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MSDS : 　EC指令2001/58/EC　と　化学品規制（REACH）1907/2006 付属 II　に基づき

RUBIO MONOCOAT HYBRID WOOD PROTECTOR
ルビオモノコートハイブリッドウッドプロテクター

商品名　：　 ルビオモノコートハイブリッドウッドプロテクター
商品コード　：　 RUBIO MONOCOAT HYBRID WOOD PROTECTOR
商品の用途　：　 業者用、DIY用（エンドユーザー用）
責任担当会社　： NV MUYLLE-FACON

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem BELGIUM　（ベルギー）

電話　：　 +32(0)51 3080 54
ファックス： +32（0）51 3099 78
Eメール： info@muyllefacon.be
ウェブサイト： www.muyllefacon.be
担当： safety@muyllefacon.be

指令（S）67/548/EEC 及び/又は　1999/45/ECの基準　に従って、危険物として分類されていない
R-フレーズ　： -
火事時の毒性　： 火事中、煙と一酸化炭素が放出されることがあります。

指令（S）67/548/EEC 及び/又は　1999/45/ECの基準　に従って、危険物として分類されていない
成分構成

R20,R22,

R41,R50

名称 危険
シンボル

（注意マーク）
CAS No. 

安全性データシート

3　構成/成分情報

　 %3-iodo-2-propynyl
butylcarbamate

3 - ヨード-2 - プロ
ピニルブチルカル

バメート
<= 0,6%　
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1 物質/準備、および会社/仕事に関する明示

2 危険識別

Xn,N

EC no 
EC index

no
R-フレーズ Reach

55406-53-6 259-627-5
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NV MUYLLE-FACON  In case of emergency : 0032(0)51308054
Ambachtenstraat 58 8870 Izegem BELGIUM

眼との接触の症状 平常状態の使用には特記なし
皮膚との接触の症状 平常状態の使用には特記なし
吸入との接触の症状 平常状態の使用には特記なし
摂取との接触の症状 胃腸の刺激、吐き気、嘔吐、下痢を引き起こす可能性があり
吸入した場合の救急： 推奨取扱いの条件内、必須ありません。
皮膚接触後の救急　： 推奨取扱いの条件内、必須ありません。
眼との接触後の救急　： 目に入った場合は、すぐに清浄な水で数分間、洗い流して下さい。

摂取した後の救急　： 疑問がある、又は上記の症状がある限り、医者の手当を受けて下さい。

消火剤-消火装置　： 水(スプレー)、二酸化炭素（CO2),ドライケミカルパウダー、発泡系消火装置
火事時の毒性　： 火事中、煙と一酸化炭素が放出されることがあります。
反応性質　：

個人保護（緊急時）　： 項目8を参照ください。
その他の情報　： 適度に水を使用してください。必要(可能）な場合、準備しておいてください。

個人保護　： 項目8を参照ください。
製品の扱い　： 使用時の個人用呼吸保護器具などは通常必要ありません。
洗浄方法　： シャベルで漏れたオイルを密封出来る容器に入れて集めます。
廃棄： 廃棄に当って、国や役所の規則に従い安全な方法で行うこと。

製品の扱い　： 使用時の個人用呼吸保護器具などは通常必要ありません。
在庫　：

製品の扱い　： 使用時の個人用呼吸保護器具などは通常必要ありません。

物理的状態： 液体
引火点　： ＞　100℃
比重　： 0.95-1.3kg/ｌ
VOC 内容　： 0　ｇ/L
*資料確認が委員会規定の試験方法項目13（3）に記載された規格又はそれに準じる規格で行いました。

9 物理的と化学的の性質

ルビオモノコートハイブリッドウッドプロテクター
日付　：　2012年2月22日

4 救急処置

6 漏出時の措置

安全性データシート
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コンタクトレンズがある場合、出来るならば、はずしてください。はずした後
も、水ですすぎ続けてください

発熱反応を防ぐために、酸化剤、強アルカリや強酸性材料から離して保管
してください。　項目7で推奨されている使用状態と保管条件では、物性は
安定しています。

5 消火措置

7 取り扱い及び在庫

通気のある冷暗所に保管すること。メーカーの容器のままで、きちんと締めて保管する
こと。

8 接触コントロール/人体の保護装置
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回避すべき状況: 熱、火花、火、熱い表面を避けること、煙草の禁止。
安定と反応　：

分解時の危険物　：加熱（燃焼）による分解の時、一酸化炭素と煙が発生し得る。

皮膚との接触の症状 平常状態の使用には特記なし
吸入との接触の症状 平常状態の使用には特記なし
摂取との接触の症状 胃腸の刺激、吐き気、嘔吐、下痢を引き起こす可能性があり
眼との接触の症状 平常状態の使用には特記なし

成分　： 3 - ヨード-2 - プロピニルブチルカルバメート
LC50魚類1： 0.067 mg / Lで（レインボートラウト - 96時間）
EC50 ミジンコ1： 0.16 mg / Lで（オオミジンコ - 48）
EC50他の水生生物1： 0.022 mg / Lで（藻類：イカダモ(Scenedesmus subspicatus) - 72時間）
エコロジー(一般)：

成分： 3 - ヨード-2 - プロピニルブチルカルバメート
生体蓄積性： 生物体に濃縮しません
持続性と分解性： 生分解性が容易に分類されます。

一般の場合　：

廃棄 廃棄に当って、国や役所の規則に従い安全な方法で行うこと。

輸送規制（ADR)： 規制なし
輸送規制（IMDG)：規制なし
輸送規制（ICAO)：規制なし

化学物質安全性評価に関する情報パブリックドメイン

R-フレーズ　：
化学品危険準備指令　67/548/EEC 及び/又は　1999/45/EC　の分類により、危険物ではない

S-フレーズ　： S2 - 子供が届かないように保管すること
特注フレーズ　： 要求に応じて、工業使用者用の安全資料表が用意します。

14 輸送上の情報

15 行政規定に関する情報

化学品危険準備指令　67/548/EEC 及び/又は　1999/45/EC　の分類により、危険物
ではない

10　安定性と反応性

11 有害性の情報

12 環境への情報

13 処分についての配慮

通常の使用において、環境に問題を起こすことは、報告されていません/見
込まれていません。

ルビオモノコートハイブリッドウッドプロテクター
日付　：　2012年2月22日

安全性データシート
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一般の状況での廃棄は、環境に問題を起こすことは、報告されていません/見込まれて
いません。

発熱反応を防ぐために、酸化剤、強アルカリや強酸性材料から離して保管してくださ
い。
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R-フレーズ　のコンポーネント：
R20 吸入した場合は有害です
R22 飲み込むと有害となります
R41 目に重大な損傷の危険性があります
R50 水生生物に対して強い毒性があります
バーシュン 1.1
改正日付 2012/2/22

このMSDSの内容はEC指令2001/58/EC 及び　REACH規定　1907/2006附則IIに従って作成した

REACH免責事項

この資料は現時点の知識に基づいて作成した。CSRによるSDSの中の資料の一貫性は、改正日付の
バージョンの時点の資料までしか考慮しておりません。

免責声明　このSDSの情報は、信頼できると看做す源から入手した。ただし、情報その正確性について、いかなる保
証は提供しません。取扱いの条件と方法、製品の保管、使用又は処分は、当社の管理外であり、我々の知識を超え
ているかもしれない。この理由とその他の理由により、当社は、商品の取扱い、保管、使用、処分または関連する全
ての行為において生ずる損失、損害または費用の責任は負わないと明示したことにより、関連の全ての責任を負わ
ない。この物質の安全性データシート（MSDS）はこの製品のために調整し、この製品のみに使用される。この製品が
他の製品の部分の成分として使用される場合、この安全性データシート（MSDS）の情報が適用できない場合があ
る。

ルビオモノコートハイブリッドウッドプロテクター
日付　：　2012年2月22日

16 他の情報

安全性データシート
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