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安全データシート 
【1．製品及び会社情報】 

製品名                ：HM-330 
会社名                ：株式会社ホリゾン 

    住所                  ：〒520－1501 滋賀県高島市新旭町旭 1600 
    担当部門              ：品質保証部  
    電話番号              ：0740－25－4567(代表) 
    ＦＡＸ番号            ：0740－25－3499  
    作成日                ：2011 年 3 月 9 日  改訂日 2020 年 5 月 21 日                                                                                 

 
【2．危険有害性の要約】 

GHS分類： 
危険有害性クラス 危険有害性区分     ばく露経路      標的臓器 

 眼に対する重篤な損傷／    区分２B 
眼刺激性    

 発がん性 区分２ 
  
   記載のない項目については、分類対象外または区分外／分類できない。 
 

GHSラベル要素： 
   絵表示： 

                     
 
 注意喚起語        ：警告 
 
 危険有害性情報      ：強い眼刺激 
  発がんのおそれの疑い 
 
 使用上の注意       ：すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 
   取扱い後はよく手を洗うこと。 
  この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 
    保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。 
   安全対策 粉じん／ミスト／蒸気を吸入しないこと。 
 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。眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。  
 保管 ：日光から遮断し、50℃以上の温度に暴露しないこと。 
 廃棄 ：内容物／容器は13項目にしたがって廃棄すること。 
 
     製品ラベルの有害性情報は、個別の安全データシートの記載内容と異なる場合があります。 
【3．組成・成分情報】 
 化学物質・混合物の区別  ：混合物 
 化学特性         ：ホットメルト接着剤 
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 危険有害成分及び濃度 
  

成分 wt% 
エチレン･酢酸ビニル共重合体 80‐90% 
酸化チタン 1‐2% 
酢酸ビニル 0.1‐0.3% 
固形パラフィン 10‐20% 

 
【4．応急措置】 
 皮膚にかかった場合 ：溶融した接着剤に触れた場合：水で冷やすこと。 

  医師の診断を受けること。 
 眼に入った場合 ：溶融した接着剤に触れた場合：水で冷やすこと。 
  医師の診断を受けること。 
 飲み込んだ場合 ：口をすすぎ、コップに1～2杯の水を飲むこと。 
  無理に吐かせないこと。 
  医師の診断を受けること。  
 吸入した場合 ：空気の新鮮な場所へ移動させ、不快感が続く場合医師の診断を受けるこ

と。  
【5．火災時の措置】 
 消火剤 ：一般的な全ての消火剤が適切である。 
 使ってはならない消火剤 ：高圧水噴射 
  火災時の分解物質 ：炭素酸化物 
 保護具 ：自給式呼吸器を着用すること。 
  保護具を着用すること。 
【6．漏出時の措置】 

人体に対する注意事項 ：保護具を着用すること。 
 8項目の注意を参照すること。 
環境に対する注意事項 ：下水管／地表水／地下水中に捨てないこと。 
除去方法 ：物理的に除去する。 
 13項に基づいて汚染された製品を廃棄物として処分する。 

【7．取扱い及び保管上の注意】 
 保管 ：しっかりした換気／排気を確保すること。 

  涼しく、乾燥した場所に保管すること。 
【8．暴露防止及び保護措置】 
 管理濃度： 

成分 日本産業衛生学会 ＡＣＧＩＨ 

エチレン･酢酸ビニル共重合体 （blank） （blank） 

酸化チタン ４ｍｇ/ｍ3 ＴＷＡ 

１ｍｇ/ｍ3 ＴＷＡ 
１０ｍｇ/ｍ3 ＴＷＡ 

酢酸ビニル 
 

１５ ｐｐｍ ＴＷＡ 

１０ ｐｐｍ ＴＷＡ 

固形パラフィン （blank） ２ｍｇ/ｍ3 ＴＷＡ 

 
 設備対策 ：しっかりした換気／排気を確保すること。 
 保護具： 
 呼吸用保護具 ：十分に換気ができない場合は適切な呼吸マスク 
 眼の保護具 ：防護ゴーグル 
 皮膚及び身体の保護具 ：適切な保護服を着用すること。 
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【9．物理的及び化学的性質】 
形状 ：固体 
色 ：白 
臭い ：若干 
ｐＨ ：データ無し 
引火点 ：＞220℃（＞428°F） 
比重 ：0.95-1.05ｇ/ｃｍ3 
溶解度 ：不溶 溶剤：水 

【10．安定性及び反応性】 
 安定性 ： 
 化学的反応性 ：意図された目的に使用される場合は、無し。 
 避けるべき条件 ：意図された目的に使用される場合は、無し。 
 危険有害な分解生成物 ：火災が起きた場合、毒性ガスを放出する可能性がある。 
【11．有害性情報】 
  

成分 危険有害性クラス 危険有害性区分 ばく露経路 標的臓器 出典 
酸化チタン 生殖細胞変異原性 区分外   NITE 06 2011 
 急性毒性 区分外 経口  NITE 02 2014 
 皮膚腐食性・刺激性 区分外   NITE 02 2014 
 急性毒性 区分外 吸入－粉塵／

ミスト 
 NITE 02 2014 

 急性毒性 分類対象外 吸入－気体  NITE 02 2014 
 急性毒性 区分外 経皮  NITE 02 2014 
 発がん性 区分2   NITE 02 2014 
 眼に対する重篤な損

傷／眼刺激性 
区分2B   NITE 02 2014 

酢酸ビニル 急性毒性 分類対象外 吸入－気体  NITE 06 2011 
 急性毒性 区分外 経口  NITE 06 2011 
 急性毒性 区分外 経皮  NITE 06 2011 
 眼に対する重篤な損

傷／眼刺激性 
区分2 
 

  NITE 02 2014 

 特定標的臓器毒性、 
反復ばく露 

区分2  呼吸器系 NITE 02 2014 

 特定標的臓器毒性、 
単回ばく露 

区分3  気道刺激性、 
麻酔作用 

NITE 02 2014 

 生殖毒性 区分外   NITE 02 2014 
 発がん性 区分2   NITE 02 2014 
 生殖細胞変異原性 区分2   NITE 02 2014 
 皮膚腐食性・刺激性 区分2－刺激性   NITE 02 2014 
 急性毒性 区分4 吸入－蒸気  NITE 02 2014 
固形パラフィン 皮膚腐食性・刺激性 区分外   NITE 06 2011 
 急性毒性 分類対象外 吸入－気体  NITE 06 2011 
 急性毒性 区分外 経皮  NITE 06 2011 
 急性毒性 区分外 経口  NITE 06 2011 
 眼に対する重篤な損

傷／眼刺激性 
区分2B   NITE 02 2014 

 特定標的臓器毒性、 
単回ばく露 

区分3  気道刺激性 NITE 02 2014 

 
     一般毒性情報       ：これまでの経験に基づくと、製品の正しい使用および取扱いで害が及ぶ

ことは無い。 
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【12．環境影響情報】 
 

成分 危険有害性クラス 危険有害性区分 出典 
酢酸ビニル 水生環境有害性（急性） 区分2 NITE 04  2007 
 水生環境有害性（長期間） 区分外 NITE 05  2009 

 
  一般環境有害性情報       ：下水管、土壌または水辺に捨てないこと。 
 
【13．廃棄上の注意】 

推奨廃棄方法          ：所轄官庁へ問い合わせの上、必要な前処理を行うこと。 
 

【14．輸送上の注意】 
 一般情報            ：RID、ADR、ADNR、IMDG、IATA-DGRにおいて危険品ではない。 
 
【15．適用法令】 
 労働安全衛生法       ：名称等を通知すべき有害物（固形パラフィン、酸化チタン、酢酸ビニル） 
 消防法 ：指定可燃物、合成樹脂類 
 毒物及び劇物取締法 ：該当しない 
 PRTR法 ：該当しない 
  
【16．その他の情報】 

参考文献           ：原料メーカー提供 安全データシート 
 
 その他   ：本書は弊社の現時点で入手できる情報をもとに作成しておりますが、

情報の正確性、真実性、製品の無害性、安全性、用途への適性など

を保証するものではありません。 
   本書の情報のうち、成分濃度、物理的及び化学的性質などの値は、

保証値、規格値ではありません。 
 全ての化学製品には未知の有害性、危険性が考えられ、また、危険、

有害性の情報、評価は必ずしも十分でない可能性があり、取扱いに

は細心の注意が必要です。また、本書に記載された注意事項は通常

の取扱いを対象にしたものであるため、これを参考として、自らの

責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な安全対策を実

施の上ご使用下さい。 
 
 本書は、新しい情報、法律の改正、内容の見直し、その他の理由に

より改訂する場合があります。 
 本ＳＤＳの改訂版を受領した場合は、旧ＳＤＳを廃棄して下さい。 
 


