ混ぜ混わわらこなら。

· n-オオオオママママデデデデオオオオペペペペララララ／／／／水水水水分分分分水水水水関関関関水水水水: 決まににらなら。

· 粘粘粘粘温温温温（（（（粘粘粘粘危危危危粘粘粘粘））））:
力力力力化化化化長長長長: 決まににらなら.
運運運運運運運運危危危危: 決まににらなら。

(5ペペペに長く)
 JP 
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· のののののののの他他他他のののの会会会会会会会会 ここにこ詳詳な関関会会は得らこなら。

10製製製製製製製製危危危危化化化化びびびび反反反反応応応応危危危危

· 反反反反応応応応危危危危通通の使関安安んは、製製。
· 化化化化化化化化長長長長製製製製製製製製危危危危通通の使関安安んは、製製。
· 加加加加分分分分融融融融/回回回回避避避避すすすすすすすすきききき安安安安安安安安: 加加もしくは火火の国に危急ガシを発生すに可可危がでに。
· 危危危危危危危危危危危危危危危危反反反反応応応応可可可可可可可可危危危危危危な反応は注きにらなら。
· 避避避避けけけけににににすすすすきききき安安安安安安安安加。
· 意意意意適適適適混混混混化化化化化化化化: 強酸化消。
· 危危危危危危危危危危危危危危危危なななな分分分分融融融融生生生生成成成成化化化化: 加加もしくは火火の国に危急ガシを発生すに可可危がでに。

11危危危危危危危危危危危危会会会会会会会会

· 急急急急危危危危化化化化長長長長長長長長長長長長にににに関関関関すすすすにににに会会会会会会会会
· 緊緊緊緊危危危危急急急急危危危危:
· 初初初初長長長長初初初初初初初初作作作作関関関関:
· 経経経経皮皮皮皮皮皮皮皮食食食食危危危危化化化化びびびび経経経経皮皮皮皮初初初初初初初初危危危危: 初初作関はなら。
· 保保保保にににに対対対対すすすすにににに重重重重重重重重なななな損損損損損損損損危危危危損損損損はははは保保保保初初初初初初初初危危危危: 初初作関はなら。
· 吸吸吸吸吸吸吸吸吸吸吸吸呼呼呼呼作作作作危危危危損損損損はははは経経経経皮皮皮皮呼呼呼呼作作作作危危危危: 呼作作関はなら。
· 急急急急危危危危にににに関関関関すすすすにににに補補補補補補補補注注注注注注注注事事事事注注注注:
調混に関すにEUの事新の一一分分ガアアラアセの計計ににこで、本製製は以以の危危が見込まこに:
急危がでに

12水水水水水水水水長長長長長長長長会会会会会会会会

· 急急急急危危危危
· 水水水水生生生生水水水水水水水水危危危危危危危危危危危危: ここにこ詳詳な関関会会は得らこなら。
· 持持持持長長長長危危危危化化化化びびびび分分分分融融融融危危危危追加長な関関会会は得らこにらまわん。
· 水水水水水水水水デデデデシシシシシシシシシシシシににににののののけけけけにににに作作作作関関関関:
· 生生生生人人人人内内内内生生生生生生生生可可可可 ここにこ詳詳な関関会会は得らこなら。
· 土土土土土土土土内内内内移移移移運運運運危危危危 ここにこ詳詳な関関会会は得らこなら。
· 生生生生状状状状急急急急危危危危:
· 保保保保備備備備: 魚分にまらしに急危がでに
· のののののののの他他他他のののの水水水水水水水水にににに関関関関すすすすにににに注注注注注注注注
· 一一一一一一一一注注注注注注注注事事事事注注注注:
水への危危温分分2(アアドの国製)():水に対すに危危危でこ
現以水、河河でにらは以水下保に流しにはならなら。

現以に少少流こ込んんも飲材水を汚汚すに。

水生生化にすこ急危がでに

· PBT（（（（残残残残残残残残危危危危、、、、生生生生化化化化生生生生生生生生危危危危、、、、急急急急危危危危化化化化化化化化））））化化化化びびびびｖｖｖｖPvB（（（（高高高高残残残残残残残残危危危危、、、、高高高高生生生生化化化化生生生生生生生生危危危危化化化化化化化化））））アアアアセセセセシシシシアアアアセセセセデデデデ
· PBT（（（（残残残残残残残残危危危危、、、、生生生生化化化化生生生生生生生生危危危危、、、、急急急急危危危危化化化化化化化化））））化化化化びびびびｖｖｖｖPvB（（（（高高高高残残残残残残残残危危危危、、、、高高高高生生生生化化化化生生生生生生生生危危危危化化化化化化化化））））アアアアセセセセシシシシアアアアセセセセデデデデ該該なし。
· vPvB （（（（高高高高残残残残残残残残危危危危、、、、高高高高生生生生化化化化生生生生生生生生危危危危化化化化化化化化））））: 該該なし。
· のののののののの他他他他のののの副副副副作作作作関関関関追加長な関関会会は得らこにらまわん。

13汚汚汚汚汚汚汚汚上上上上のののの注注注注注注注注

· 汚汚汚汚汚汚汚汚化化化化処処処処無無無無方方方方方方方方
· 勧勧勧勧勧勧勧勧: 家家ごみすはらにしごに処分んきなら。以水処無施下に流しにはならなら。
· ヨヨヨヨペペペペププププッッッッパパパパのののの汚汚汚汚汚汚汚汚化化化化メメメメデデデデププププカカカカ EWCから汚汚化キペキセアペを注熱す処無に応じに割こ該にに必要がでこます。

(6ペペペに長く)
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· 洗洗洗洗浄浄浄浄ささささここここににににららららなななならららら内内内内吸吸吸吸:
· 勧勧勧勧勧勧勧勧: 関関該関の国規に従にに処分すに。

14輸輸輸輸送送送送上上上上のののの注注注注注注注注

· 国国国国関関関関製製製製製製製製
· ADR, ADN, IMDG, IATA 使関んきなら

· ADR, ADN, IMDG, IATA 使関んきなら

· 輸輸輸輸送送送送危危危危危危危危ママママララララシシシシ

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 分分分分分分分分 使関んきなら

· 内内内内吸吸吸吸のののの分分分分分分分分
· ADR, IMDG, IATA 使関んきなら

· 水水水水水水水水へへへへのののの危危危危危危危危:
· 海海海海のののの汚汚汚汚汚汚汚汚化化化化化化化化: ららい

· ユユユユペペペペユユユユペペペペ関関関関製製製製特特特特環環環環消消消消応応応応処処処処 該該なし。

· ママママララララママママペペペペララララ安安安安要要要要（（（（MARPOL73／／／／78)
付付付付付付付付注注注注ⅡⅡⅡⅡ化化化化びびびびIBCココココペペペペアアアアにににに試試試試じじじじままままアアアアララララママママ輸輸輸輸送送送送会会なし

· 国国国国関関関関「「「「模模模模融融融融国国国国模模模模」」」」: - 

15適適適適関関関関方方方方指指指指

· 該該該該該該該該該該該該化化化化化化化化ままままままままはははは混混混混混混混混化化化化にににに対対対対すすすすにににに製製製製製製製製、、、、衛衛衛衛生生生生化化化化びびびび水水水水水水水水国国国国模模模模・・・・方方方方法法法法
· フフフフフフフフリリリリフフフフセセセセ化化化化化化化化製製製製製製製製化化化化化化化化化化化化化化化化項項項項化化化化
製にの内内成分はリシデアッスさこにらに

· オオオオペペペペシシシシデデデデララララリリリリアアアア化化化化化化化化化化化化化化化化項項項項化化化化
製にの内内成分はリシデアッスさこにらに

· 医医医医医医医医製製製製・・・・急急急急化化化化リリリリシシシシデデデデ作作作作成成成成のののの統統統統一一一一基基基基試試試試
内内成分はリシデアッスさこにらなら

· 化化化化化化化化方方方方
· 既既既既既既既既化化化化化化化化化化化化化化化化
8042-47-5 White mineral oil

Organo Cadmium Compound

· 製製製製製製製製化化化化化化化化化化化化化化化化
内内成分はリシデアッスさこにらなら

· 監監監監監監監監化化化化化化化化化化化化化化化化、、、、旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧監監監監監監監監化化化化化化化化化化化化化化化化、、、、旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧旧監監監監監監監監化化化化化化化化化化化化化化化化
内内成分はリシデアッスさこにらなら

· 優優優優先先先先優優優優優優優優化化化化化化化化化化化化化化化化
内内成分はリシデアッスさこにらなら

· 白白白白化化化化化化化化
内内成分はリシデアッスさこにらなら

· 既既既既既既既既化化化化化化化化化化化化化化化化製製製製製製製製危危危危点点点点既既既既酸酸酸酸既既既既（（（（分分分分融融融融危危危危・・・・生生生生生生生生危危危危
内内成分はリシデアッスさこにらなら

(7ペペペに長く)
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· 既既既既既既既既化化化化化化化化化化化化化化化化製製製製製製製製危危危危点点点点既既既既酸酸酸酸既既既既（（（（急急急急危危危危））））
内内成分はリシデアッスさこにらなら

· GHSララララララララララララ要要要要要要要要
本製製はGHS(化化製の分分のにび表表に関すに世世調世デシシシ)ににこ分分化び表表さこにらに。

· 絵絵絵絵表表表表表表表表損損損損ははははデデデデセセセセボボボボララララ

GHS07 GHS08

· 注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注危危

· 危危危危危危危危すすすす製製製製めめめめららららここここまままま成成成成分分分分ををををララララララララララララ:
White mineral oil

· 危危危危危危危危危危危危危危危危危危危危会会会会会会会会
H302+H312+H332飲み込んんこ，経皮に接接しまこ，吸侵すにす危危
H304 飲み込んん気気に侵侵すにす生生に危危のののこ

H412 長長長長長長長にににに水生生化に危危

· 注注注注注注注注注注注注きききき
P280 保保保保/保保保/保保保保/顔保保顔の着関。
P261 粉じん/煙/ガシ/ミシデ/蒸気/シススペの吸侵を避けにこす。
P301+P310飲み込んん場混：まんたに急化セセデペ/医医に関緊すにこす。
P321 製特な処処が必要んでに（このラララのを見に）。

P405 施施しに保保すにこす。

P501 現現/現地/国/国国国製に従ら内内化･内吸の露露
· 化化化化化化化化化化化化化化化化のののの製製製製製製製製危危危危優優優優優優優優: 化化化化製製危優優が遂行さこにらなら。

16のののののののの他他他他のののの会会会会会会会会
このデペデペデペデは作成時にのけに事新会会に基づらに作成さこにらます。しかしながら記記さこにら

に内内は会会情供んでこ、のの正正危でにらは完製危に関しにらかなに保製をなすものんはでこまわん。

· 略略略略注注注注すすすす頭頭頭頭頭頭頭頭注注注注:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
緊危急危(経経)　区分4: Acute toxicity, Hazard Category 4
吸吸危吸吸吸危危危　区分1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
水生水水危危危(緊危急危)　区分1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
水生水水危危危(慢危急危)　区分1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1
水生水水危危危(慢危急危)　区分3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

· 資資資資材材材材
Tables 3.1 and 3.2 from Annex 6 of EC 1272/2008, EC 1907/2006, EH40/2005 as amended 2011, Registry of
Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS), The Dictionary of Substances and their Effects, 1st Edition,
IUCLID.
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