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製品安全データシート 

作成日 2020 年 10 月 21 日 
改訂日 2021 年 01 月 06 日 

１．化学物質等及び会社情報 
製品名： タイヤ＆レザーワックス

会社名： 株式会社 MonotaRO 

所在地： 〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町 2-183 リべル 3 階 

担当者名： 商品お問合せ窓口 

電話番号: 0120-443-509 

ＦＡＸ番号： 0120-289-888  

緊急連絡先： 所在地と同じ 

整理番号： M210811 

２．危険有害性の要約 
ＧＨＳ分類 危険有害性の分類に該当するという情報は有りません。 

３．組成、成分情報 
単一製品・混合物の区別 単一物質 

化学名または一般名 含有率・% 化審法(2 安衛法(3 CAS No. 

ジメチルポリシロキサン 非公開 非公開 非公開 63148-62-9 

水 残量 局方 公表 7732-18-5 

４．応急処置 
吸入した場合： 通常の取り扱いでは吸入による有害性は殆どない。 
皮膚に付着した場合： 皮膚を石鹸と水で洗うこと。 
目に入った場合： 直ちに多量の水で 15 分以上洗浄すること。 刺激が強まったり続く場合には医

師の手当てを受けること。 
飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。 直ちに医師の手当てを受けること。 
医師に対する特別な注意事項 症状に応じて処置すること。 

５．火災時の措置 
消火剤： 水噴霧。 泡消火剤。 粉末消火剤。 二酸化炭素（CO2）。 
使ってはならない消火剤 棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので、やってはならない。 
火災時の特有の危険有害性 加熱および火災により有害な蒸気/ガスが生成されることがある。 
消火を行う者の保護 消防士は、防火衣、ヘルメット、手袋、ゴムブーツを含む標準的な防護衣、自給

式呼吸器（SCBA）を着用する。 

６．漏出時の措置 
人体に対する注意事項、保護具及
び緊急時措置： 

適切な保護具を着用する。 

環境に対する注意事項： 安全を確認してから、流出防止の措置をとる。 下水や水路、土壌への排出を避ける。 
封じ込め及び浄化の方法・機材 全ての着火源を取り除く。 

大量の漏出： 危険を伴わずに出来る場合には、物質の流れを止める。 可能な場合
は漏出物が広がるのを防止すること。 プラスチックのシ－トで覆い、拡散を防止す
る。 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。 
少量の漏出： 布等の吸収材で拭き取る。 残った汚染を除去する為に床をよく清
掃すること。 
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。 

７．取扱い及び保管上の注意 
取扱い 
技術的対策： 特になし 
局所排気・全体換気 通常の条件では必要はないが、空気中で 150℃以上で加熱する場合は換気を十分

行う必要がある。 
注意事項： 取扱い/保管は慎重に行うこと。 
安全取扱い注意事項： 特になし 
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保管 
技術的対策 特になし 
保管条件： 直射日光が入らない、涼しく乾燥した場所に貯蔵すること。 容器を密閉しておくこと。 
混触危険物質 『10.安定性及び反応性』を参照。 
安全な容器包装材料： 元の容器で保管する。 

８．ばく露防止及び保護措置 
設備対策： 洗眼設備を設置する 
保護具 
呼吸器の保護具： 通常、呼吸用保護具は必要ない。 
手の保護具： 保護手袋を着用すること。 
眼の保護具： 側板付安全眼鏡を着用する。 
皮膚及び身体の保護具： 特別の保護具は必要ない。 

適切な衛生対策 休憩前や製品取扱い直後には手を洗う。 

９．物理的及び化学的性質 
物理的状態、形状、色など： 白色・液体 
臭い： わずかに原料臭 
ｐH： 6～7 
融点・凝固点： 該当せず 
沸点、初留点及び沸騰範囲： 該当せず 
引火点： 100℃で沸騰 
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： 該当せず 
蒸発速度： 微(酢酸ブチル=1.0) 
比重（相対密度）： 1.0±0.1 (20℃) 
溶解性(水)： 不溶 
n-オクタノール/水分配係数： 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： 通常の条件においては、安定である。 
危険有害反応可能性： 危険な重合は起こらない。 
避けるべき条件： 特になし 
混触危険物質： 強酸化剤。 
危険有害な分解生成物： 加熱又は燃焼により下記の分解生成物を発生する可能性がある。 

一酸化炭素，二酸化炭素等の酸化炭素類、不完全燃焼により生成する微量の
炭素化合物。 二酸化珪素。 ホルムアルデヒド。 

１１．有害性情報 
急性毒性： 情報なし 
皮膚腐食性・刺激性： 刺激性なし 
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性： 刺激性なし 
呼吸器感作性又は皮膚感作性： 情報なし 
生殖細胞変異原性： 陰性(微生物) 
発がん性： なし 
その他の情報： 本製品は、空気雰囲気下において 150℃以上で加熱した場合、微量のホルムア

ルデヒドを徐々に生成致します。ホルムアルデヒドは皮膚、呼吸器系への感作
性、目への刺激性及び発がん性の危険性が報告されております。従いまして、
空気雰囲気下 150℃以上で加熱するような条件下でご使用の際は、換気を十分
行って下さい。尚、換気が十分でない場合は有機ガス用防毒マスク等の保護具
を着用して下さい。

１２．環境影響情報 
残留性・分解性： 乾燥土壌中で分解される可能性あり。 
生体蓄積性： 蓄積性なし 

１３．廃棄上の注意： 
地域の廃棄規制 焼却処理。その際、シリカの微粉が生成致しますので適切な設備での焼却をお

願い致します。また、必要に応じて防塵マスク等の保護具の着用をお願い致しま
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す。 廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。 内容物／容器は、
地域／地方／国／国際法律に従って処理する。 

１４．輸送上の注意 
国際規制 

IATA 危険物には該当しない。 
IMDG 危険物には該当しない。 

国内規制 国内輸送については１５章の規制に従うこと。 

１５．適用法令 
労働安全衛生法： 

特化則 第一類物質 非該当 
第二類物質 非該当 
第三類物質 非該当 

有規則 第一種有機溶剤 非該当 
第二種有機溶剤 非該当 
第三種有機溶剤 非該当 

通知対象物 非該当 
表示対象物 非該当 

毒物及び劇物取締法 特定毒物 非該当 
毒物 非該当 
劇物 非該当 

化学物質の審査及び製造等の規制
に関する法律 

第一種特定化学物質 非該当 
第二種特定化学物質 非該当 
第一種監視化学物質 非該当 
第二種監視化学物質 非該当 
第三種監視化学物質 非該当 

化学物質排出把握管理促進法 特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量) 非該当 
第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量) 非該当 
第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量) 非該当 

消防法 非該当 
船舶安全法・危規則 非該当 
航空法・施行規則 非該当 
火薬類取締法 非該当 
高圧ガス保安法 非該当 
海洋汚染防止法 非該当 

１６．その他の情報 

●記載内容は、作成時点で入手できた資料、データ等に基づいておりますが、含有量、物理化学的性質などの値は保証値
ではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたもので、特殊な取り扱いの場合には、使用者の責任において、
用途・用法に適した安全対策を実施して下さい。


