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製品名 レクサス純正インテリアコート用クリーナー 

 

 

安全データシート 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

1． 製品及び会社情報 

 

製品名       レクサス純正インテリアコート用クリーナー 

製品分類    洗浄剤 

主な用途     自動車の本革・ファブリック・プラスチック樹脂の洗浄 

 

会社名      シーシーアイ株式会社 

住所      〒501-3923 岐阜県関市新迫間 12 

担当部門    カーケア用品事業部 技術部 技術グループ 

電話番号     0575-24-4632 

FAX番号     0574-24-7223 

発行日      2022 年 4月 27日 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

2． 危険有害性の要約 

化学品の GHS分類 

健康に対する有害性   皮膚腐食性/刺激性               区分2 

目に対する重篤な損傷性/目刺激性    区分 2 

環境に対する有害性   水生環境急性有害性             区分 3 

GHS ラベル要素   

 

 

 

注意喚起語         特になし 

危険有害性情報  重篤な眼への刺激 

注意書き  眼に入った場合は、速やかに清水で洗い流して下さい。  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――          

3． 組成及び成分情報 

  化学物質・混合物の区分   混合物 

成分及び含有量（危険有害性物質を対象） 

化学名又は一般名 化審法 CAS番号 含有量（%） 

水溶性有機溶剤 非公開 非公開 15～18 

金属イオン封鎖剤 非公開 非公開 5～10 

アルカリソーダ 非公開 非公開 非公開 

非イオン性界面活性剤 非公開 非公開 10～12 

化審法；全成分登録済。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

4． 応急措置 

吸入した場合 

応急処置は要しない。 
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皮膚に付着した場合 

すべての汚染された衣類を脱ぐ。 

皮膚と接触した場合は、多量の水で洗い流す。 

眼に入った場合 

直ちに清浄な水で５分間以上洗い流す。眼と接触した場合には多量の水で洗い医師の診断を受ける。

眼球を傷つける可能性があるのでこすらない。 

  飲み込んだ場合 

水で口内を洗い（その人の意識がある場合のみ）、嘔吐が自然に生じたときは気道への吸入がおきない

ように身体を傾斜させ、直ちに医師の診断を受ける。 

応急措置をする者の保護に必要な注意事項 

救急者は保護具を着用する。 

医師に対する特別な注意事項 

医師の診断を受ける際、このＳＤＳを示す。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

5． 火災時の措置 

適切な消火剤    特になし 

使ってはならない消火剤   特になし 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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   

床が滑りやすくなるため注意を要する。 

環境に対する注意事項 

 特になし 

封じ込め及び浄化方法及び機材 

 特になし 

洗浄方法 

水で洗浄し下水へ直接流す。 

 

 

7． 取扱い及び保管上の注意 

取扱い 

技術的対策   特になし 

安全取扱い注意事項    保護眼鏡、ゴム製手袋等を着用すること。 

接触回避   設定なし 

保管 

安全な保管条件 

温度40℃以上の所には保管しない。 

石油の蒸留物、グリコール類や不凍液を含有しないため、本製品は水と同様に凍結する。凍結しても解

けた後の本製品の性能に対する影響はなし。 

低温保管の場合、粘度が増加し、取扱いにくくなる場合がある。   

  安全な容器包装材料 

特別な包装の必要はなし。          
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

8． 暴露防止及び保護措置 

管理濃度   未設定 

許容濃度   日本産業衛生学会 未設定 

    ACGIH 未設定 

設備対策   必要なし。 

保護具 

呼吸用保護具             必要があれば防毒マスク等を着用する。 

手の保護具              必要なし。 

但し、長時間使用する場合は、乾燥をさけるために、ゴム製手袋等を

着用するとよい。 

眼の保護具          直接眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡を着用するとよい。 

皮膚及び身体の保護具       必要なし。 

衛生対策   取扱い後はよく手を洗うこと。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

9． 物理的及び化学的性質 

物理的状態     液体 

色      無色透明 

臭い      データなし 

融点/凝固点     データなし 

沸点又は初留点及び沸騰範囲   １００℃ 

可燃性     データなし 

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界  データなし 

引火点     データなし 

自然発火点     データなし 

分解温度     データなし 

pH      １０．１ 

動粘性率     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   データなし 

蒸気圧     データなし 

密度及び/又は相対密度   約１．０１ 

相対ガス密度     データなし 

粒子特性     データなし 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

10． 安定性及び反応性 

反応性  データなし 

化学安定性  データなし 

危険有害反応可能性 通常の用途と使用方法では特になし。高純度アルミなど、一部の非鉄金属を本

製品の高濃度液に長時間浸漬すると腐食することがある。 
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避けるべき条件 データなし 

混触危険物質  データなし 

危険有害な分解生成物  データなし 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

11． 有害性情報 

急性毒性／経口   LD50：＞5000mg／kg（ﾗｯﾄ） 

急性毒性／吸入   LC50：＞158mg／㍑（魚） 

皮膚腐食性/刺激性   LD50：＞5000mg／kg（ｳｻｷﾞ）  

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性    あり 

ウサギの試験で、本物質を0.1ml点眼した結果、軽度の刺激

性（slight irritation）が見られた。 

呼吸器感作性又は皮膚感作性  データなし 

生殖細胞変異原性   データなし 

発がん性    データなし 

生殖毒性    データなし 

特定標的臓器毒性（単回ばく露）  データなし 

特定標的臓器毒性（反復ばく露）  データなし 

誤えん有害性    データなし 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

12． 環境影響情報 

環境に放出された際は、容易に微生物分解される。 

生態毒性  データなし。 

残留性・分解性 データなし。 

生体蓄積性  データなし。 

土壌中の移動性 環境に放出された際は、容易に微生物分解される。 

オゾン層への有害性 データなし。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

13． 廃棄上の注意 

残余廃棄物    

多量の水を流しながら排水処理をすること。ろ過すれば、再利用も可能である。 

汚染容器及び梱包 

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地自自治体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

14． 輸送上の注意 

特に留意はいらない。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

15． 適用法令 

特になし。 

 

16． その他の情報 
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参考資料 

GHS 国連文書（改定２版： 2007 年） 英文及び和文 

化学物質総合情報提供システム（ nite: 製品評価技術基盤機構） 

各種法令集、その他 

急性中毒処置の手引 

GHS 分類結果データベース (独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ) 

GHS に基づく化学品の分類方法 (JIS Z7252:2019) 

GHS に基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 (JIS Z7253:2019) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

注意 記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価

に関しては、如何なる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたもので

すので、特別な取り扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱い願いま

す。 

 


