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改訂日 2016年 6月 15日 

 

安全データシート 

 

 

 

1. 製品及び会社情報 

製品名 ゴージョー スキンケアローション 

会社名 ゴージョージャパン株式会社 

住所  東京都千代田区内神田１－６－６ MIFビル３F 

電話番号 03-5280-4807 

緊急時の電話番号 03-5280-4807 

FAX番号 03-5280-4843 

推奨用途及び使用上の制限 ハンドソープ 

 

 

2. 危険有害性の要約 

GHS分類   

 GHS分類基準に該当しない。  

GHSラベル要素   

絵表示 なし。  

注意喚起語 なし。 

危険有害性情報 なし。 

注意書き  

安全対策 該当しない。 

応急措置 特別な応急処置の方法はない。 

保管 避けるべき物質の近くに保管しない。 

廃棄 廃棄物および残渣の処理は地方自治体の規制に従う。 

重要な徴候及び想定される非常事態の概要 

重要な徴候 飲み込むと刺激や不快感を起こすことがある。粘膜に刺激を引き起こすおそ

れ。 

 

 

3. 組成及び成分情報 

化学物質・混合物の区別 混合物 

成分名 CAS番号 官報公示整理番号 含有量(%) 

化審法 安衛法 

グリセリン 56-81-5 (2)-242, 

(7)-338 

(2)-242, 

(7)-338 

< 5 

ステアリン酸 57-11-4 (2)-608 (2)-608 < 5 

セタノール 36653-82-4 (2)-217, 

(2)-3704 

(2)-217 < 3 

組成情報：ガス以外の成分は重量パーセントで示す。ガスの濃度は容量パーセントで示す。 

 

 

4. 応急措置 

吸入した場合 症状が生じた場合には、空気の新鮮な場所に移す。 

皮膚に付着した場合 刺激が強まったり続く場合には医師の手当てを受ける。 

眼に入った場合 水で完全に洗い流す。刺激が起こった場合は、医師の手当てを受ける。 

飲み込んだ場合 口を十分にすすぐこと。意識のない人には、絶対に、口から何も与えては

いけない。不快感が起きた場合は、医師の診察を受ける。 

急性症状及び遅発性症状の最も重

要な徴候症状 

粘膜に刺激を引き起こすおそれ。飲み込むと刺激や不快感を起こすことが

ある。 

応急措置をする者の保護 救助者は、救助の最中、自分の危険にも注意する。 

医師に対する特別な注意事項 症状にあった治療を施す。 
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5. 火災時の措置 

消火剤 周辺の物質の火災に適した消化剤を使う。 

使ってはならない消火剤 知見なし。 

火災時の特有の危険有害性 火災によって、刺激性、腐食性及び／又は有毒な気体が発生する可能性が

ある。 

特有の消火方法 通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。危

険を伴わずに出来る場合には、容器を火災現場から移動させる。消火のた

めに使用した水が、川、下水、又は飲料水供給源へ流入するのを防ぐ。 

消火を行う者の保護 消火作業のための呼吸用保護具の選択：作業現場に示されている一般的な

火災注意事項に従う。 

 

 

6. 漏出時の措置 

人体に対する注意事項、保護具お

よび緊急措置 

眼との接触及び長時間の皮膚接触を避ける。SDSの項目8で推奨されてい

る個人用保護具を使用すること。 

環境に対する注意事項 広範囲に広まるのを防ぐ（防止手段：隔離、オイル・バリアの使用等）。

製品で水を汚染しない。排水溝／水系環境に漏出した場合は、地域の行政

当局に連絡すること。 

封じ込め及び浄化方法・機材 危険を伴わずに出来る場合には、物質の流れを止める。乾燥粘土、けいそ

う土、商業用吸収剤などの不活性吸収剤を使って吸収するか、ポンプを使

って回収する。 

 

 

7. 取扱い及び保管上の注意 

取扱い  

技術的対策（局所換気、全

体換気等） 

知見なし。 

安全取扱い注意事項 眼に入らないようにする。SDSの項目 8で推奨されている個人保護具を使

用すること。 

接触回避 強酸化剤。 

適切な衛生対策 正しい産業衛生と安全規定に従って取扱う。 

保管  

安全な保管条件 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。 

安全な容器包装材料 元の状態で保管する。 

 

 

8. 暴露防止及び保護措置 

暴露限界値 含有成分に関して、暴露限界値は設定されていない。 

設備対策 適切な換気を行う。 

保護具  

呼吸器の保護具 換気が不十分な場合又は蒸気を吸入するおそれがある場合は、適切な呼吸

用保護具を使用する。 

手の保護具 通常の使用条件下では、普通は保護を必要としない。 

眼の保護具 保護眼鏡をかける。もし飛び散る可能性がある場合は、化学実験用保護眼

鏡を使用する。 

皮膚及び身体の保護 通常の使用条件下では、普通は保護を必要としない。 

 

 

9. 物理的及び化学的性質 

外観 不透明な液体。 

物理的な状態 液体。 

形状 乳液。 

色 白色。 

臭い 軽度。芳香剤無添加 

ｐＨ 4.5 – 8.5 

融点・凝固点 データなし。 
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沸点、初留点及び沸騰範囲 99℃（210.2°F） 

引火点 >100 °C (>212°F) PMCC 

燃焼又は爆発限界の上限／下限  

燃焼又は爆発範囲‐下限 データなし。 

燃焼又は爆発範囲‐上限 データなし。 

爆発下限界（％） データなし。 

爆発上限界（％） データなし。 

蒸気圧 データなし。 

蒸気密度 データなし。 

比重 1 

溶解度  

水溶性 可溶性。 

n-オクタノール／水分配係数 データなし。 

自然発火温度（発火点） データなし。 

分解温度 データなし 

粘度（粘性率） 10000 cP 

その他の情報  

VOC（重量％） 6 % USEPA 24A 

 

 

10. 安定性及び反応性 

反応性 本製品は、通常の使用、保管及び輸送条件下では安定かつ非反応性であ

る。 

化学安定性 通常状態で安定。 

危険有害反応可能性 危険な重合はおこらない。 

避けるべき条件 高温。凍結。 

混触危険物質 強酸化剤 

危険有害な分解生成物 二酸化炭素（CO2）。一酸化炭素。 

 

 

11. 有害性情報 

 

成分 試験結果 

ヘキサデカン-1-オール（CAS 36653-82-4） 急性 経口 LD50 マウス：3200 mg/kg 

急性 経口 LD50 ラット：> 5000 mg/kg 

 

皮膚腐食性／刺激性 皮膚接触による有害作用はない。 

眼に対する重篤な損傷／眼刺激 眼との接触で起こる有害作用はないと見なされる。 

呼吸器または皮膚の感作  

呼吸器感作 データなし。 

皮膚感作性 皮膚に対する感作性はない。21日間累積刺激試験：平均スコア

= 0.3（スケール 0～4） 

生殖細胞変異原性 製品に関する試験データはない。 

発がん性 ヒトへの発がん性を分類できない。 

生殖毒性 製品に関する試験データはない。 

特定標的臓器毒性（単回暴露） 製品に関する試験データはない。 

特定標的臓器毒性（反復暴露） 製品に関する試験データはない。 

 

 

12. 環境影響情報  

生態毒性 この製品は、環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰

り返しの流出が環境に有害な影響をおよぼさないとは限らない。 

残留性／分解性 データなし。 

生体蓄積性 データなし。 

生物蓄積性の可能性  

オクタノール／水分

配係数 logkow 

グリセリン（CAS 56-81-5） -1.76 

土壌中の移動性 この製品は水に溶ける。 
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オゾン層への危険有害性 データなし。 

 

 

13. 廃棄上の注意 

残留性廃棄物 廃棄においては、地方自治体の基準に従うこと。 

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。 

環境に影響する可能性があるので、河川、湖、山野等への投棄はしない。 

汚染容器及び包装 空の容器には製品の残留物が残っているため、容器が空になってもラベルの警告

に従うこと。 

 

 

14. 輸送上の注意 

国際規制 

IATA 

 危険物には該当しなし。 

IMDG  

 危険物には該当しない。 

MARPOL73/781条約の

付属書Ⅱ及びIBCコード

によるバルク輸送 

データなし。 

 

 

15. 適用法令 

労働安全衛生法 該当せず。 

毒物及び劇物取締法 該当せず。 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 該当せず。 

化学物質排出把握管理促進法 該当せず。 

消防法 該当せず。 

船舶安全法・危規則 該当せず。 

航空法・施行規則 該当せず。 

火薬類取締法 該当せず。 

海洋汚染防止法  

水 海洋環境の保全の見地から有害でない物質 

グリセリン Z類 

直鎖脂肪族アルコール（炭素数が14から18まで

のもの及びその混合物に限る。） 

Y類 

 

 

16. その他の情報 

ここに提示する情報は、記載した日付の時点において弊社の知識のおよぶ限りの、なおかつ供給したままの状

態の製品のみに関する安全性についての十分な概要を提供するための情報です。提示されている全てのデータ

は、製品特性を決して保証するものではありません。 

 


