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作成日 2006(平成 18)年 9月 20日 

改定日 2018(平成 30)年 1月 29日 

 

安全データシート（ＳＤＳ） 

 

１．製品及び会社情報 

   製品名          ： ショウシュウボーイ ＫＦ－５２ 

   用途        ： 水洗トイレ男子小便器用尿石付着防止 

   会社名       ： 友岡化研株式会社 

   住所        ： 〒614-8131 京都府八幡市下奈良宮ノ道 19-1 

   担当部門       ： 業務部 

   電話番号       ： 075-971-5662 

   ＦＡＸ番号      ： 075-971-5667 

     整理番号      ： Ａ－１０３ 

 

２．危険有害性の要約 

  ＧＨＳ分類 

【物理化学的危険性】                         【健康に対する有害性】 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                      

   【環境に対する有害性】                      

 

 

 

           

【ＧＨＳラベル要素】 

       絵表示           ：該当せず 

       注意喚起語         ：警告 

危険有害性情報      ：飲み込むと有害のおそれ 

              軽度の皮膚刺激 

              眼刺激 

              水生生物に有害 

      注意書き  

取扱い             ：指定された保護具を使用すること｡ 

取扱い後は手、顔などをよく洗いうがいをすること｡                   

保管                    ：直射日光を避け、防湿のため容器を密閉し、換気のよい場所で保管 

すること。 

爆発物           ：分類対象外 

可燃性・引火性エアゾール：分類対象外 

可燃性固体        ：分類できない 

自己反応性化学品        ：分類対象外 

自然発火性固体          ：区分外 

自己発熱性化学品        ：分類できない 

水反応可燃性化学品      ：分類対象外 

酸化性固体              ：分類対象外 

有機過酸化物            ：分類対象外 

金属腐食性物質          ：分類できない 

急性毒性（経口）      ：区分５ 

急性毒性（経皮）       ：区分外 

急性毒性（吸入・粉塵 ）   ：分類できない 

急性毒性（吸入・ミスト ） ：分類対象外 

皮膚腐食性／刺激性         ：区分３ 

眼に対する重篤な  

損傷性・刺激性     ：区分２Ｂ 

呼吸器感作性        ：分類できない 

皮膚感作性         ：分類できない 

変異原性（生殖細胞変異原性）：区分外 

発がん性          ：区分外 

生殖毒性          ：区分外 

特定標的臓器 

全身毒性－単回暴露   ：分類できない 

全身毒性－反復暴露   ：分類できない 

水生環境有害性（急性）  ：区分３ 

水生環境有害性（慢性）  ：区分外 
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                                       飲食物から離して保管すること。 

廃棄                   ：内容物および容器は、廃棄物処理法（廃棄物および清掃に関する 

法律）、および関係法規・法令を遵守して適正に廃棄すること｡ 

 

３．組成、成分情報 

    単一製品・混合物の区別     ：混合物 

    成分及び含有量          :微生物培養物、炭酸塩 

                     ﾃﾚﾌﾀﾙ酸誘導体、ﾔｼ油脂肪酸誘導体、ﾎﾟﾘｴｰﾃﾙﾎﾟﾘｵｰﾙ類 

                     各成分の含有量は非公開 

    ＣＡＳ Ｎｏ         :あり（微生物培養物は対象外）  

   化審法            :既存（微生物培養物は対象外） 

   安衛法            :既存（微生物培養物は対象外） 

    危険有害成分          ：該当なし 

   その他の成分情報         ：なし 

                       

４．応急措置 

吸入した場合          ：直ちに新鮮な空気の場所に移し、安静を保つ。 

                     必要に応じて、医師の診断を受ける。 

   皮膚に付着した場合       ：直ちに多量の水で洗い流した後、石鹸を使いよく洗い落とす。 

                    必要に応じて、医師の診断を受ける。 

   目に入った場合         ：直ちに清水で１５分以上洗眼する。眼の刺激が続く場合は医師の診 

断、手当を受ける。 

飲み込んだ場合          ：水で口の中を洗浄する。必要に応じて、医師の診断、手当を受ける。 

 

５．火災時の措置 

     消火剤                   ：二酸化炭素、粉末、泡、水噴霧 

    特定の消火方法               ：火元の燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 

関係者以外は安全な場所に退避させる。 

消火のための放水等により、製品もしくは化学物質が河川や下水に 

流出しないように適切な措置を行う。 

    消火を行う者の保護             ：消火活動は、可能な限り風上から行い有毒なガスの吸入をさける。 

消火作業では、適切な保護具を着用する。 

 

６．漏出時の措置 

    環境に対する注意事項           ：漏出した時は、漏出物を掃き集め、空容器に回収する。 

    

７．取扱い及び保管上の注意 

    取扱い                   ：保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用し、直接の接触は避ける。 

                             取扱い後は、手、顔などをよく洗い、うがいする。             

   保管              ：通気の良い場所で密封保管する。 

                    直射日光下及び高温多湿になる場所に放置しないこと。 

                   本品は空気中の水分を吸収して表面が湿るので、外装のポリ袋から 

                   取り出した状態で保管しないこと。 

 

８．暴露防止及び保護措置 

管理濃度               ：設定なし 
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    許容濃度 

      日本産業衛生学会勧告値      ：設定なし 

   ＡＣＧＩＨ            ：設定なし 

    設備対策                   ：取扱い場所の近くに、洗眼、身体洗浄等の洗浄設備を設ける。 

 保護具                        ：保護手袋、保護眼鏡 

 

 ９．物理的及び化学的性質 

       形状                  ：円錐台固体（成形品） 

     色             ：淡緑色 

       臭い              ：微芳香臭 

      ｐｈ               ：約 ８(1%水溶液) 

      融点                ：約 ７０℃ 

嵩比重              ：約 １．１ 

         溶解性           ：水に易溶 

 

１０．安定性及び反応性 

      安定性              ：通常の取扱い条件では安定。 

       反応性              ：自己反応性なし。 

       避けるべき条件          ：高湿度、熱、直射日光 

       混触危険物質           ：強酸、強塩基は微生物培養物を不活性化する。 

       危険有害な分解生成物       ：加熱分解により酸化カルシウム、一酸化炭素、二酸化炭素を生じるお

それがある。 

 

１１．有害性情報 

急性毒性（経口）         ：区分５ 飲み込むと有害のおそれ 

急性毒性（経皮）         ：区分外 

急性毒性（吸入；粉塵     ：分類できない 

皮膚腐食性／刺激性        ：区分３ 軽度の皮膚刺激 

眼に対する重篤な損傷性     

または眼刺激性   ：区分２Ｂ 眼刺激 

変異原性（生殖細胞変異原性）  ：区分外 

発がん性            ：区分外 

生殖毒性           ：区分外 

特定標的臓器全身毒性 

単回暴露   ：分類できない 

反復暴露   ：分類できない 

 

１２．環境影響情報 

水生環境急性有害性      ：区分３ 水生生物に有害 

      水生環境慢性有害性      ：区分外 

 

１３．廃棄上の注意 

      廃棄方法                       ：漏出時の措置ならびに取扱い及び保管上の注意の記載事項に留意 

して行う。 

都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託処 

理する。 

 



ショウシュウボーイ ＫＦ－５２ [友岡化研㈱]                  整理番号 A-103                                                                            
4/4  

１４．輸送上の注意 

      国際規制                       ：航空輸送はＩＡＴＡ、海上輸送はＩＭＤＧの規則に従う。 

      国連分類                       ：該当せず 

      国連番号                       ：該当せず 

      注意事項                       ：運搬に際しては、容器に漏れのないこと及び所定の表示のあるこ 

とを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防 

止を確実におこなう。 

     

１５．適用法令 

化学物質管理促進法(PRTR法)   ：該当せず 

化審法             ：該当せず  

労働安全衛生法         ：該当せず 

毒劇物取締法          ：該当せず 

消防法             ：該当せず 

海洋汚染防止法         ：該当せず 

     

１６．その他の情報 

      記載内容の取扱い 

     このデータシート記載事項は新しい知見により改訂されることがあます。このデータシート記載事項は 

当社最善の知見に基づくものでありますが、記載事項の完全さ、正確さ等を保証するものではありませ 

ん。すべての化学品には未知の有毒性がありうるため、取扱いには細心の注意が必要です。本品の適性 

に関する決定は使用者の責任において行って下さい。 

 

 

   ＊ 記載内容の問い合わせ先   

   ＊ 会社       ： 友岡化研株式会社 

   ＊ 担当部門     ： 業務部 

＊ 電話番号     ： 075-971-5662 

 


