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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 ペイント アンド ステイン Neo 

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   

物理化学的危険性 GHS分類基準に該当しない。  

健康に対する有害性 皮膚腐食性／刺激性 区分2 

 眼に対する重篤な損傷／眼刺激性 区分2A 

環境に対する有害性 水生環境急性有害性 区分3 

 水生環境慢性有害性 区分3 

GHSラベル要素   

絵表示 

 

 

 

 

注意喚起語 警告 

危険有害性情報 皮膚刺激性。強い眼刺激。水生生物に有害。長期的影響により水生生物に毒

性。 

注意書き  

安全対策 取扱い後はよく手を洗うこと。保護眼鏡／保護面を着用すること。保護手袋

を着用すること。環境への放出を避けること。 

応急措置 皮膚刺激が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。汚染された衣類

を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。 

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。 

眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 

保管 施錠して保管すること。 

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 刺激。 

非常事態の概要 長期にわたる暴露により慢性影響を受けることがある。 

 

 

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 

コカミドプロピルベタイン 61789-40-0 (2)-1290 (2)-1290 > 3 

二酸化チタン 13463-67-7 (1)-558 (1)-558 > 1 

ラウレス硫酸ナトリウム 1335-72-4 (7)-155 (7)-155 5 - 10 

セルロースガム 9004-32-4 (8)-181, 

(8)-185, 

(8)-203 

(8)-181, 

(8)-185, 

(8)-203 

11-(4)-761 

0 - 5 

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。 
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4. 応急措置 

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移動する。症状が起きたら医師に連絡する。 

皮膚に付着した場合 石けんと水で洗い流す。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 直ちに多量の水で１５分間水洗をする。コンタクトレンズをしている場合

は、可能なら外す。症状が起きたら医師に連絡する。 

飲み込んだ場合 口を十分にすすぐ。医師の指示なしに吐かせてはならない。もし嘔吐が起

きたら、胃からの嘔吐物が肺に入らないように頭部を下げる。大量に飲み

込んだ場合は、直ちに医師に連絡する。 

応急措置をする者の保護 被害者の観察を続ける。症状が起きたら医師に連絡する。 

 

 

5. 火災時の措置 

消火剤 水噴霧。 

使ってはならない消火剤 水。消火には水噴射をしない。これは火災を拡散することになる。 

消火を行う者の保護 適切な保護具を着用する。 

 

 

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 

データなし。 

環境に対する注意事項 安全を確認してから、もれやこぼれを止める。 

封じ込め及び浄化方法・機材 大量の漏出：可能な場合は漏出した液体をせき止める。プラスチックのシ

ートで覆い、拡散を防止しなければならない。バーミキュライト、乾いた

砂または土に吸収し、容器に収納する。製品回収後、その付近を水で洗い

流す。 

少量の漏出：吸収材（例：布、フリース）で拭き取る。残った汚染を取り

去るには、床を徹底的に清掃する。 

元の容器に回収して再使用することは絶対に避けること。廃棄物処理につ

いては SDS第 13章を参照。 

 

 

7. 取扱い及び保管上の注意 

取扱い  

技術的対策 特別な推奨はない。 

局所排気・全体換気 適切な換気を行う。 

注意事項 データなし。 

安全取扱い注意事項 長時間暴露することを避ける。 

保管  

技術的対策 特別な推奨はない。 

適切な保管条件 データなし。 

混触禁止物質 知見なし。 

安全な容器包装材料 元の容器に保管する。 

 

 

8. 暴露防止及び保護措置 

暴露限界値 

日本産業衛生学会 

成分 タイプ 値 形状 

酸化チタン (CAS 13463-67-7) TWA 4mg/m3 

1mg/m3 

総粉塵 

吸入性粉塵 

 

ACGIH 

成分 タイプ 値 形状 

酸化チタン (CAS 13463-67-7) TWA 10mg/m3  
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設備対策 適切な全体換気・局所排気装置を設置する。 

保護具  

呼吸器の保護具 作業者が暴露限界値を上回る濃度にさらされている場合には、適切な認定

を受けたマスクを着用する必要がある。 

手の保護具 通常は必要としない。 

眼の保護具 通常は必要としない。 

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  

物理的な状態 液体 

形状 粘稠性 

色 茶褐色 

臭い わずかに、甘い匂い。 

ｐＨ 3.4 – 6.5 

融点・凝固点 データなし。 

沸点、初留点及び沸騰範囲 89℃（192.2°F） 

引火点 >100 °C (>212°F)  

自然発火温度（発火点） データなし。 

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。 

蒸気圧 データなし。 

蒸気密度 データなし。 

比重 データなし。 

溶解度 データなし。 

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 

 

 

10. 安定性及び反応性 

安定性 通常の状態で安定。 

危険有害反応可能性 データなし。 

避けるべき条件 通常の条件下ではなし。 

混触危険物質 なし。 

危険有害な分解生成物 一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。 

 

 

11. 有害性情報 

 

成分 試験結果 

ラウレス硫酸ナトリウム（CAS 1335-72-4） 急性 経口 LD50 ラット：1288mg/kg 

 

皮膚腐食性／刺激性 皮膚刺激性。 

眼に対する重篤な損傷／眼刺激 強い眼刺激性。 

皮膚感作性 区分外 

発がん性 データなし。 

ACGIH発がん性物質 

酸化チタン（CAS 13463-67-7） 

 

A4 ヒトに対する発がん性物質として分類できない物質 

IARC発がん性評価モノグラフ 

酸化チタン（CAS 13463-67-7） 

 

2B ヒトに対して発がん性あある可能性がある 

特定標的臓器毒性（反復ばく露） データなし。 
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12. 環境影響情報 

環境影響データ  

 

成分 試験結果 

ラウレス硫酸ナトリウム（CAS 1335-72-4） 

 

EC50 ミジンコ（ダフニア）：9.2 – 10.4 mg/L 48時間 

LC50 コイ、ゴンベ（Cirrhinus mrigala）：0.59 mg/L, 

96時間 

セルロースガム 

（CAS 9004-32-4） 

EC50 ミジンコ（キレオネコゼミジンコ）：46.04 – 

165.37 mg/L 48時間 

LC50 ニジマス（Oncorhynchus mykiss）：> 20000 

mg/L, 96時間 

 

残留性/分解性 この製品の分解性についてのデータはない。 

 

 

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こと。 

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。 

 

 

15. 適用法令 

労働安全衛生法 該当せず。 

通知対象物 酸化チタン 

  

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。 

高圧ガス保安法 該当せず。 

海洋汚染防止法 酸化チタン  Z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。 

 


