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項目 1: 化学品および会社情報 
 

1.1. 化学品および会社情報 

製品情報 : 混合物 

製品名 : Thermomelt® HEAT-STIK Marker 300 °F (149, 150 °C) 
 

1.2. 物質または混合物について、特定された関連用途、および推奨できない用途 

物質/混合物の用途 : 温度指示計 
 

1.3. 安全性データシートの供給元の詳細 

LA-CO Industries, Inc. 

1201 Pratt Boulevard 

Elk Grove Village, IL.  60007-5746 

Phone: (847) 956-7600 

Fax: (847) 956-9885 

E-mail: customer_service@laco.com 
 

 

1.4. 緊急連絡電話番号 

緊急連絡電話番号 : 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-

527-3887 
 

 

項目 2: 危険有害性の要約 
 

2.1. 物質/混合物の分類 

GHS-US 分類 

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分2A H319 

皮膚感作性 区分1 H317 

発がん性 区分2 H351 
     

Hフレーズの全文については項目16を参照 
 

 

2.2. ラベル要素 

GHS-US ﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ 

絵表示 (GHS-US) : 

 

GHS07 

 

GHS08 

    

注意喚起語 (GHS-US) : 警告 

危険有害性情報(GHS-US) : H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 

H319 - 強い眼刺激 

H351 - 発がんのおそれの疑い 

注意書き(GHS-US) : P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること 

P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと 

P261 - 粉じん の吸入を避けること 

P264 - 取扱い後はよく 手 を洗うこと 

P272 - 汚染された作業衣は作業場から出さないこと 

P280 - 保護眼鏡、 適切な保護手袋 を着用すること 
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P302+P352 - 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。 水で 

P305+P351+P338 - 

眼に入った場合：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 

P308+P313 - 

ばく露またはばく露の懸念がある場合:医師の診断／手当てを受けること 

P321 - 特別な処置が必要である(このラベルの 応急措置 を見よ) 

P333+P313 - 

皮膚刺激または発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること 

P337+P313 - 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること 

P363 - 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること 

P405 - 施錠して保管すること 

P501 - 規制に準拠して内容物/容器を廃棄してください。 

認可を受けている廃棄物収集場所 
 
 

2.3. その他の危険 

情報なし 

2.4. 未知の急性毒性 (GHS US) 

適用されない 

項目 3: 組成及び成分情報 
 

3.1. 物質 

適用されない 

3.2. 混合物 
 

名前 製品特定名 % GHS-US 分類 

adipic acid (CAS 番号) 124-04-9 90.43 Eye Irrit. 2A, H319 

1-phenylazo-2-naphthol, C.I. Solvent Yellow 14 (CAS 番号) 842-07-9 0.49 - 0.54 Skin Sens. 1, H317 

Muta. 2, H341 

Carc. 2, H351 

Aquatic Chronic 4, H413 
 

 

分類区分およびHフレーズの全文については項目16を参照 
 

項目 4: 応急措置 
 

4.1. 応急処置対策 

応急措置 一般 : 被災者に意識がない場合は、口から何も与えてはならない。 

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 

皮膚に付着した場合 : 多量の水で洗うこと。皮膚刺激または発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手

当てを受けること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 

眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ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。眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受け

ること。 

飲み込んだ場合 : 気分が悪いときは医師に連絡すること。 
 

4.2. 最も重要な症状/影響急性および遅延 

症状/損傷 : 発がんのおそれの疑い。 

症状/損傷 皮膚に付着した場合 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 

症状/損傷 眼に入った場合 : 強い眼刺激。 
 

4.3. 医師による救急処置または特殊な処置に関する注意事項 

症候に基づいた処置を行うこと。 
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項目 5: 火災時の措置 
 

5.1. 消火剤 

適した消火剤 : 周辺火災に適した消火剤を使用すること。 

使ってはならない消火剤 : 認知済みのものは無し。 
 

5.2. 物質または混合物に起因する、固有の有害性 

特有の危険有害性 : 燃焼すると刺激性、毒性および有害性の煙を発生する。 

爆発の危険 : 製品は爆発性でない。 

反応性 : 知らない危険な反応はしない。 
 

5.3. 消火活動を行う上での注意事項 

消火方法 : 排水溝や水路に入ること消防から流出しないようにしてください。 

消火時の保護具 : 自給式呼吸装置を着用する。防火服／防炎服／耐火服を着用すること。 

項目 6: 漏出時の措置 
 

6.1. 注意事項、保護具と緊急時処置 

一般的な措置 : 皮膚、眼および衣類との接触を避けること。粉じんの発生または拡散を避けること

。 

6.1.1. 非緊急対応者 

保護具 : 化学ゴーグルや保護メガネ。適切な手袋を着用のこと。 

応急処置 : 無用な人員を退避させること。 

6.1.2. 緊急対応者 

保護具 : 化学ゴーグルや保護メガネ。適切な手袋を着用のこと。 

応急処置 : 区域を換気すること。安全に対処できるならば漏えい（洩）を止めること。 
 

6.2. 環境に対する注意事項 

環境への放出を避けること。 
 

6.3. 流出防止および清掃に使用する方法および資材 

封じ込め方法 : 含まれており、任意の固体として収集しています。 

浄化方法 : 粉塵の発生を最小限に抑えることができます。 
 

6.4. 他の項を参照 

項目8：個人用保護具。項目7：安全取扱注意事項。 

項目 7: 取扱い及び保管上の注意 
 

7.1. 安全取扱注意事項 

安全取扱注意事項 : 粉じん 

の吸入を避けること。使用前に取扱説明書を入手すること。全ての安全注意を読み

理解するまで取り扱わないこと。皮膚、眼および衣類との接触を避けること。 

衛生対策 : 飲食または喫煙の前、および作業場を離れる前に、低刺激の石鹸と水で手およびそ

の他の露出部分を洗うこと。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。汚染さ

れた衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 
 

7.2. 同所保管の危険性を考慮した、安全に保管するための条件 

安全な保管条件 : 使用しないときは容器を密閉すること。 

混触禁止製品 : 強酸。強塩基。強力な酸化剤。 

熱及び発火源 : 熱、火花および炎から遠ざけること。 
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混合接触保管の禁止 : 混触危険物質。 

保管場所 : 乾燥した、換気の良い涼しいところに保管すること。 
 

項目 8: ばく露防止及び保護措置 
 

8.1. 管理パラメーター 

Thermomelt® HEAT-STIK Marker 300 °F (149, 150 °C)  

ACGIH 非該当 

OSHA 非該当 
 

adipic acid (124-04-9) 

ACGIH ACGIH TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

ACGIH 留意点 (ACGIH) URT irr; ANS impair 

OSHA 非該当 

カナダ (Quebec) VEMP (mg/m³) 5 mg/m³ 
 

1-phenylazo-2-naphthol, C.I. Solvent Yellow 14 (842-07-9) 

ACGIH 非該当 

OSHA 非該当 
 

8.2. ばく露防止 - 危機管理対策 

設備対策 : 作業ステーションの換気が良好であることを確認すること。 

個人用保護具 : すべての不必要な露出を避ける。 

手の保護具 : ゴム手袋を使用すること。 

眼の保護具 : 保護眼鏡：粉塵生産の場合。 

呼吸用保護具 : 通常の使用の下では、一切ない。 

その他の情報 : この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 

項目 9: 物理的及び化学的性質 
 

9.1. 物理的および化学的な基礎物性に関するデータ 

物理的状態 : 固体 
  

外観 : 固形クレヨン状マーカ。 

色 : データなし 

臭い : データなし 

臭気閾値 : データなし 

pH : データなし 
  

融点 : データなし 
  

凝固点 : データなし 
  

沸点 : データなし 
  

引火点 : データなし 
  

蒸発速度（酢酸ブチル＝１） : データなし 
  

燃焼性（固体、気体） : データなし 
  

蒸気圧 : データなし 
  

相対蒸気密度 (20 °C) : データなし 
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比重 : データなし 
  

溶解度 : データなし 
  

n-オクタノール/水分配係数(Log Pow) : データなし 
  

自然発火温度 : データなし 
  

分解温度 : データなし 
  

動粘性率 : データなし 
  

動的粘度 : データなし 
  

爆発限界 : データなし 
  

爆発特性 : データなし 
  

酸化的性質 : データなし 
  

 

9.2. その他の情報 

VOC 含有量 : 0 % 

項目 10: 安定性及び反応性 
 

10.1. 反応性 

知らない危険な反応はしない。 
 

10.2. 化学的安定性 

通常の条件下では安定。 
 

10.3. 危険有害反応可能性 

危険有害性の重合は発生しない。 
 

10.4. 避けるべき条件 

熱。 
 

10.5. 混触危険物質 

強酸。強塩基。強力な酸化剤。 
 

10.6. 危険有害な分解生成物 

バーニングは、刺激性、有毒及び有毒ガスを生成します。 

項目 11: 有害性情報 
 

11.1. 毒物学上の作用に関するデータ 

可能性のあるばく露経路 : 吸入; 皮膚および眼接触  

急性毒性 : 区分外 
 
 

 

adipic acid (124-04-9) 

LD50 経口 ラット 5560 mg/kg 

LD50 経皮 ウサギ 7940 ml/kg 

LC50 吸入 ラット (mg/l) > 7.7 mg/l/4h 

ATE US (経口) 5560.000 mg/kg体重 
 

 

皮膚の腐食/刺激 : 区分外 

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 : 強い眼刺激。 

呼吸器官または皮膚の過敏症 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 

胚細胞突然変異 : 区分外 
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発がん性 : 発がんのおそれの疑い。 
 

 

 

 

生殖毒性 : 区分外 

特定標的臓器/全身毒性 (単回暴露) : 区分外 
 

 

 

 

特定標的臓器/全身毒性 (反復暴露) : 区分外 
 

 

adipic acid (124-04-9) 

NOAEL (経口、ﾗｯﾄ、90日) 750 mg/kg体重/日 
 

 

吸引性呼吸器有害性 : 区分外 
 

症状/損傷 皮膚に付着した場合 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 

症状/損傷 眼に入った場合 : 強い眼刺激。 

項目 12: 環境影響情報 
 

12.1. 毒性 
 

 

adipic acid (124-04-9) 

LC50 魚 1 >= 1000 mg/l 96 h  

EC50 ミジンコ 1 46 mg/l 48 h  
 

 

 

12.2. 残留性・分解性 
 

adipic acid (124-04-9) 

残留性・分解性 容易に生分解。 

生分解 90 % 5 d  
 

 

 

12.3. 生体蓄積性 
 

adipic acid (124-04-9) 

BCF 魚 1 3.162 

n-オクタノール/水分配係数(Log Pow) 0.093 
 

 

 

12.4. 土壌中の移動性 

Thermomelt® HEAT-STIK Marker 300 °F (149, 150 °C)  

土壌中の移動性 情報なし。 
 

 

12.5. その他の有害な影響 

その他の情報 : 情報なし。 

項目 13: 廃棄上の注意 
 

13.1. 廃棄方法 

下水処理推奨 : 廃棄物を下水へ排出してしないでください。 

推奨廃棄方法 : 国内/地域の規制に従って安全な方法で廃棄してください。 
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項目 14: 輸送上の注意 

In accordance with US-DOT 49-CFR and the HMR / TDG / ADR / IMDG / ICAO / IATA  

DOTによれば、 

規制されていない。 

TDG 

規制されていない。 

海上輸送 

規制されていない。 

 

航空輸送 

規制されていない。 

項目 15: 適用法令 
 

15.1. 米国連邦規制 
 

この製品のすべてのコンポーネントは、米国環境保護庁有害物質規制法(TSCA)インベントリーに、リストされるか、

リストから除外されます。 
 

adipic acid (124-04-9) 

CERCLA RQ 5000 lb 
 

1-phenylazo-2-naphthol, C.I. Solvent Yellow 14 (842-07-9) 

Listed on SARA Section 313 (Specific toxic chemical listings) 

EPA TSCA Regulatory Flag T - T－TSCAのセクション4、試験規則の対象物質を示す 
 

 

 

15.2. 国際規制 

国際規則 
 

Thermomelt® HEAT-STIK Marker 300 °F (149, 150 °C) 

全ての成分はEECインベントリーである欧州既存商業化学物質インベントリー（EINECS）に記載されている 

全ての成分はカナダ国内物質リスト（DSL）または非国内物質リスト（NDSL）に記載されている 

 
  

15.3. 米国州規制 
 

1-phenylazo-2-naphthol, C.I. Solvent Yellow 14 (842-07-9) 

米国 - 

カリフォルニア州 - 

プロポジション65 - 

発がん性物質リスト 

米国 - 

カリフォルニア州 - 

プロポジション65 - 

生殖発生毒性物質 

米国 - 

カリフォルニア州 - 

プロポジション65 - 

生殖毒性 - 女性 

米国 - 

カリフォルニア州 - 

プロポジション65 - 

生殖毒性 - 男性 

No significance 

risk level 

(NSRL) 

Yes  いいえ いいえ いいえ  
 

 

adipic acid (124-04-9) 

U.S. - Massachusetts - Right To Know List 

U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List 

U.S. - New York - Reporting of Releases Part 597 - List of Hazardous Substances 

U.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) List 
 

1-phenylazo-2-naphthol, C.I. Solvent Yellow 14 (842-07-9) 

U.S. - Delaware - Pollutant Discharge Requirements - Reportable Quantities 

U.S. - New Jersey - Right to Know Hazardous Substance List 

U.S. - New York - Right to Know List of Hazardous Chemicals 
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項目 16: その他の情報 
 

参考文献 : ACGIH (American Conference of Government Industrial 

Hygienists)。欧州化学品庁（ECHA）C&Lインベントリデータベース。アクセス先 

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-

database。Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf、 "Quick Selection Guide to 

Chemical Protective Clothing"、 Fifth 

Edition。米国防火協会。危険有害性物質防火ガイド；第10版。OSHA 29CFR 

1910.1200 

危険有害性周知基準。TSCA化学物質物質インベントリー。アクセス先はhttp://www.

epa.gov/oppt/existingchemicals/pubs/tscainventory/howto.html。 

その他の情報 : なし。 
 

Hﾌﾚｰｽﾞのﾌﾙﾃｷｽﾄ: 

----

-- 

H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 

----

-- 

H319 強い眼刺激 

----

-- 

H341 遺伝性疾患のおそれの疑い 

----

-- 

H351 発がんのおそれの疑い 

----

-- 

H413 長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 

 

省略表記: 

  ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists) 

  CAS（ケミカルアブストラクツサービス）番号 

  CLP：分類、表示に関する、包装。 

  GHS：（化学品の分類および表示に関する）世界調和システム。 

  OSHA：（米国）職業安全衛生管理局 

  PBT：難分解性、生物蓄積性、毒性物質 

  TSCA：（米国）有害物質規制法 
 

適用されない : 1 - 

ばく露すると刺激を生じることがあるが、たとえ手

当てをしなくても軽微な障害しか残らない。 

 

NFPA 火災の危険 : 1 - 着火させるには、予熱しなければならない。 

NFPA 反応性 : 0 - 

水と反応しても、正常火災の露光条件の下で、安定

していない 

 

SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC 

  6077 Frantz Rd. 

  Suite 206 

  Dublin, OH USA 43016 

  T 614-923-7472 

  www.redstonegrp.com 

 
本書は、あくまで本製品の健康、安全性、環境への配慮等に関わる情報のみを、現在の知見に基づき記載するものであり、製品に関する何らかの特性を保証するものではな
い。 

http://www.redstonegrp.com/
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