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製品安全データーシート
JIS Z7253 による分類

印刷日: 2015.06.05
*

改訂日: 2015.05.30

1 化学物質等及び会社情報
製品識別子
商品名: Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)
製品番号: 03.9901-03xx.x / 7003xx
該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途
追加的な関連情報は得られていません。
成分の利用/調合 油圧油
安全データシートの供給元の詳細情報
製造者/納入者:
Continental Aftermarket GmbH
Guerickestr. 7
60488 Frankfurt a. M.
Tel: +49-69-76031
Fax: +49-69-761061
この他の情報問い合わせ先:
Gefahrstoffmanagement Konzern, Zentrales Materiallabor
ate.sicherheit@contiautomotive.com
緊急通報用電話番号: +49-6132-84463

*

2 危険有害性の要約
純物質または混合物の分類
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類されていません。
ラベル要素
GHS ラベル要素 無効
危険図表 無効
表示語 無効
危険文句 無効
その他の危険性
PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びｖPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメン
ト
PBT （残留性、生物濃縮性、毒性物質）: 情報なし
vPvB （高残留性、高生物濃縮性物質）: 情報なし

*

3 組成・成分情報
化 学 的 特 性: 混合物
説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物
危険な含有成分:
161907-77-3 Ethanol, 2-butoxy-, manufacture of, by-products from
重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1, H318
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2, H373;
急性毒性(経口)
分4, H302
111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
生殖毒性 区分2, H361; 引火性液体 区分4, H227

*

<20%
区

<10%

<3%

4 応急措置
応急手当処置に関する説明
一般情報: 汚染された衣服や靴、すぐに削除します。
吸い込んだ場合: 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ
皮膚が触れた場合: 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
(2ページに続く)
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眼に入った場合:
瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくならない場合には医者に相談する
飲み込んだ場合: 即医者に診てもらう
医師への指示事項:
最も重要な急性及び慢性の症状及び影響 追加的な関連情報は得られていません。
何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。
*

5 火災時の措置
消火剤
適切な消火剤:
CO2, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
周辺の状況に合わせた消火措置を取る
安全上の理由から不適切な消火剤: 全開状態で放水
本化学物質または混合物から発生する特別な危険性
火災の場合にリリースされることがあります。 CO, CO2, NOx
消防士向けアドバイス
特別な保護装備:
爆発および火災ガスは吸い込まない
酸素ボンベ付き呼吸保護装備を着用

*

6 漏出時の措置
個人的予防措置、保護具及び応急処置法
防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
十分な換気を心がける
環境関連予防措置:
製品が下水処理施設や河川に流れ込まないようにする
地下・土壌に浸透させない
封じ込め及び浄化のための方法及び材料:
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
取り除いた物質は規則に従って処分する
他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 1 3 項参照

*

7 取扱い・保管上の注意
取り扱い方:
安全操作のための予防措置
子供の手の届かないところに保管してください。
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
火災および爆発防止に関する注意事項: 特別な措置は必要ない
混融危険性を含めた安全貯蔵条件
保管:
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 室温での保存。
同じ場所に保管する際の注意事項: 食料と離して保管する
保管条件に関するその他の注意事項:
乾燥した状態で保管
プロダクトは吸湿性である
容器は密閉した状態に保つ
保管クラス: 10可燃性液体。
(3ページに続く)
JP

41.0

製品安全データーシート

ページ3/7

JIS Z7253 による分類

印刷日: 2015.06.05

改訂日: 2015.05.30

商品名: Original ATE Brake Fluid DOT 3 (blue)
特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。
*
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8 暴露防止及び保護措置
技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、 7 項参照
管理パラメーター
作業場において限界値の監視を要する成分:
このプロダクトは作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない
人が健康上の理由によりこの物質に露出されてはいけない数値
112-35-6 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
口
DNEL Public long-term systemic
2 mg/kg bw/d (-)
皮膚 DNEL Public long-term systemic
20 mg/kg bw/d (-)
DNEL Worker long-term systemic
40 mg/kg bw/d (-)
吸収 DNEL Public long-term systemic
93 mg/m³ (-)
DNEL Worker long-term systemic
156 mg/m³ (-)
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
皮膚 DNEL Public long-term systemic
53 mg/kg bw/d (-)
DNEL Worker long-term systemic
106 mg/kg bw/d (-)
吸収 DNEL Public long-term local effects
12 mg/m³ (-)
DNEL Worker long-term local effects
60 mg/m³ (-)
112-27-6 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
皮膚 DNEL Public long-term systemic
20 mg/kg bw/d (-)
DNEL Worker long-term systemic
40 mg/kg bw/d (-)
吸収 DNEL Public acute/short-term local effects 25 mg/m³ (-)
DNEL Worker acute/short-term local effects 50 mg/m³ (-)
予想効力濃度の属性
112-35-6 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
口 PNEC oral food
89 mg/kg (-)
PNEC STP
200 mg/L (-)
PNEC aqua (fresh water)
10 mg/L (-)
PNEC aqua (intermittent releases) 50 mg/L (-)
PNEC aqua (marine water)
1 mg/L (-)
PNEC sediment (fresh water)
36.6 mg/kg sedim dw (-)
PNEC sediment (marine water)
0.8 mg/kg sedim dw (-)
PNEC soil
1.73 mg/kg soil dw (-)
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
PNEC STP
199.5 mg/L (-)
PNEC aqua (fresh water)
10 mg/L (-)
PNEC aqua (marine water)
1 mg/L (-)
PNEC sediment (fresh water)
20.9 mg/kg sedim dw (-)
PNEC soil
1.53 mg/kg soil dw (-)
112-27-6 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
PNEC STP
10 mg/L (-)
PNEC aqua (fresh water)
10 mg/L (-)
PNEC aqua (intermittent releases) 10 mg/L (-)
PNEC aqua (marine water)
1 mg/L (-)
PNEC sediment (fresh water)
46 mg/kg sedim dw (-)
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PNEC soil

3.32 mg/kg soil dw (-)

暴露管理
人的保護装備:
一般防止措置および衛生措置:
ガス・蒸気・エアゾールは吸い込まない
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
呼吸保護器具: 必要ない
手の保護:
手袋の材質は物質/材料/調合剤に対して耐性であり、成分を通すことがあってはならない
浸透時間、透過性および劣化の点を留意しながら手袋の材質を選択する
手袋材
適当な手袋は材質だけではなく、その他の品質によっても変わり、各メーカーによって異なる
手袋材の浸透時間
ブチル天然ゴム（ブチルゴム）:最小画期的回180分;最小層の厚さ:0.7ミリメートル
NBR（ニトリルゴム）:最小破過時間30分;最小の層厚さ0.4ミリメートル
正確な浸透時間については保護手袋メーカーに問い合わせ、それを遵守すること
眼の保護: 保護めがね
周辺への曝露の制限と監視
第6章および第7章を参照のことこれ以上の特別な対策は必要ありません
*

9 物理的及び化学的性質
基本的な物理及び化学特性に関する情報
一般指示事項
外観
液状
形:
ブルー
色:
特徴的
におい:
決まっていない.
嗅覚閾値
pH-値 約 20 °C:

7.5-10 (FMVSS 116)

状態の変化
融点/融解範囲:
沸点/沸点範囲:

決まっていない
> 245 °C (FMVSS 116)

引火点:

> 130 °C (ASTM D 7094 (closed cup))

発火性 (個体、気体):

情報なし

発火温度:

230 °C (DIN 51794)

分解温度:

> 360 °C (DSC)

自然発火性:

プロダクトは自然発火しない

爆発の危険:

プロダクトは爆発する危険はない

爆発限界:
下限:
上限:

1.5 Vol %
決まっていない.

蒸気圧 約 20 °C:

< 10 hPa

密度 約 20 °C:
相対的密度
蒸気密度
気化速度
水:

1.04 g/cm³
決まっていない.
決まっていない.
決まっていない.
完全に混合できる

分配係数 (n-オクタノール/水): 決まっていない.
(5ページに続く)
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*

粘性:
力学的:
運動性 約 20 °C:

決まっていない.
14.5-17 mm²/s (FMVSS 116)

溶剤含有量:
有機溶剤:
水:
他の情報

37.9 %
0.1 %
追加的な関連情報は得られていません。

10 安定性及び反応性
反応性
化学的安定性
熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。
危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

*

11 有害性情報
毒性学的影響に関する情報
急性毒性:
分類上の LD/LC50 値:
口 LD50 >2000 mg/kg (-)
初期刺激作用:
皮膚において: 刺激作用はない
眼において: 刺激はない
感作作用: 感作作用はない

*

12 環境影響情報
毒性
水生生物に対する毒性:
EC50 >15000 mg/l (bacteria)
LL50 596 mg/L (fish)
持続性及び分解性 追加的な関連情報は得られていません。
その他の注意事項: このプロダクトは生物分解しやすい
環境システムにおける作用:
生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。
土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。
その他のエコロジーに関する注意事項:
一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
地下水、河川あるいは下水設備に流してはならない
PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びｖPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメン
ト
PBT （残留性、生物濃縮性、毒性物質）: 情報なし
vPvB （高残留性、高生物濃縮性物質）: 情報なし
他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。
JP
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*

13 廃棄上の注意
廃棄物処理方法 危険廃棄物の処分に関する現行の地方自治体ガイドラインに従ってください
勧告: 関係当局の規則に従い、特別処理をおこなわなければならない
洗浄されていないパッケージ:
勧告: 洗浄できないパッケージはプロダクトと同様の方法で処分する

*

14 輸送上の注意
UN 番号
ADR, ADN, IMDG, IATA

無効

国連出荷正式名
ADR, ADN, IMDG, IATA

無効

輸送の危険性クラス
ADR, ADN, IMDG, IATA
分類

無効

パッケージの分類
ADR, IMDG, IATA

無効

環境危険:
海の汚染物質:

いいえ

ユーザー用特別予防措置

情報なし

マルポール条約（MARPOL73/78) 付属書Ⅱ及び
情報なし
IBCコードに準じたバルク輸送
UN "模範規制:

*

UN-, -

15 適用法令
該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律
化審法
既存化学物質
23783-42-8 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
112-35-6 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
112-27-6 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
161907-77-3 Ethanol, 2-butoxy-, manufacture of, by-products from
143-22-6 2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethanol
111-77-3 2-(2-methoxyethoxy)ethanol
112-60-7 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol
4792-15-8 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-diol
29385-43-1 methyl-1H-benzotriazole
57455-37-5 C.I. pigment blue 29 (ultramarine)

2-444
2-2979
2-415
2-429
2-436
2-2979
2-441
2-309
2-441
1-22

特定化学物質
内容成分はリストアップされていない
監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質
内容成分はリストアップされていない
(7ページに続く)
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優先評価化学物質
内容成分はリストアップされていない
白物質
内容成分はリストアップされていない
既存化学物質安全性点検結果（分解性・蓄積性
112-35-6 2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethanol
111-46-6 2,2'-oxybisethanol
112-27-6 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol
110-97-4 1,1'-iminodipropan-2-ol
既存化学物質安全性点検結果（毒性）
57455-37-5 C.I. pigment blue 29 (ultramarine)
化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない
*

16 その他の情報
この情報は現在の我々の認識に基づいている。ただし、プロダクトの特性を保証するものではな
く、また契約において法的根拠にはならない
使用制限に関する勧告 産業用のみを目的として。
縮約と二文字語:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
引火性液体 区分4: Flammable liquids, Hazard Category 4
急性毒性(経口) 区分4: Acute toxicity, Hazard Category 4
重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
生殖毒性 区分2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2
特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

資料
* 前の版からデータを変更
JP

