
 

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レザーコート B液 

製品分類    皮革用コート剤 

主な用途     自動車用レザーコート剤 

 

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3 

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性   区分 2 

 

GHS ラベル要素     

    
注意喚起語：  警告 

危険有害性情報： 軽度の皮膚刺激  

 強い眼刺激 

注意書き 

安全対策     取扱い後は手をよく洗うこと。 

                保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 

応急措置 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。  

皮膚刺激が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。 

眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。 

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

3． 組成、成分情報 

化学物質・混合物の区別     混合物 

 

 

 

含有成分及び含有量 

化学名又は一般名 
含有量 

(wt%) 
CAS No 

化審法 

No 

安衛法 

(No) 

PRTR 法 

(No) 
毒劇法 

純水 55~60 7732-18-5 ‐ － － － 



 

多価カルボジイミドＡ 15~20 － 7-824 － － － 

多価カルボジイミドＢ 20~25 － 7-873 － － － 

ﾄﾞﾃﾞｼﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ 1.0 － 登録有 － 
該当 

(30) 
－ 

注記    化審法 No：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）官報告示番号 

安衛法：労働安全衛生法 

PRTR 法：特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善に関する法律 

毒劇法： 毒物及び劇物取締法 

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

4． 応急措置 

吸入した場合 

直ちに新鮮な空気の場所へ移し、呼吸をし易い姿勢で休息させる。呼吸が止まっている場合及び 

呼吸が弱い場合は、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で、人口呼吸を行う。体を毛布などで 

おおい、保温して安静を保つ。直ちに医師の処置を受ける。 

皮膚に付着した場合 

汚染された衣類を直ちに脱ぐ。付着した部分を直ちに多量の水又は微温湯を流しながら中性石鹸で 

皮膚の刺激がなくなるまで充分に洗浄する。皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の処置を受 

ける。取り扱った後、必ず手を洗う。 

眼に入った場合 

直ちに、清浄な水で最低１５分以上洗眼した後、直ちに眼科医の 診察を受ける。洗眼の際、眼瞼を 

指で開いて眼瞼、眼球のすみずみまで水がよく行きわたるように十分に洗う。 

  飲み込んだ場合 

   水で口の中を洗浄し、コップ１～２杯の水または牛乳を飲ませ嘔吐させる。直ちに医師の処置を受ける。 

被災者に意識がない場合には、口から何も与えてはならない。 

 

応急措置をする者の保護に必要な注意 

 救助者はゴム手袋と保護眼鏡などの保護具を着用する。 

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

5． 火災時の措置 

適切な消火剤     粉末消火薬剤、ＡＦＦＦ（水性膜泡消火薬剤）、泡消火薬剤、 炭酸ガス、水等。 

使ってはならない消火剤     なし。 

火災時の特有の危険有害性   

燃焼生成ガス中には、一酸化炭素、窒素酸化物（ＮＯｘ）等を含む 有害なガスが含有される。 火災の 

状況により、他の有害物質発生の可能性がある。 

  特有の消化方法     

速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場合には、容器および周囲に散水して冷却する。 

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 自給式呼吸器具を着用する。 

着火した場合  

初期の火災には、粉末消火薬剤、炭酸ガス、乾燥砂などを用いる。 大規模火災の際には泡消火器 

等を用いて空気を遮断することが 有効である。 

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

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   

作業の際は適切な保護具を着用し、漏出した液が皮膚に付着しないようにする。 

環境に対する注意事項 

漏出した製品が河川、水路等へ流出しないよう注意する。  



 

大量の水で希釈する場合は、汚染された排水が適切に処理されずに 環境へ流出しないように注意 

する。 

封じ込め及び浄化の方法及び機材   なし。 

回収・中和方法 

 漏出源を遮断し、漏れを止める。少量の場合は、乾燥砂、土、おがくず、ウエスなどに吸収させて、密閉 

できる空容器に回収する。大量の場合は、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。 

二次災害防止策 

着火の原因となるものを速やかに取り除き、漏出した場所及びその周囲へ関係者以外の立ち入りを 

禁止する。 

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

7． 取扱い及び保管上の注意 

取扱い 

技術的対策    

皮膚に付けたり、蒸気やミストを吸入しないように適切な保護具を着用する。蒸気やミストを吸入する 

可能性がある場合は、呼吸器具等の保護具を着用し、通気の良い場所で作業すること。   

安全取扱い注意事項 

取扱い後は手や顔などをよく洗う。 

接触回避  設定なし。 

 

保管 

安全な保管条件 

容器は密栓して冷暗所に保管する。カルボン酸、アルコール、アミ ン等の活性水素化合物が混入 

すると付加体を形成するため注意を要する。   

安全な容器包装材料   設定なし。 

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

8． ばく露防止及び保護措置 

管理濃度 

データなし 

許容濃度 

データなし 

設備対策 

   蒸気およびミストが発生する場合は、排気装置を設ける。  

取扱い場所の近辺に洗眼および身体洗浄のための設備を設ける。 

保護具 

呼吸用保護具                蒸気、ミストが発生する場合は、マスクを使用する。 

手の保護具              不浸透性保護手袋（ポリエチレン、ゴム製など）を着用する。 

眼の保護具          保護面、保護眼鏡、ゴーグル等を着用する。 

皮膚及び身体の保護具       長袖の作業衣を着用する。 

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

9． 物理的及び化学的性質 

物理状態                   液体 

色                         乳白色 

臭い                         わずかな特異臭 

融点/凝固点                   データなし 

沸点又は初留点及び沸騰範囲         データなし 

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                         7～10 

動粘性率                   乳白色液体 

溶解度                         水と自由に混和 

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             1.0 

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。 

化学的安定性   室温（２５℃）以下では概ね安定である。 

危険有害反応可能性 

  カルボン酸、アルコール、アミン等の活性水素化合物が共存すると反応し、付加体を形成する。  

避けるべき条件   高温または直射日光下での保管。混触危険物質との接触。 

混触危険物質    禁水性物質、酸化剤。 

危険有害な分解生成物    

燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素、窒素酸化物などが発生する。 

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

11． 有害性情報 

製品に対する有害性情報      

データなし 

組成物質に関する有害性情報 

多価カルボジイミドＡ 

急性毒性 

 ＬＤ50 > 2,000mg/Kg（経口・ラット）。 

皮膚腐食性/刺激性    

Non Irritant（ウサギにおける急性皮膚刺激性/腐食性試験）。  

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性    

Mild Irritant（ウサギにおける急性眼刺激性試験）。 

   呼吸器感作性又は皮膚感作性 

陰性 (OECD No.429(22 July 2010); Skin Sensitisation: LLNA 試験)。 

   生殖細胞変異原性 

陰性（Ames test）。 

発がん性 

ＩＡＲＣ（国際ガン研究機構）およびＮＴＰ（米国国家毒性プログラム）のリストに記載されていない 

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。 

 

ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム 

急性毒性 

 区分 4 

皮膚腐食性/刺激性    

区分 2  

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性    

区分 1    

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 

製品に対する有害性情報 

 生態毒性  データなし。 

残留性・分解性 データなし。 

生態蓄積性  データなし。 

土壌中の移動性 データなし。 

オゾン層への有害性 データなし。 

 

13． 廃棄上の注意 

廃棄は、都道府県条例に従い廃棄処理を行う。認可を受けた処理業者に委託する。関係法規・法令を 

遵守して適正に処理する。 

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

14． 輸送上の注意 

国際規制 

国連番号  非該当 

品名  非該当 

国連分類  非該当 

海洋汚染物質 有害液体物質 

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



 

15． 適用法令 

船舶安全法  非該当 

  消防法  非該当 

  航空法  非該当  

労働安全衛生法 非該当 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）  ３．組成及び成分情報に記載  

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

16． その他の情報 

参考資料 

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。 


