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製品特定名 

製品名 UNIMEC ATIR SH 150 

その他特定するための手段 
物質////混合物 混合物 

化学品の推奨用途と使用上の制限 

特定用途 産業用ギアオイル 

安全データシート作成者の詳細 

供給者の詳細 
 UNIMEC S.p.A. 

 via del lavoro, 20 - 20865 Usmate - Velate (MB) ITALIA 

 Tel: +39.039.6076900 

 Fax: +39.039 6076909 

 e-mail: info@unimec.eu 

緊急電話番号  
  

化学物質または混合物の分類 

急性水生毒性 - 区分3 

慢性水生毒性 - 区分3 

ラベル要素  
 

注意喚起語 なし 

危険有害性情報 
H412 - 長期継続的影響によって水性生物に有害 

注意書き ----    予防策 
• 環境への放出を避けること 

 

注意書き ----    廃棄 
• 内容物/容器は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して廃棄すること 

 

物理的及び化学的危険性  

なし 

 

 

1. 1. 1. 1. 製品及び会社情報 

2.2.2.2.危険有害性の要約 



 

健康有害性  

皮膚に付着した場合 区分外。 アレルギー反応を起こすおそれ 

目に入った場合 区分外。 

吸入した場合 区分外。 高濃度の蒸気を吸入すると、呼吸器官に刺激を起すおそれがある。 

飲み込んだ場合 区分外。 飲み込むと、胃腸内刺激、吐き気、嘔吐、下痢が起こるおそれがある。 

。 

皮膚腐食性////刺激性 区分外。 

眼に対する重篤な損傷性////刺激性 区分外。 

感作性 増感剤として分類されない。 増感物質を含有。 アレルギー反応を起こすおそれ。 

発がん性 この製品は、発がん物質として分類されていない。 

変異原性影響 区分外。 

生殖毒性 区分外。。 

特定標的臓器毒性 (STOT) (STOT) (STOT) (STOT) ----    単回ばく 区分外。 

露 
特定標的臓器毒性 (STOT) (STOT) (STOT) (STOT) ----    反復ばく 区分外。 

露 
他の有害影響 長期的および反復したばく露(汚染した衣類との接触)により特徴ある皮膚の病班(吹き出も 

の)が発症するおそれがある。 

吸引性呼吸器有害性 区分外。 

環境危険有害性  

長期継続的影響によって水性生物に有害 

分類されていない他の危険有害性  

• 汚染表面は非常に滑りやすくなる 

• 環境中に放出してはならない 

 

 

化学的性質 本製品は、合成基油(ポリアルファオレフィン)から製造される, 

本製品は、合成基油(エステル)から製造される。 

 

化学名 CASCASCASCAS番号 化審法 (ENCS)(ENCS)(ENCS)(ENCS)    

労働安全衛生法 政令番 
号 重量％ 

Dec-1-ene, 

homopolymer, 

hydrogenated 

Dec-1-ene, oligomers, 

hydrogenated 

68037-01-4 (6)-1109,(6)-1470  80- <90 

Amines, 

C12-14-tert-alkyl 

68955-53-3 (2)-133  0.1-<0.25 

Long-chain alkenyl 

amine 

^ -  0.025-<0.1 

 

必要な応急措置 

一般的予防措置 症状が重篤または持続する場合は、医師もしくは医療機関に連絡すること。 

3. 3. 3. 3. 組成及び成分情報 

4. 4. 4. 4. 応急措置 



 

吸入した場合 新鮮な空気のある場所に移動する。 

皮膚に付着した場合 汚染した衣服および靴を脱がすこと。 皮膚を石けん(鹸)と水で洗うこと。 汚染された衣 

類を再使用する場合には洗濯をすること。 高圧噴射洗浄により皮膚の損傷を生じることが 

ある。 この場合、負傷者を直ちに病院へ搬送しなければならない。 

目に入った場合 大量の水で完全に洗い流すこと。 

飲み込んだ場合 無理に吐かせないこと。 意識のない人には、絶対に、口から何も与えてはいけない。 た 

だちに医師に連絡すること。 

予想される急性症状及び遅発性症状、並びに最も重要な徴候及び症状 

吸入した場合 区分外。 高濃度の蒸気を吸入すると、呼吸器官に刺激を起すおそれがある。 

皮膚に付着した場合 区分外。 アレルギー反応を起こすおそれ 

目に入った場合 区分外。 

飲み込んだ場合 区分外。 飲み込むと、胃腸内刺激、吐き気、嘔吐、下痢が起こるおそれがある。 

。 

応急措置をする者の保護に必要な注意事項  

医師に対する特別注意事項 症状に応じた治療を行うこと。 

 

適切な消火剤 

適切な消火剤 二酸化炭素(CO
2
)。 ABC 粉末消火剤。 泡消火剤。 水噴霧や霧状水。 

使ってはならない消火剤 棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので行ってはならない。 

火災時の特定危険有害性 

特別な危険性 不完全燃焼および加熱分解によって、一酸化炭素、二酸化炭素、多種炭化水素、アルデヒ 

ド、煤煙などさまざまな毒性のガスが発生することがある。これらは、閉鎖された空間ま 

たは高濃度で吸入すると非常に危険なおそれがある。 

 

消防士用の特別な保護具と予防措置  

消火を⾏う者の保護 保護具を使用すること。 いかなる火災においてMSHA/NIOSH(承認または同等の)自給式呼吸 

器及び完全防護服を着用すること。 

その他の情報 

その他の情報 散水して容器/タンクを冷却すること。 火災の残留物や汚染した消火用水は、関係法規に 

従って処理すること。 

 

人体に対する注意事項、保護具及び注意事項 

一般情報 こぼれた物質を触ったり、その間を歩いたりしないこと。 

汚染表面は非常に滑りやすくなる。 保護具を使用すること。 

十分な換気を確保すること。 付近の発火源となるものを速 
やかに取り除くこと。 

環境に対する注意事項 

一般情報 地下水を汚染してはならない。 

物質が排水溝ないし水路へ侵入しないようにすること。流出が著しくて回収できない

場合は、現地当局に通告しなければならない。 

回収、中和、並びに封じ込め及び浄化の方法・機材 

5. 5. 5. 5. 火災時の措置 

6. 6. 6. 6. 漏出時の措置 



 

浄化方法 せき止めること。 漏出物を閉じ込め、不燃性の吸収剤 

(砂、土、珪藻土、バーミキュライト等) 

を使用して集め、国家/地方公共団体の規則に従い廃棄するために容器に入れること 

(13章廃棄上の注意を参照)。 適切な密閉容器に入れ、廃棄すること。 

その他の情報 

二次災害の防止策 環境規制に従って汚染された物体および場所をよく洗浄すること。 

 

安全な取扱いのための予防措置  

安全取扱い注意事項 使用中は、飲食や喫煙をしないこと。 個人保護について8章 ばく露防止及び保護措置を参 

照すること。 換気の良い場所だけで使用すること。 蒸気やスプレー煙霧を吸い込まない 

こと。 皮膚、眼、そして衣服との接触を避けること。 

火炎および爆発の防止 静電気放電に対して予防処置をとること。 地上/接合容器、タンク、および移送/受入装 

置。 

適切な衛生対策 製品との接触の危険性にさらされる人員のために、衛生の厳格な規則が適用されているこ 

とを確認すること。 機器、作業区域、作業服を定期的に洗浄することが推奨される。 休 

憩前や製品取扱い直後には手を洗うこと。 研磨剤、溶剤、燃料を使用しないこと。 

製品で汚染されている雑巾で濡れた手を拭かないこと。  

製品で汚染された雑巾を作業着のポケットに入れないこと。 

安全に保管するための注意事項  

適切な技術的対策////保管条件 飲食物や動物飼料から離すこと。 二重になったタンクに保管すること。 容器を密閉して 

おくこと。 納品時の容器に保存することが望ましい。それ以外の場合、新しい容器に規制 

ラベルの表示をすべて再現すること。     容器の危険有害性ラベルは(空の場合でも)はがして 

 

 

はならない。 

製品が(例えば、密封破損のために)誤って高温の鋳型または電気接続面へ放出することが

ないように設置場所を設計すること。 霜、熱、日光から保護すること。 

湿気を遮断すること。 

混触危険物質 強酸化剤。 

管理濃度 

ばく露限界 許容濃度が設定されている物質を含有していない 

 

 

適切な技術的管理 

設備対策 職業ばく露限度に準ずるように技術面での措置を取ること。   

閉鎖された空間での作業時には(タンク、容器、その他)、呼吸に適した空気の供給および推

奨された装備の着用を確認 
すること。 

個人の保護具及び保護措置 

保護具 
一般情報 製品が混合物として使用される場合には、適切な保護具業者に連絡することを推奨する。  

これらの推奨事項は、供給された時の製品に適用される。 

 

呼吸用保護具 通常使用の状態では何もない。  

作業者がばく露限界値を上回る濃度にさらされる場合には、認定を受けた適切なマスクを着

用する必要がある。 蒸気/粒子用混合型フィルター装 
備の呼吸用保護具(EN14387)。 タイプ A/P1。 

空気補給装置の使用は、それらの選択と用途を規制している製造業者の指示と規則に厳

格に従わなければならない。 

眼の保護具 飛沫が起こりそうな場合に着用：。 密着性の高い安全ゴーグル。 

皮膚及び身体の保護具 適切な保護作業服を着用すること。 保護靴もしくは保護長靴。 長袖の作業服。 

7. 7. 7. 7. 取扱い及び保管上の注意 

8. 8. 8. 8. ばく露防止及び保護措置 



 

 

手の保護具 保護手袋: ニトリルゴム, フッ素ゴム。 

手袋の供給業者が提供する透過性および破過時間に関する指示に従う。また、切り傷、擦

り傷、接触時間など、製品が使われる特定の使用 
条件も考慮する。  

EN374とは違った条件の下で、溶液の中、または他の物質と混ぜて使われる場合は、EC認

可手袋の供給業者に問い合わせること。 

 

 

物理的及び化学的性質 

外観 透明 

色 黄色 まで 琥珀色 

20℃での物理的状態 液体 

臭い 特異臭 

臭いのしきい 入手可能な情報なし 

 

 

 

性質  
 

値  
   

備考  
 

方法  
pHpHpHpH    

   
適用なし 

 

融点////沸騰範囲    適用なし  

沸点////沸騰範囲    
入手可能な情報なし 

 

引火点 230 

446 

°C 

°F 

  
クリーブランドオープンカップ 

(COC) 

クリーブランドオープンカップ 

(COC) 

蒸発速度  
入手可能な情報なし 

 

入手可能な情報なし 
   

空気中での燃性限界  
入手可能な情報なし 

 

上限  
入手可能な情報なし 

 

下限  
入手可能な情報なし 

 

蒸気圧  
入手可能な情報なし 

 

蒸気密度  
入手可能な情報なし 

 

比重 0.85 - 0.86 @ 15 °C 
 

密度 850 ----    860 kg/m
3

 @ 15 °C 
 

水溶性  
不溶 

 

溶媒に対する溶解性  
入手可能な情報なし 

 

logPowlogPowlogPowlogPow    
 

入手可能な情報なし 
 

⾃然発火温度  
入手可能な情報なし 

 

分解温度  
入手可能な情報なし 

 

動粘度 150 mm

2

/s @ 40 °C ISO 3104 

爆発性 非爆発性 
  

酸化性 適用なし 
  

危険有害反応性の可能性 入手可能な情報なし 
  

その他の情報    

分⼦量  
入手可能な情報なし 

 

凝固点  入手可能な情報なし  

10. 10. 10. 10. 安定性及び反応性    

反応性 
   

一般情報 入手可能な情報なし。 
  

 

危険有害反応性 通常の処理下ではなし。 

安定性 通常の状態では安定。 

避けるべき条件 高温(引火点を超える温度)、火花、発火点、炎、静電気。 

不適合物質 強酸化剤。 

9. 9. 9. 9. 物理的及び化学的性質 



 

危険有害性のある分解生成物 通常使用ではなし。 

 

可能性のあるばく露経路に関する情報  

症状 入手可能な情報なし。 

 

皮膚に付着した場合 区分外。 アレルギー反応を起こすおそれ 

目に入った場合 区分外。 

吸入した場合 区分外。 高濃度の蒸気を吸入すると、呼吸器官に刺激を起すおそれがある。 

飲み込んだ場合 区分外。 飲み込むと、胃腸内刺激、吐き気、嘔吐、下痢が起こるおそれがある。 

。 

短期および⻑期被ばくによる即時的影響と遅発性影響および慢性的影響 

急性毒性 ----    製品情報 

経口 区分外。 

混合物の 0.12985 %は急性経口毒性が未知の成分から成る 

経皮 区分外。 

混合物の 0.12985 %は急性経皮毒性が未知の成分から成る 

吸入した場合 区分外。 

混合物の 0.2597 %は急性吸入毒性 が未知の成分から成る 

急性毒性 ----    成分情報 
 

化学名 経 口 LD50LD50LD50LD50    経 皮 LD50LD50LD50LD50    吸 入 LC50LC50LC50LC50    

Dec-1-ene, homopolymer, 

hydrogenated Dec-1-ene, 

oligomers, hydrogenated 

68037-01-4 

LD50 > 5000 mg/kg (rat) LD50 > 2000 mg/kg (rat) LC50 (4h) > 5.2 mg/l 

(rat-aerosol) 

Amines, C12-14-tert-alkyl 

68955-53-3 

LD50 >500 mg/kg bw (rat-OECD 

401) 

LD50 612 mg/kg bw (rat-OECD 

401) 

LD50 1177 mg/kg bw (rat-OECD 

401) 

LD50 >250 mg/kg bw (rat) 

Dlmin 50 mg/kg bw (rat) 

LD50 251 mg/kg bw (rat-OECD 

402) 

LD50 >200 mg/kg (rabbit) 

LD50 2000 mg/kg (rabbit) 

LD50 (4h) >= 157 ppm (vapour 

rat-OECD 403) 

LC50 (4h) 157 ppm (rat 

vapour-OECD 403) 

LC50 (4h) >231 ppm (rat 

vapour-OECD 403) 

Long-chain alkenyl amine 

^ 

LD50 1689 mg/kg (Rat)   

皮膚腐食性////刺激性 区分外。 

眼に対する重篤な損傷性////刺激性 区分外。 

感作性 増感剤として分類されない。 増感物質を含有。 アレルギー反応を起こすおそれ。 

発がん性 この製品は、発がん物質として分類されていない。 

変異原性影響 区分外。 

 

生殖毒性 区分外。。 

特定標的臓器毒性 (STOT) (STOT) (STOT) (STOT) ----    単回ばく 区分外。 

露 
 

11. 11. 11. 11. 有害性情報 



 

 

特定標的臓器毒性 (STOT) (STOT) (STOT) (STOT) ----    反復ばく 区分外。 

露 
他の有害影響 長期的および反復したばく露(汚染した衣類との接触)により特徴ある皮膚の病班(吹き出も 

の)が発症するおそれがある。 

吸引性呼吸器有害性 区分外。 

 

生態毒性 

長期継続的影響によって水性生物に有害 

急性水生毒性 ----    製品情報  

入手可能な情報なし。 

急性水生毒性   ----    成分情報  
 

化学名 藻類に対する毒性 ミジンコとその他水生無脊 
椎動物に対する毒性 魚毒性 微生物に対する毒性 

Dec-1-ene, homopolymer, 

hydrogenated Dec-1-ene, 

oligomers, hydrogenated 

68037-01-4 

EC50 (96h) > 1000 mg/l 

Selenastrum capricornutum 

EC50(48h) > 1000 mg/l 

Dapnia magna (OECD 202) 

LC50 (96h) > 750 mg/l 

(Pimephales promelas) 

 

Long-chain alkenyl amine 

^ 

EC50 (96h) 0.03 mg/l EC50 (48h) 0.011 mg/l 

(Daphnia magna) 

LC50 (96h) 0.11 mg/l  

慢性水生毒性   ----    製品情報  

入手可能な情報なし。 

慢性水生毒性 ----    成分情報  

入手可能な情報なし。 

陸生生物への影響 
入手可能な情報なし。 

 

残留性と分解性 

一般情報 
入手可能な情報なし。 

 

生物蓄積性 

製品情報 入手可能な情報なし。 

logPowlogPowlogPowlogPow    入手可能な情報なし。 

成分情報 

移動性 

土壌 物理的および化学的特徴の考察から、本製品は一般に低い土壌移動性を示す。 

空気 蒸発による損失は限定される。 

水 不溶。 本製品は、水表面上で拡散する。 

オゾン層への危険性  

12. 12. 12. 12. 環境影響情報 



 

区分外。 

他の有害影響 

一般情報 入手可能な情報なし。 

 

残余廃棄物////未使用製品からの廃棄物 環境中に放出してはならない。 現地の規定に従い処分すること。 

汚染容器
 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなけ

ればならない。 現地の規定に従い処分すること。 
 

 

ADR/RIDADR/RIDADR/RIDADR/RID    規制されていない。 

IMDG/IMOIMDG/IMOIMDG/IMOIMDG/IMO    規制されていない。 

ICAO/IATAICAO/IATAICAO/IATAICAO/IATA    規制されていない。 

 

 

日本  

環境汚染物質排出移動登録制度 規制されていない。 

廃棄物の処理および清掃に関する法律 特別管理産業廃棄物。 

消防法 第四類, 可燃性/引火性液体, 第四石油類, 危険等級 III。 

化学物質の審査及び製造等の規制に関 既存化学物質。 

する法律(化審法) 
 

労働安全衛生法 既存化学物質, 名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物。 

毒物及び劇物取締法 規制されていない。 

船舶安全法 規制されていない。 

航空法 規制されていない。 

作成者 Total S.p.A. - Italy 

発⾏日::::    22/2/2018 

改訂日::::    22/2/2018 

改訂メモ 入手可能な情報なし。 

略語、頭字語 
 

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

bw = body weight = 体 重 

bw/day = body weight/day = 体重/日 

EC x = Effect Concentration associated with x% response 

GLP = Good Laboratory Practice = 医薬品安全性試験実施基準 

IARC = International Agency for Research of Cancer 

LC50 = 50% Lethal concentration = 50％致死濃度－ 

試験動物の群の50％(半数)の死亡を引き起こす空気中の化学物質または水中の化学物質の濃度 

LD50 = 50% Lethal Dose = 50%致死量 － 化学物質を一度投与し、試験動物の群の50％(半数)の死亡を引き起こす用量 

13. 13. 13. 13. 廃棄上の注意 

14. 14. 14. 14. 輸送上の注意 

15. 15. 15. 15. 適用法令 

16. 16. 16. 16. その他の情報 



 

LL = Lethal Loading 

NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health 

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level 

NOEC = No Observed Effect Concentration 

NOEL = No Observed Effect Level 

OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = 経済協力開発機構 

OSHA = Occupational Safety and Health Administration 

UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = 

不明のまたは種々の組成の物質、複雑な反応生成物、または生物物質 

免責条項 
このSDSは、JIS Z 7253:2012(日本)要件に適合している。 この安全データシートで提供される情報は、その発行日時点におい 

て、当社の知識、情報と信念の及ぶ限り正確なものです。ここに記載されている情報は、安全な取扱い、使用、加工処理、保管、

輸送そして放出のための指針とすることのみを目的として作成されたものであり、保証するものではなく、仕様書としても考慮さ

れていません。 

この文書の内容は、ここで示される特定の物質についてのみに関するものであり、いかなる工程での他の物質との併用について

は有効でなくなる場合があります。 

安全データシートの終わり 


