
安全データシート

1 化学品および会社情報

製品名 RZ-150　粉末銀ロウ（JIS.Z.3267.BAg-7銀ロウ）部分

     会社名 新富士バーナー株式会社

      住所 愛知県豊川市御津町御幸浜一号地１－３

担当者 資材部　　木邨　昌司

電話 0533-75-5000

FAX 0533-75-5033

2 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性： 引火性液体 分類対象外

可燃性固体 区分外

自己反応性化学品 分類対象外

自然発火性液体 分類対象外

自然発火性固体 区分外

自然発熱性化学品 区分外

酸化性液体 分類対象外

酸化性固体 分類できない

金属腐食性物質 区分外

健康に対する有害性

急性毒物(経口・経皮） 区分外

急性毒物(吸入） 分類できない

皮膚腐食性・刺激性 区分外

目に対する重篤な損傷性・眼刺激性 区分２Ｂ

呼吸器・皮膚感作性 区分１（皮膚)

生殖細胞変異性 分類できない

発がん性 区分外

生殖毒性 分類できない

特定標的臓器・全身毒性(単回暴露) 区分１(呼吸器系）

特定標的臓器・全身毒性(反復暴露) 区分１(眼、呼吸器、吸入、肝臓）

吸引性呼吸器有害性 分類できない

環境に対する有害性

水生環境有害性・急性 分類できない

水生環境有害性・慢性 区分４

GHSラベル要素：

注意喚起語： 危険

危険有害性情報：　眼への刺激

吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ

アレルギー皮膚反応を起こすおそれ

呼吸器の障害

長期または反復暴露により眼、呼吸器、肝臓に障害

長期的影響により水生生物に有害のおそれ
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3 組成及び成分情報

銀 銅 亜鉛 錫

　　Ａｇ　　　 Ｃｕ Ｚｎ Ｓｎ

５６％ ２２％ １７％ ５.０％

　　Ａｇ　　　 Ｃｕ Ｚｎ Ｓｎ

7440-22-4 7440-50-8 7440-66-6 7440-31-5

施行令第１８条の２　名称等を通知すべき危険物及び有害物

Ａｇ５６％ １３７銀及びその水溶性化合物

Ｓｎ５.０％ ３２２すず及びその化合物

Ｃｕ２２％ ３７９銅及びその化合物

第1種指定化学物質

Ａｇ５６％ 銀及びその水溶性化合物（政令第８２号）

ＲｏＨＳ改正指令(ＲｏＨＳ２） 特定有害物不含有品

4 応急措置

目に入った場合 ：粉、粉塵が目に入った場合、清浄な流水で

洗浄した後、直ちに専門医の診断を受ける

皮膚に付着した場合 ：皮膚刺激があれば医師の診断、手当てを受けること

吸入した場合 ：粉、粉塵を多量に吸入した時は、患者を直ちに

空気の新鮮な所に移し、安静保温に努め、

速やかに医師の診断を受けること

飲み込んだ場合 ：飲み込んだ場合､医師の診断を受けること

  

5 火災時の措置

消火方法 ： 不燃性物質

消 火 剤  ： 特に制約なし　火災の状況に適した消火剤を使用する

6 漏出時の措置

特になし

7 取扱いおよび保管上の注意

取り扱い ： 粉末なので注意する

保     管 ： 雨水などに濡らさないよう注意する

酸、アルカリ、強力な酸化剤、塩化物等化学物質及びその

雰囲気と接触しないよう保管する

8 ばく露防止および保護措置

管理濃度 ： 特になし

許容濃度 ： 特になし

設備対策 ： 特に不要

保護具

  吸引用保護具 ：ヒュームが発生する場合は､保護マスクを着用すること

  保護眼鏡      ：飛散が発生する場合、安全眼鏡を着用すること

  保護手袋      ：手先を損傷する可能性がある場合は保護手袋を着用

すること

 保護衣          ：　　―

化学式

成分

単一製品
混合物

混合物の区分

化学名 銀ロウ

含有量

ＣＡＳ　ＮO.

労働安全衛生法

ＰＲＴＲ法

ＲｏＨＳ指令



9 物理的および化学的性質

外   観 ： 粉末

固相温度 ： ６２０℃

液相温度 ： ６５０℃

比   重 ： ９．５

溶解度 ：水に不溶  その他

可燃性 ： なし

発火性 ： なし

酸化性 ： なし

自己反応性 ： なし

10 安定性および反応性

安定性 ：常温で安定

反応性 ：データなし

避けるべき条件 ：高温多湿

避けるべき材料 ：酸、アルカリ、強酸化剤及び塩化物

危険有害な分解生成物 ：データ無し

11 有害性情報

皮膚腐食性  ： データなし

刺激性（皮膚、目） ： データなし

感作性  ： データなし

急性毒性（５０％致死量等を含む）  ： データなし

亜急性毒性  ： データなし

慢性毒性  ： データなし

がん原性  経気吸入  ： データなし

                経口摂取  ： データなし

変異原性（微生物、染色体異常）  ： データなし

生殖毒性  ： データなし

催奇形成  ： データなし

12 環境影響情報

起こりうる環境影響・生態毒性 ： データなし

残留性・分解性 ： データなし

生物蓄積性 ： 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

残余廃棄物 ：高価な貴金属なので回収する。

この場合、専門の業者に委託することが望ましい。

汚染容器・包装:容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに

地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去する

14 輸送上の注意

輸送の特定の安全対策及び条件

 飛散、漏れ、流出、盗難等を防止して輸送する。高温にしたり、

 加熱したり しないで、必ず密閉容器で取り扱う。

15 適用法令

消防法 ：適用外

毒物・劇物取締法 ：適用外

労働安全衛生法 ：施行令第18条の2名称等を通知すべき有害物



[137銀及びその水溶性化合物]

[322すず及びその化合物]

[379銅及びその化合物]
化管法（ＰＲＴＲ法） ：第一種指定化学物質(政令第82号)

銀及びその水溶性化合物

16 その他の情報
(制約事項)

各種文献あるいは情報をもとに作成しておりますが、危険有害性の評価については

必ずしも十分ではありませんので、取扱及び重要な決定などに利用される場合は、

出典等を良く検討されるか、試験によつて確かめられることをお薦め致します。

注意事項は、通常の取り扱いを想定したものであり、特別な取り扱いをする場合には、

それぞれの用途・用法に応じて適切な安全対策を講じて下さい。

本SDSに記載されている内容は、当該化学物質に関する一般的なデータであり、

本製品の規格あるいはその一部としてこれらを保証するものではありません。
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