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成瀬化学株式会社 

安全データシート 

 

１．製品及び会社情報 

①製品の名称           ：ナルシート N 

②会社名             ：成瀬化学株式会社 

③住所              ：三重県亀山市関町木崎１７０３－３ 

④担当部門            ：工場 

⑤電話              ：０５９５－９６－１４１１ 

⑥ＦＡＸ             ：０５９５－９６－００７９ 

⑦緊急連絡先           ：本社０５９５－９７－８３００ 

⑧推奨用途及び使用上の制限    ：改質アスファルトシート常温工法 

⑨作成・改定日          ：2016 年 3 月 1 日 

 

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（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 可燃性/引火性ガス              ：分類対象外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 可燃性/引火性エアゾール        ：分類対象外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 支燃性/酸化性ガス              ：分類対象外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 高圧ガス                       ：分類対象外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 引火性液体                     ：分類対象外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 可燃性固体                     ：分類できない（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 自己反応性化学品               ：分類できない（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 自然発火性液体                 ：分類対象外（シンボル：なし、注意喚起語：なし）  

 自然発火性固体                 ：分類できない（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 自己発熱性化学品               ：分類できない（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 水反応可燃性化学品             ：分類対象外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 酸化性液体                     ：分類対象外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 酸化性固体                     ：分類できない（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 有機過酸化物                   ：分類できない（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 金属腐食性物質                 ：分類できない（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

人健康有害性 

 急性毒性 

    経口                    ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

    経皮                    ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

    吸入（ガス）            ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

    吸入（蒸気）            ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

    吸入（粉塵、ミスト）  ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 皮膚腐食性/刺激性       ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 眼に対する重篤な損傷性/刺激性 ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 感作性 

    呼吸器                  ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

    皮膚                    ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 生殖細胞変異原生              ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 
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 発がん性                      ：分類できない（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 生殖毒性                      ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 特定標的臓器/全身毒性（単回暴露） ：分類できない（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 特定標識臓器/全身毒性（反復暴露） ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 吸引性呼吸器有害性            ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 水生環境 

    急性有害性              ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

    慢性有害性              ：区分外（シンボル：なし、注意喚起語：なし） 

 

ＧＨＳラベル要素 

  この製品は、ＧＨＳ基準により有害性警告表示を必要としない。 

ＧＨＳ分類に該当しない他の危険有害性 

有害性：特になし 

環境影響：特になし 

物理的及び化学的危険性：可燃性である。 

重要な徴候：特になし 

想定される非常事態の概要：特になし 

国/地域情報：分類基準に該当しない 

  

３．組成、成分情報 

化学物質・混合物の区別           ：混合物 

 化学名または一般名            ：ゴム改質アスファルト系防水シート 

 成分及び含有量                            ：アスファルト    ４０％ 

                                      その他       ６０％ 

化学式又は構造式                          ：特定できない 

官報公示整理番号                          ：該当なし 

国連分類及び国連番号                      ：該当なし 

安衛法                  ：該当なし  

ＰＲＴＲ法                                ：該当なし 

 

４．応急措置 

 眼に入った場合  ：特になし 

 皮膚に付着した場合：特になし 

 吸入した場合   ：特になし 

 飲み込んだ場合  ：特になし 

 最も重要な徴候及び症状  ：特になし 

 応急措置をする者の保護  ：特になし 

 医師に対する特別な注意事項：特になし 

 

５．火災時の措置 

適切な消火剤   ：水、粉末消火剤、炭酸ガス消火剤、泡消火剤 

使ってはならない消火剤 ：棒状注入 

火災時の特有の危険有害性：特になし 

特有の消火方法     ：周辺に延焼しない様に可燃物を避ける。 

 消火を行う者の保護   ：状況に応じて消火用防毒マスクや防火服等の保護具を着用
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する。 

 

６．漏出時の措置 

 人体に対する予防措置、保護具及び緊急時措置 

             ：漏出の可能性がないため、特になし。  

 環境に対する予防措置 

           ：漏出の可能性がないため、特になし。 

 封じ込め及び浄化の方法・機材 

           ：製品漏出の可能性は無いが、切れ端などは適切な容器に回収する。 

  

７．取り扱い及び保管上の注意 

 取り扱い 

   技術的対策：製品中のアスファルトは硫化水素を含む場合があるので、加熱時は顔を近づけ

ない。 

   安全取扱注意事項：取扱い後はよく手を洗いうがいをする。重量物の取扱い上の一般的注意

事項を厳守すること。カッターで裁断する場合、切創防止の保護手袋を着用す

る。 

   衛生対策：「7.取扱い及び保管上の注意」の項を遵守し、取扱い後は、必ず手や顔を洗い、 

うがいをすること。 

 保管 

   安全な保管条件：特別に技術的対策を必要としない。直射日光、高温、多湿を避け、換気の

良好な場所に保管する。 

   安全な容器包装材料：情報なし 

８．暴露防止及び保護措置 

 保護具 呼吸系の保護  ：必要に応じて個人用呼吸器保護具を使用すること。 

    眼の保護    ：必要に応じて個人用の眼の保護具を使用する。 

       皮膚及び身体の保護：必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用する。 

       手の保護    ：必要に応じて個人用の保護手袋を使用する。 

    

９．物理的及び化学的性質 

  外観、形状：固体（シート） 

比重  ：１．１ 

色   ：黒 

 ｐＨ  ：データなし 

 臭い  ：特異臭 

 融点・凝固点：データなし 

 沸点・初留点及び沸騰範囲：データなし 

 引火点 ：280℃（セタ密閉式） 

 燃焼又は爆発限界  上限：なし  下限：なし 

溶解度 ：水に不溶 

  ｎ－オクタノール/水分配係数：情報なし 

  自然発火温度：情報なし 

１０．安定性及び反応性 

  反応性             ：情報なし   

化学的安定性      ：通常の保管、取扱条件で安定 
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  危険有害反応可能性     ：通常の保管、取扱条件で安定 

  避けるべき条件     ：高温を避ける。 

  危険有害な分解生成物  ：燃焼ガスには、一酸化炭素、窒素酸化物の有害ガスが発生す

る。 

 

１１．有害性情報（製品として） 

    急性毒性                          ：経口 ラット LD50  経皮  ウサギ LD50 

  皮膚腐食性/刺激性                 ：刺激性なし 

  眼に対する重篤な損傷/刺激性       ：刺激性なし 

  呼吸器又は皮膚感作性              ：陰性 

  生殖細胞変異原生                  ：データなし 

  発がん性                          ：データなし 

  生殖毒性                          ：データなし 

  特定標的臓器/全身毒性（単回暴露） ：データなし 

  特定標的臓器/全身毒性（反復暴露） ：データなし 

  吸引性呼吸器有害性                ：データなし 

 

１２．環境影響情報 

  生態毒性  魚類   ：データなし 

        甲殻類  ：データなし 

        藻類   ：データなし 

  残留性/分解性     ：データなし 

  生体蓄積性            ：データなし 

  土壌中の移動性          ：データなし 

   

１３．廃棄上の注意 

  廃棄残留物の記述とその安全な取り扱いに関する情報 

               ・廃棄においては、関連法規並びに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。廃棄物の処理を委託す

る場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。 

             汚染容器包装の廃棄方法 

        ・汚染容器、包装、ダンボールは再生業者に委託する。紙類は一般廃棄物として処

理できるが、各市町村の指示に従う。 

 

１４．輸送上の注意 

 国際規制 

   国連分類：分類基準に該当しない 

   国連番号：分類基準に該当しない 

   品名（国連輸送品名）：分類基準に該当しない 

   容器等級：分類基準に該当しない 

   海洋汚染物質：分類基準に該当しない 

 

 国内規制 

   適用法令を参照 
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 特別の安全対策：特になし 

 

 １５．適用法令 

 労働安全衛生法    ：適用を受けない 

 消防法        ：指定可燃物 可燃性固体類 

 ＰＲＴＲ法      ：適用を受けない  

毒物及び劇物取締法  ：適用を受けない 

 

１６．その他の情報 

 引用文献  JIS Z 7253(2012)「ＧＨＳに基づく化学品の危険有害情報の伝達方法- 

ラベル、作業場内の表示及び安全データシート」 

       化学工業日報社 ＳＤＳ、ラベル作成実務入門 

＜ＧＨＳ、ＪＩＳ Ｚ 7253対応＞ 

       ＧＨＳ、ＳＤＳに関するホームページ 

 

 

＊注意 

 

 安全データシートは危険有害な化学製品について安全な取扱いを確保するための参考条

件として取扱い事業者に提供されるものです。取扱う事業者は、これを参考として自らの

責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であること

を理解した上で活用されるようお願いします。 

 記載した内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、以上

の情報は新しい知見により改定されることがあります。また、注意事項は通常の取扱いを

対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には用途、用法に適した安全対策を実施の

上ご利用下さい。本製品を使用するに当って提供された情報を適用するかどうかの最終的

な決定は使用者の責任で行ってください。全ての物質は未知の危険性を呈する可能性があ

り、ここで示した危険性は起こり得る全ての危険性を網羅したものであるということを保

証するものではありません。従って、本データそのものは安全の保証書ではありません。 

 

以上  


