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製品名 サンフレッシュ 

製品安全データシート 
 

整理番号 0002113 
 
１． 製品及び会社情報 

製 品 名  ：サンフレッシュ 

製品説明  ：木材用カビ取り漂白剤 

 
会 社 名  ：アールジェイ株式会社 
住   所  ：〒732-0055  広島市東区東蟹屋町６―５ 
担当部門  ：技術統括部  担当者 川村 聡 
電話番号  ：082-261-9411 FAX 082-264-0605 
作成年月日  ：2008年 9月 1日 
 

２． 組成・成分情報 
単一製品・混合物の区別 ：混合物（液体） 
成分及び含有量（危険有害物質対象） 

成分名 CAS No. 含有量％ PRTR法指定 

亜塩素酸ナトリウム 7758-19-2 25% 該当せず 

 
３． 危険有害性の要約 

最重要危険有害性 ：蒸発残渣あるいは濃縮された水溶液は、可燃物、有機物との接触や、衝撃を与えると爆発の 

    危険性がある。 

分類の名称  ：急性毒性 

   ：皮膚腐食性・刺激性 

   ：目に対する重篤な損傷・眼刺激性 

   ：生殖細胞変異原性 

   ：全身毒性（単回暴露） 

   ：全身毒性（反復暴露） 

   ：水性毒性 

特別な危険有害性 ：飲み込むと有害 

   ：皮膚に接触すると有毒 

   ：吸入すると有毒 

   ：皮膚刺激 

   ：重篤な眼への刺激 

   ：遺伝性疾患の恐れの疑い 

   ：臓器（呼吸器系、腎臓）の傷害の恐れ 

   ：長期または反復暴露による臓器（心臓、血液）の傷害の恐れ 

   ：水生生物に非常に強い毒性 

安全対策  ：使用前に取扱説明書を入手すること 

   ：すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと 

   ：ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと 

   ：屋外または換気のよい場所でのみ使用すること 

   ：環境への放出を避けること 

   ：この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないこと 

   ：取扱い後はよく手を洗うこと 

   ：保護メガネ、保護面保護手袋、保護衣類を着用すること 

保  管  ：容器を密閉して換気のよい所で施錠して保管すること 

廃  棄  ：製造後２年経過した内容物は関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄すること 
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４． 応急処置 吸入した場合 

蒸気、ガス等を吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。 

呼吸が弱い場合やチアノーゼが認められた場合は酸素吸入をおこなう。 

すぐにはなにも症状が認められなくても必ず医師の診断を受ける。 

皮膚についた場合 

直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐ、または取り除く。 

皮膚を石鹸と多量の流水で十分に洗い流し、異常があれば医師の診断を受ける。 

目に入った場合 

直ちに大量の清浄な流水で１５分以上洗う。洗眼はまぶたを開き水が全体に行きわたるようにする。す

ぐに医師の手当てを受ける。コンタクトレンズ着用の場合はすぐに外すこと。 

飲み込んだ場合 
被災者に意識がある場合、水で口の中をよく洗わせ、無理に吐かせない。多量の水を飲ませる。 

被災者に意識がない場合、口から何も与えてはならない。また、吐かせてもならない。 

安静にして直ちに医師の診断を受ける。 

  最も重要な徴候及び症状 

   呼吸器障害による肺機能低下、呼吸困難 

  応急措置をする者の保護 

   二次汚染防止のため、化学防護手袋などを着用して応急処置をする 

  医師に対する特別な注意事項 

   本製品の蒸気を吸入した恐れがある場合は、症状がなくても、被曝後２４時間は経過を観察する 

 
５． 火災時の処置 

非危険物            ：本製品自体は引火しない 

火災時の特有の危険有害性：水溶液では着火の恐れはない。水が蒸発し濃縮されると爆発の危険性がある 

 
６． 漏出時の措置 

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 

作業の際は、飛沫等が眼に入ったり皮膚に触れたりしないように、また、有害なガスを吸入しないように、

適切な保護具を着用する。 

風下にいる人を避難させ、風上から作業する。 

漏出した場所の周囲にロープを張るなどして、関係者以外の立ち入りを禁止する。 

  環境に対する注意事項、除去方法 

流出した製品の、河川、排水路、下水溝などへの流入を防止する 

可能であれば、漏出源を遮断し、漏れをとめる 

少量の場合、可能な限り密閉できる空容器に回収する。回収後に廃棄処理する 

少量の場合、おがくず、ウエスなどに吸収させて、密閉できる空容器に回収し、廃棄する。 

大量の場合、盛り土や土壌で囲って流出を防ぎ、防爆型ポンプなどで密閉できる空容器に回収する 

大量の時は、チオ硫酸ソーダ、重亜硫酸ソーダ、第一鉄塩などの還元剤（炭素、硫黄、その他の強力な

還元剤は不可）の水溶液で中和し、大量の水で洗浄する  

 

７． 取扱い及び保管上の注意 
取扱い ：原液が皮膚に触れたり、目に入らないようにする 

  ：作業着に付着した場合は、その汚れをよく洗い落とす 
：使用に際し二酸化塩素ガスを発生する恐れがあるので、充分に換気をする 

  ：吸い込んだり、目、皮膚に触れないように適切な保護具を着用する。 

保 管 ：保管に際しては直射日光、火気を避け冷暗所に貯蔵する。酸類、硫黄、硫黄化合物、油脂、その他可燃 

性物質、酸化されやすい物質と一緒に貯蔵しない。 

：保管に際して亜塩素酸ナトリウムの性質上、容器（ポリエチレン樹脂）の劣化は避けられない。長期間保

管する場合は容器の状態に注意し破損のないようにする。 

：乾燥して白い粉がふいたような結晶がみられる場合は、発火の危険があるので水洗い又は水ぶきを行い、

結晶を取り除く。結晶に摩擦、衝撃を与えてはならない。 
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８． 暴露防止及び保護措置 
設備対策 ：手洗い、洗顔設備、洗身シャワー 

  ：取扱い場所には局所排気装置を設ける 

管理濃度 ：未設定 

許容濃度 ：日本産業衛生学会 未設定 ACGIH 未設定 

保護具 ：ハロゲン用防毒マスク、ゴーグル型保護眼鏡、ゴム手袋、全身保護服、ゴム長靴 

 

９． 物理的及び化学的性質 
    ［性状 ： 液体］ 

色調  ：微黄色透明液体 密度   ：1.20±0.01（20℃） 分解温度  ：180～200℃（固体） 

臭気  ：刺激臭 pH値   ：11.5±0.5（20℃）  

沸点  ：データなし 溶解性  ：水に可溶  

蒸気圧 ：データなし 粘度   ：データなし  

 

１０．安定性及び反応性 

安定性    ：通常の取扱い条件においては安定 

反応性   ：蒸発残渣あるいは濃縮された水溶液は、可燃物、有機物との接触や、 

    衝撃を与えると爆発の危険性がある。 

     分解温度以上で酸素を放出し、支燃性を示す 

     酸を加えて pHを下げると酸化力が強くなる 

     強酸と反応して極めて有毒な二酸化塩素ガスを発生する 

混触危険物質   ：酸類、硫黄化合物、油脂その他の可燃性物質、酸化されやすい物質 

避けるべき条件   ：高温、静電気、直射日光 

危険有害な分解生成物  ：二酸化塩素ガス 

 

１１．有害性情報 
       皮膚腐食性・刺激性 皮膚、粘膜については刺激性があり、炎症を起こす。 

眼刺激性  粘膜を刺激し、炎症を起こす 

急性毒性  経口  ラット  LD50  １６５mg／kg 

       マウス  LD50  ３５０mg／kg 

モルモット  LD50  ３００mg／kg 

亜急性毒性 亜塩素酸ナトリウムとして A/J及びC75L/Jマウスに飲料水中濃度 100ppm３０日間投与した実

験で、赤血球の浸透圧抵抗性の低下、血球容積の増大、G6PD値の上昇が見られた。 

慢性毒性  亜塩素酸ナトリウムとして A/J 及び C75L/Jマウスに飲料水中濃度 100ppm１２０日間投与した

実験によれば病理組織学的に腎の変化は見られなかった。 

その他  酸性条件（pH７以下）にすると二酸化塩素が発生する。 

       発ガン性  区分外 

       生殖毒性  測定データなし 

 
１２．環境影響情報 水生生物に非常に強い毒性がある 

 

１３．廃棄上の注意  廃棄する際は、関連法規ならびに地方自治体の基準に従う 

廃剤、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をするこ

と 

容器、機械装置等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さないこと 

廃水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

及び関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。 

 

１４．輸送上の注意     船舶安全法 腐食性物質 

   港則法  危険物・腐食性物質 

   航空法  腐食性物質 

   輸送上の特定の安全対策及び条件： 

輸送前に容器の破損、腐蝕、漏れがないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよ

うに積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。 

直射日光を避け、30℃以下で輸送する。 
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１５．主な適用法令  
労働安全衛生法   ：危険物・酸化性の物 （施行令別表第１第３号） 

化学物質排出把握管理促進法（PRTR法） ：該当しない 

毒物及び劇物取締法   ：該当しない 

消防法    ：該当しない 

船舶安全法    ：腐食性物質 

航空法    ：腐食性物質 

港則法    ：危険物・腐食性物質 

 

１６．その他の情報 
主な参考文献 日本化学工業協会「製品安全データシートの作成指針（改訂版）」 

JIS Z 7250 化学物質安全データシート 

   原料メーカー製品安全データシート 

コメント  記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、

物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。 

 新しい知見や安全情報が判明した場合は、予告なく変更する場合があります。 

 注意事項は通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱いの場合には用途・用法に適し

た安全対策を実施してください。 

 すべての化学製品には未知の危険性・有害性があり得るため、取扱いには細心の注意が必要

です。ご使用各位において、安全な使用条件を設定くださるようお願い申し上げます。 


