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改訂日 2014 年 11 月 12 日

安全データシート
１．化学物質及び会社情報
製品名
会社名
住所
担当部門・緊急連絡先
電話番号
ＦＡＸ番号
記載内容問合せ先
推奨用途及び使用上の制限
整理番号

ペースリッチ 90
多木化学株式会社
〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町２番地
化学品営業部 営業管理課
079-437-2000
079-437-8685
末尾参照
浄化槽放流水及び一般排水の水処理
YE-705

２．危険有害性の要約
＜ＧＨＳ分類＞
物理的及び化学的危険性
自己反応性化学品
：タイプ G
酸化性固体
：区分２
記載が無い項目は、GHS 分類に該当しない
健康に対する有害性
急性毒性（経口）
：区分４
皮膚腐食性及び皮膚刺激性
：区分２
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：区分１
記載がない項目は、GHS 分類基準に該当しない
環境に対する有害性
水生環境有害性・急性
：区分１
水生環境有害性・慢性
：区分１
記載がない項目は、GHS 分類基準に該当しない
＜ＧＨＳラベル要素＞
絵表示

注意喚起語

：危 険

危険有害性情報

：火災助長のおそれ；酸化性物質
飲み込むと有害
皮膚刺激
重篤な眼の損傷
水生生物に非常に強い毒性
長期的影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き
【安全対策】

(H272)
(H302)
(H315）
(H318）
(H400)
(H410)

：熱／火花／裸火／高温のもののような着火源 から遠ざける
こと。－禁煙
(P210)
衣類/可燃物から遠ざけること
(P220)
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可燃物との混合を回避するために予防策を取ること。(P221)
保護手袋/保護眼鏡/保護衣/保護面を着用すること。(P280)
取扱い後は、手を良く洗うこと。
(P264）
この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと。
(P270)
環境への放出をさけること。
(P273)
【応急措置】
飲み込んだ場合

：気分が悪いときは、医師に連絡すること。
(P301+P312)
口をすすぐこと。
(P330)
：多量の水と石鹸で洗うこと。
(P302+P352)
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。
(P362+P364)
：医師の診断/手当てを受けること。
(P332+P313)
：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。
(P305+P351+P338)
直ちに医師に連絡すること。
(P310)
：漏出物を回収すること
(P391)
：内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃
棄すること。
(P501)

皮膚についた場合

皮膚刺激が生じた場合
眼に入った場合

製品が漏出した場合
【廃棄】

３．組成及び成分情報
化学物質・混合物の区別
化学名又は一般名

成分

：化学物質
：トリクロロイソシアヌル酸

(化学式)

トリクロロイソシアヌル酸 (ClNCO)3
滑沢剤 (非公開)

CAS
87-90-1
非公開

EINECS
201-782-8
非公開

ENCS
5-1044
非公開

含有量
99%以上
1％未満

CAS…Chemical Abstracts Service
EINECS…the European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ENCS…Existing & New Chemical Substances(化審法番号)
４．応急措置
飲み込んだ場合
皮膚についた場合

眼に入った場合

吸入した場合

５．火災時の措置
適切な消火剤
使ってはならない消火剤
特定の消火方法

：水で口をすすぐこと。気分が悪いときは、医師に連絡する。
：多量の水と石鹸で洗う。皮膚刺激が生じた場合は、医師の
診断/手当てを受ける。汚染された衣類を脱ぐこと。汚染さ
れた衣類を再使用する前に洗濯すること。
：直ちに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。直ちに医師の診断をうける。
：直ちに新鮮な空気の場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休
息させる。気分が悪いときは、医師に連絡すること。

：大量の水、乾燥砂類など
：炭酸ガス、水素化炭酸塩の粉末消火剤、アンモニウム塩を
成分とする消火剤。
：製品自体は、不燃性であるが製品が加熱により分解され燃
焼を助長する。消火作業は風上から行う。火災発生場所の周
辺に関係者以外の立入を禁止する。
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火災時特有の危険有害性

消火を行う者の保護

危険でなければ容器を安全な場所に移動させる。移動が不
可能の場合、製品に直接水がかからないようにして、周辺に
散水して冷却する。消火後も大量の水を用いて十分に容器を
冷やす。
：火災によって、刺激性、腐食性及び/又は毒性のガスが発生
するおそれがある。熱により容器が爆発するおそれがある。
周辺火災の場合は、容器を安全な場所に移動させる。湿った
製品は爆発性の三塩化窒素及び塩素ガス等の有害なガスが
発生するため、製品に水がかからないよう注意すること。
製品が湿った場合は、直ぐに除害後廃棄すること（けっし
て密閉状態にしないこと）。
：塩化水素ガス等の吸入を防ぐための適切な呼吸保護具等を
着用する。防火服／防炎服／耐火服を着用する。

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
：作業時は必ず保護具を着用し、皮膚や眼に付着しないよう
にする。屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の
立入を禁止する。できるだけ臭気を吸入しないようにし、風
上に立つこと。漏出物に素手で触れてはいけない。大量に飛
散した場合、風下の住民を避難させる等の適切な措置を行う。
環境に対する注意事項
：公共用水域に流さないよう、措置を行う。
封じ込め及び浄化の方法・機材
：少量の場合、清潔なシャベルなどを用いて、清潔な乾燥し
た容器に回収する。回収不能分は、大量の水で洗い流す。
大量の場合、シート等で覆って粉塵を防ぐ。できる限り回収
し、回収品は必ず乾燥状態を保ち、湿った製品は絶対に元の
容器に入れない。
回収しきれなかったものは、錠剤を粉砕した後、水に溶解
しチオ硫酸ナトリウム等で除害する。
二次災害の防止策
：発火源があれば速やかに取り除く。火花を発生しない安全
な用具を使用する。
７．取扱い及び保管上の注意
取扱い
技術的対策

注意事項

安全取扱い注意事項
保管
適切な保管条件

安全な容器包装材料

８．暴露防止及び保護措置

：取扱は換気の良い場所で行う。周辺での高温物、火気の使
用を避ける。保護眼鏡、ゴム手袋、防塵マスク等を着用し、
取扱う。粉塵が飛散しないように注意する。熱から遠ざける。
取扱い後は、十分に手や顔などを洗う。
：室内の取扱い場所では換気装置を設置し、発生しうるガス
の環境測定を定期的に実施し、十分な換気が行われているこ
とを確認する。
：火気、熱、アルカリ、有機溶剤、還元性物質、その他の可
燃性物質との接触は爆発のおそれがある。
：容器を密封し、水、湿気、直射日光を避け冷暗所に保管す
る。火気厳禁、衝撃注意、水漏注意、高度さらし粉と隔離す
ること。
：ポリ容器、ガラス、陶器など。湿った製品は、爆発性の三
塩化窒素及び塩素ガス等の有害なガスが発生するため、適切
な材質の容器を使用する。
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管理濃度
許容濃度
日本産業衛生学会
ＡＣＧＩＨ(2008 年)
設備対策

：設定なし
：設定なし
：設定なし
：室内作業所での使用の場合は、局所排気設備を設置するこ
と。全体排気装置の設置を推奨する。取扱いの近くに洗眼及
び身体洗浄用の設備を設ける。

保護具
呼吸器の保護具
手の保護具
眼の保護具
皮膚及び身体の保護具
適切な衛生対策

９．物理的及び化学的性質
物理的状態
形状
色
臭い
pH
融点・凝固点
沸点
引火点
爆発限界
蒸気圧
比重または嵩密度
溶解性
n-オクタノール/水分配係数
自然発火温度
分解温度
１０．安定性及び反応性
安定性
危険有害反応可能性

避けるべき条件
混触危険物
危険有害な分解生成物

１１．有害性情報
急性毒性(経口)

(経皮)

：防塵マスク、自給式呼吸器など
：ゴム・塩ビ等の不浸透性手袋。
：ゴーグル型。
：材質を特定しないが、長袖・長ズボン
：休憩、飲食の前及び作業終了時に顔や手を洗う。
作業中は、飲食や喫煙をしない。

：錠剤または顆粒
：白色
：塩素臭
：データなし
：データなし
：データなし
：データなし
：データなし
：データなし
：データなし
：水に可溶
：データなし
：データなし
；データなし

：乾燥状態では安定。湿潤状態や水に溶解すれば、次亜塩素
酸を発生する。 加熱すると分解する。
：強力な酸化剤であり、可燃性物質や還元性物質と反応する。
アンモニア、アミン、酸化剤、還元剤、可燃性物質、強酸、
強アルカリ、他の種類の塩素剤との接触に注意する。
：高温多湿。加熱。直射日光。裸火との接触。
：アンモニア、アミン、酸化剤、還元性物質、可燃性物質、
強酸、強アルカリ、他の種類の塩素剤。
：塩素、塩化水素、窒素酸化物、三塩化窒素、一酸化炭素及
び窒素酸化物等。

：区分４
<参考> トリクロロイソシアヌル酸
LD50 406 ㎎～750 ㎎/㎏/ラット
：分類できない データ不十分
<参考> トリクロロイソシアヌル酸
LD50 >2,000 ㎎/㎏/ウサギ

*4

*4
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(吸入；粉じん、ミスト)

：分類できない データ不十分
<参考> トリクロロイソシアヌル酸
LC50 >50mg/L/1h（12.5mg/L/4h）
*4
皮膚腐食性及び皮膚刺激性
：区分２
*4
<参考> トリクロロイソシアヌル酸
ウサギを用いた試験
Moderately irritating
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 ：区分１
<参考> トリクロロイソシアヌル酸
ウサギを用いたドレイズテスト試験
*4
Highly corrosive
呼吸器感作性または皮膚感作性
：分類できない データなし
生殖細胞変異原性
：分類できない データなし
<参考> トリクロロイソシアヌル酸
*4
in vitro Ames test 及び Mouse lymphoma assay 陰性
in vivo
データなし
発がん性
：分類できない データなし
生殖毒性
：分類できない データなし
特定標的臓器暴露（単回暴露）
：分類できない データなし
特定標的臓器暴露（反復暴露）
：分類できない データなし
吸引性呼吸器有害性
：分類できない データなし
１２．環境影響情報
水生環境有害性（急性）
水性環境有害性（慢性）
オゾン層への有害性
生態毒性（魚類）
残留性・分解性
生体蓄積性
土壌中の移動性
オゾン層への有害性
１３．廃棄上の注意
残余廃棄物

汚染容器及び包装

１４．輸送上の注意
国際規則
海上規制情報
国連番号
国連分類
容器等級

：区分１
：区分１
：分類できない
：トリクロロイソシアヌル酸
LC50 0.08 ㎎/L/ニジマス/96hr
*4
：難分解
*4
：低濃縮
*4
：データなし
：モントリオール議定書の附属書に列記されていない。

：一般のゴミ箱に入れない。高度さらし粉と一緒に捨ててはな
らない。
関連法規並びに地方自治体の基準に従う。許可を受けた産
業廃棄物処理業者に委託する。
廃棄する時は、大量の水に溶解した後、チオ硫酸ナトリウム
等で処理するか、または水酸化ナトリウム水溶液等のアルカ
リで pH 調整（pH7～8）しながら、亜硫酸ナトリウム等の還
元剤で処理し、廃棄する。塩素ガス等が発生するので、焼却
処理してはならない。
：内容物を完全に除去した後、廃棄物処理法（廃棄物の処理
及び清掃に関する法律）、及び関係法規・法令を遵守し、適
正に処理する。

：IMO の規定に従う
：UN 2468 トリクロロイソシアヌル酸（乾性のもの）
：クラス 5.1（酸化性物質）
：容器等級Ⅱ
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航空規制情報
国連番号
国連分類
容器等級
海洋汚染物質
国内規則
陸上規制情報
海上規制情報
航空規制情報
注意事項

：ICAO／IATA の規定に従う
：UN 2468 トリクロロイソシアヌル酸（乾性のもの）
：クラス 5.1（酸化性物質）
：容器等級Ⅱ
：該当
：消防法、労働安全衛生法等に定められている輸送方法に従う。
緊急時応急措置指針番号
140
：港則法、船舶安全法の規定に従う。
：航空法の規定に従う。
：荷役中の取扱は慎重丁寧にし、特に車両の排ガス、水漏れ
に注意するとともに、落下・衝撃等により容器を傷め内容物
を飛散させてはならない。
運送中は、直射日光や雨水の浸透を防止するための被覆等
をするともに、容器が転落、転倒しないように注意する。
高度さらし粉との混載厳禁。
消防法の第二類、第三類、第四類及び第五類の危険物との
混載禁止。
その他、取扱い及び保管上の注意に準じる。

１５．適用法令
化学物質管理促進法（PRTR 法）
第 1 種指定化学物質(法第 2 条第 2 項､施行令第 1 条別表第 1)
：該当せず
第 2 種指定化学物質(法第 2 条第 3 項､施行令第 2 条別表第 2)
：該当せず
労働安全衛生法
表示対象物質(法第 57 条 1､施行令第 18 条)
：該当せず
通知対象物質(法第 57 条の 2､施行令第 18 条の 2 別表第 9)
：該当せず
毒物及び劇物取締法(毒物及び劇物)
毒物(法第 2 条別表 1)
：該当せず
劇物(法第 2 条第 2 項別表 2)
：該当せず
消防法(法第２条第７項危険物別表第１)：該当しない（法令で定める試験の結果 該当しないと判断）
化審法
特定化学物質(法第 2 条第 2 項及び第 3 項)
：該当せず
監視化学物質(法第 2 条第 4 項)
：該当せず
優先評価化学物質(法第 2 条第 5 項)
：137 1,3,5-トリクロロ-1,3,5-トリアジナン-2,4,6-トリオン
船舶安全法(危規則第 3 条､危険物告示別表 1)
：UN 2468 トリクロロイソシアヌル酸（乾性のもの）
クラス 5.1（酸化性物質） PG Ⅱ
航空法(施行規則第 194 条､ 危険物告示別表 1)
：UN 2468 トリクロロイソシアヌル酸（乾性のもの）
クラス 5.1（酸化性物質） PG Ⅱ
１６．その他の情報
本 SDS の作成に当たっては、「GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の
表示及び安全データシート（SDS)〔JIS Z 7253：2012〕」及び「GHS に基づく化学物質等の分類方法〔JIS
Z 7252：2014〕」に基づいて作成した。
引用文献
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*１．化学工業日報社出版「ラベル・製品安全データシート作成実務必携 GHS 対応国内版」
*２．化学工業日報社出版「16514 の化学商品」
*３．化学工業日報社出版「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」改訂 5 版
*４. 独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）
本安全データシート（SDS）は､現時点で入手できる最新の資料・情報に基づいて作成しており、新しい
知見により改訂されることがあります。また、SDS 中の注意事項は通常の取扱いを対象にしたものです。
製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は、用途、使用法に適した安全対策を実施の上、製品を使用して
ください。また、当社は、SDS 記載内容について十分注意を払っていますが、その内容を保証するもので
はありません。
作成部門
研究所
記載内容の問合せ先
多木化学株式会社 化学品営業部 加古川営業所長
兵庫県加古川市別府町緑町２番地

Ｔｅｌ．０７９－４３７－２０００
Ｆａｘ．０７９－４３７－８６８５

同
仙台営業所長
仙台市青葉区一番町一丁目４番１号

Ｔｅｌ．０２２－２６５－０６９１
Ｆａｘ．０２２－２６５－０７１４

同
東京営業所長
東京都中央区銀座七丁目１４番４号

Ｔｅｌ．０３－３５４３－１９０５
Ｆａｘ．０３－３５４６－２１９０

同
名古屋営業所長
名古屋市名東区社台３丁目９０番地

Ｔｅｌ．０５２－７７３－３３６１
Ｆａｘ．０５２－７７３－３３６２

同
大阪営業所長
大阪市西区江戸堀一丁目２番１１号

Ｔｅｌ．０６－６４４４－３３０６
Ｆａｘ．０６－６４４４－３３０９

同
北九州市若松区安瀬６４番地７０

Ｔｅｌ．０９３－７６１－０２７７
Ｆａｘ．０９３－７６１－０６３３

福岡営業所長

