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製品安全データシート
整理番号： 2011057021

作成： 2012/06/29
改訂： 2013/04/01

１．化学物質等及び会社情報

２．危険有害性の要約

危険有害性情報：

注意書き： 〔予防策〕

〔対応〕

〔保管〕
〔廃棄〕 内容物/容器の廃棄は地域の規則に従い行うこと。

区分

指定された個人用保護具を使用すること。

GHS分類

注意喚起語： 警告
臓器(呼吸器)の障害のおそれ

粉塵/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

GHSラベル要素

製品名： 分散染料インク TYPE-A マゼンタ

絵表示：

〒100-7015 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号

作成部門：

製品名：
会社名：

分散染料インク TYPE-A マゼンタ
コニカミノルタ株式会社

住所：

社会環境統括部
（TEL:042-589-8167,FAX:042-589-8071）

担当部門： インクジェット事業部　品質保証部
（TEL:042-589-3739,FAX:042-589-3868）

緊急連絡先： 公益財団法人　日本中毒情報センター
（事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る）
中毒110番　一般市民専用電話
(大阪) 072-727-2499(情報料無料) 365日 24時間対応
(つくば) 029-852-9999(情報料無料) 365日 9時～21時対応

区分2特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
取り扱い後はよく手を洗うこと。
気分が悪い時は医師に連絡すること。
施錠して保管すること。
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製品安全データシート
整理番号： 2011057021

作成： 2012/06/29
改訂： 2013/04/01

製品名： 分散染料インク TYPE-A マゼンタ

３．組成及び成分情報

化審法 化管法 毒劇法
官報公示

番号
官報公示

番号
通知物質 指定物質 毒物劇物

20-30 2-230 化審既存 安衛法通
知物質

非該当 非該当

3-5 7-97 化審既存 安衛法通
知物質

非該当 非該当

1-3 5-112 化審既存 非該当 非該当 非該当
0.3-1.0 2-297 化審既存 非該当 非該当 非該当

４．応急措置

５．火災時の措置

６．漏出時の措置

排水系、下水または水路への漏出を防止すること。

皮膚に付着した場合：

目に入った場合：

使ってはならない消火剤：
特有の消火方法：

砂又は他の不燃性吸収剤で吸収し、空容器に回収する。

人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置：
環境に対する注意事項：
封じ込め、及び浄化の方法、機材：

保護具を着用する（８章参照）。
立ち入り前に換気を行う。

含有量
wt.%

成分名称
安衛法

107-21-1エチレングリコール

ジプロピレングリコールモノ
メチルエーテル

616-45-5
108-01-0

直ちに医師に連絡すること。

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移すこと。呼吸が困難な場合は酸素
吸入を行うこと。直ちに医師の手当てを受けること。

接触した場合には、石けんと多量の水で直ちに皮膚を洗うこと。汚染し
た衣服や靴は脱がせること。症状が発生した場合には、直ちに医師の手
当てを受けること。

2-ピロリドン
N,N-ジメチルエタノールアミ
ン

まぶたをあけたまま、水で少なくとも15分間洗眼すること。コンタクト
レンズを取りはずすこと。

吸入した場合：

医師の診断／手当てを受けること。

無理に吐かせないこと。
飲み込んだ場合：

水噴霧、粉末、泡
情報なし
消火の際は自給式呼吸器具及び完全保護具を着用する。側面から水をか
けて容器を冷却する。作業は安全な場所から行う。

消火剤：

CAS#

成分及び含有量
単一製品・混合物の区別： 混合物

34590-94-8
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製品安全データシート
整理番号： 2011057021
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製品名： 分散染料インク TYPE-A マゼンタ

７．取扱い及び保管上の注意

使用前にラベルをよく読むこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。

８．暴露防止及び保護措置

厚生労働
省(安衛

法)

日本産業
衛生学会

管理濃度 許容濃度 TLV-TWA TLV-STEL
未設定 未設定 未設定 100mg/m3

[C]

未設定 未設定 100ppm 150ppm
未設定 未設定 未設定 未設定
未設定 未設定 未設定 未設定

取扱い後は石けんと水で洗うこと。適切な衛生対策：

耐薬品性手袋を着用すること。手の保護具：
安全ゴーグルを推奨する。目の保護具：
適切な保護衣を着用し皮膚への接触を防止すること。皮膚及び身体の保護具：

エチレングリコール

ジプロピレングリコールモノメチルエーテル
2-ピロリドン
N,N-ジメチルエタノールアミン

通常の条件下では必要なし。呼吸器の保護具：

安全な容器包装材料：

取扱いは密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。設備対策：

成分名称
ACGIH

許容濃度

情報なし

技術的対策：

局所排気・全体換気：
注意事項：
安全取扱い注意事項：

適切な保管条件：

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
この製品を使用するときに，飲食又は喫煙をしないこと。
目、皮膚、衣類との接触を避けること。

施錠して保管すること。
日光から遮断し，換気の良い場所で保管すること。
容器を密閉しておくこと。

火花を発生させない工具を使用すること。
熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁
煙。
静電気放電に対する予防措置を講ずること。
取り扱いは十分な換気の下で行う。
情報なし。

取扱い

保管

保護具
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製品名： 分散染料インク TYPE-A マゼンタ

９．物理的及び化学的性質

溶解性： 易溶
粘度(23℃) 100s

１０．安定性及び反応性

１１．有害性情報

１２．環境影響情報

危険有害な分解生成物：

危険な重合反応は起こらない。

特定標的臓器/全身毒性
(単回暴露)

吸入した場合
呼吸器官　N,N-ジメチルエタノールアミン
　　　　　ジプロピレングリコールモノメチルエーテル

環境有害物質をふくまず、GHSにより分類されない。

-13(℃)

0.1(ｈPa)蒸気圧：
燃焼の範囲又は爆発範囲： 3.2－15.3(%) (有機溶剤に基づく）

製品
物理的状態：
形状：

自然発火温度：

融点・凝固点：
沸点、初留点と沸点範囲：

マゼンタ

1.08(g/cm3)

窒素酸化物、一酸化炭素、二酸化炭素

比重・密度：

安定

通常の取扱い条件では安定である。
強酸化剤、強酸、強アルカリ

安定性：

避けるべき条件：
混触危険物質：

危険有害反応可能性：

100(℃)
270(℃)

液体
液体

色：
7.7－8.3pH：
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製品名： 分散染料インク TYPE-A マゼンタ

１３．廃棄上の注意

廃棄方法：

１４．輸送上の注意

国連分類：
国連番号：

１５．適用法令

１６．その他の情報

安衛法： 名称等を通知すべき有害物
化審法： 優先評価化学物質(エチレングリコール)を含有している

免責文： 記載内容は現時点で入手できた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、いかなる保証をなすものではありません。危険有害性の評価
は、今後の新しい知見で改訂されることもあります。また、記載事項は当製品につ
いての通常の取扱いを対象にしており、特別な取扱いや組み合わせの場合は用途・
用法に適した安全配慮の上お取扱い願います。

参考文献等： 化審法の既存化学物質　安全性点検データ集（化学品検査協会）
国際化学物質安全性カード　日本語版（化学工業日報社）
環境化学物質要覧（環境庁環境化学物質研究会）
新版危険・有害性便覧（中央労働災害防止協会）
RTECS（U.S　DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICE)

PRTR法（化管法）： 非該当

毒劇法： 非該当
消防法： 非該当

輸送の特定の安全対策
及び条件：

廃棄物および残余物は地方条例にしたがい廃棄処分すること。

非該当
非該当

国連分類

“７章　取扱い及び保管上の注意”の記載による。

産業廃棄物であるため、産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に処理を委託する。（特別管理産業廃
棄物には該当しない）


