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重 製品ま で亀学名、轟轟:名 など)

コーティング肇 軸 工轟i ンインポーマジギク、鐘工■ll、 下地剤、鈴菌剤

レインポーマジック、読菌クリーナー、抗菌水

レインポーマデック.N‐ P②、N‐ T
葬 物賣鍮特定

単一製品、鋸番擁鍮区羅

亀学名

含有量 韓 犠}

化審法番号

鋸合無 攀鱒騨解ヒ驀蒸繁績と有機混合溶渡を含む}

畿乳難 難 麹チタン.難
=ア

′レミニュウム

ニ颯 キイ蒙、エタノール、ま

ポリきキシアルキレンアルキルエーテル

ま‐シタロデキスト警ン

無農酸化権薫溶譲 霞露～12就%
有権轟合簾    4-2誡 %
ま        霧～9重購tO/。

難 担難 《ユー彗  難ξ義チタン (1-553)

畿化アルミニュウム モユー23) 二酸化ケイ素 (1-5481

エタノール ξ譲轟せ曇

ポ讐オキシアルキレンアルキルエーテル (T-9T}

4 逸鏡畜書婆畢力機

分頸参理蓄 二菫箋諄ない

た鉄婆  :デ ータなこ

環憮  こテータなじ

基 応急処露

教入 した場合 i羹ち:こ窒気最新鮮な轟蒲 :こ移 し、錆簿畢永で うがいをし安難にする。

ひど 又ヾ 合は甕鐸鍛手饉てを受義暴。



皮膚に付いた場合 :すぐに清浄な水で洗い落とす。

日に入つた場合 〔清浄水で最低 15分間洗浄した後、直ちに医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合 〔水でよく目の中を読浄 した後、コップ数杯の清水またl■牛乳を飲ませ

胃内で薄め饗師の指示を受ける。

火災時鈴処置

消化方法 :不燃饒である。

消イ窃撃 ,一

漏嘉時の処置

① 少量の場合鐘、安エス等で拭き取る。

② 多量の場合鐘、数結のよで洗い華とす。

取り扱い及び、保管上の注意

取り扱い こ直射藤光を避けt換気鍛良い場所で行予。取り扱いの都度、容器の密封を

実施する。

保管  :直射興光を避け、容警は密封して冷暗所里こ保管する。くれぐれも凍結させ

ないこと、鍛が発生し使撮出来なく威ります。

暴露離 措置

設備対策 :取り機いに付いては、直禁日光を避け換気の良い場所で行 う。

許容濃度 :

設備対策 I局所換気所

保護具 I呼吸用保護具 (国家検定合格防塵マスタ)

保護眼鏡 モゴーグルタイ4
保護手袋 《ゴム手袋】

保護衣  《作業殿)

10物理及び、化学的性質

半透明分散績 麟 液]

1醜
データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

外凱等

沸点

隷

揮発点

離点

比重

初留点
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漆解度 水 《%》 :データなし

その他 I―

饉験性情報 (安全性、反応性)

弓1人度 (℃)I不燃物

発火度 (℃)1不燃物

爆発限界 上猥 (0/6)Iな し

下限 (°/.》 :な し

可燃性  :な し

発火性 (自 然性発火性と、水と蒔反応〕:な し

酸化性  こなし

自己反応製、爆発性 :な し

粉翡 性 こなし

安定楓 反応性 :安定

その他   :一

環境影響情報

分解性 1データなし

蓄積性 :データなし

魚毒性 :データなし

その他 :データなし

廃棄上の注意

産業廃棄物経理基準に鍵 うこと.

輸送上の注意

輸送の際は、転鯛、落下等による機傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にす

る。

有書性情報 (人に付いての症例、変学的情報を含む)

加工製品に付き、加工に葬 じ使用 した混合物各々の製造元の製品安全データシー トの

有害性情報を参照下さしゝ

その他 鱗 内容問い合わせ先、尊1用文献、轟合物製造元等)

危険、有害性の評価は、必ずしも十分では右 りませんので取 り扱いには十分注意 して下

さい、尚、含有量、物理化学的性質の数値は保障値では有りません。

なた、注意事項等は一般的な取 り艘いを持濠 としていますので特殊な取り扱いの場合は
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ご配慮下さい、本コーティンダ議は、保管曝蔚、保管法、使用法によ診菱色澱など

起こることが経時ます鍮でご注意下さい。

スプレーガンで大量に債用す辱際は基ずマスク、メガネを御使澤下さい。

装澪混台機製造死

藝揮瘍 鑢無轟範菱轟

エタノータ卦

墨画活鍵朦

鋳製水

無熟アルコー
「≒轟叢鋳

=洋ξ滅 工業綴

鍮 =タベ 纏ハニー

可視光雛 ヒチタン E爾量頸チタニウムテクプロジーズ

夢―シクロ7~キス ト響ン :メ ルシャン要彗犠等鐘

製 品安全シー トコ 諄威 日 2008年 11月 霊 覇

(有)ヨ シムラ全藝

轟 鋒  

「

ス ト

轟 種 轟 繭 轟 轟 備  考

施工儀 レインポーマデッタ念

麺工澤 レインポーマジック

下地澤 教インポーマチックS

抗轟クリーナー 1/イ ンボーマジックF

エレメン 畔轟旨整趨 膵―P⑭

難 轟 醸 N― T

抗藤灘裏 レインポーマジック

鍮轟轟婁 レインポーマジック


