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SHARKSナノセラミックスプレーコーティング

MSDS

1 製品及び会社情報
　　　　製品名　　　　　　　 :　SHARKSナノセラミックスプレーコーティング150ml
　　　　会社名　　　　　　　 :　MK PLANNING合同会社
　　　　住所　　　　　　　　 :　〒206-0014 東京都多摩市乞田1052-102
            電話番号　　　　　　 ：　080-4342-4768
            Mail　　　　　　　　 :　sharks@mkpllc.jp　　　　　　 
　　　　整理番号　　　　　　 :　MKPS0001J

作成日: 2019年06月29日 
改訂日: 2020年10月07日

2 組成、成分情報
　　　　単一物質・混合物の区分             　 :混合物
　　　　化学名(又は一般名) 　　　　　　　:二酸化ケイ素・シリカ

3 危険有害性の要約
製品のGHS分類、ラベル要素
GHS分類
健康に対する有害性
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：区分 2
発がん性：区分 1A
特定標的臓器毒性（単回ばく露）　　　　  ：区分 3（気道刺激性）
特定標的臓器毒性（反復ばく露）　　　     ：区分 1( 呼吸器、免疫系、腎臓 )
（注）記載なきGHS分類区分                  ：該当せず /分類対象外 /区分外 /分類できない
 
            危険有害性情報　　　　　　　　：強い眼刺激・発がんのおそれ・呼吸器への刺激のおそれ長期にわた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る、又は反復ばく露による臓器の障害最重要危険有害性。眼に対し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て刺激性がある。
　　　　安全対策　　　　　　　　　　　：使用前に取扱い説明書を入手すること。全ての安全注意を読み理解す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るまで取り扱わないこと。粉じん /煙 /ガス /ミスト /蒸気 /スプレ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーを吸入しないこと。粉じん /煙 /ガス /ミスト /蒸気 /スプレーの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吸入を避けること。屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。取
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　扱い後は汚染個所をよく洗うこと。保護眼鏡 /保護面を着用すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定された個人用保護具を使用すること。この製品を使用するときに、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飲食又は喫煙をしないこと。

4 応急措置
　　　　吸入した場合 　　　　　　　　　: 新鮮な空気の場所に移動させ安静にしておく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要に応じて医師の手当てを受けさせること。
　　　　皮膚に付着した場合 　　　　　　: 多量の水で洗うこと。もしあれば石鹸を使用のこと。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 : 症状が出た場合は、必要に応じて医師の診察を受ける。
 　　　  眼に入った場合　　　　　　　　 : 直ちに清浄な流水で 15 分間以上洗浄した後、医師の処置を受ける。
　　　　飲み込んだ場合 　　　　　　　　: 水で口の中を洗浄し、コップ 1～2杯の水または牛乳を飲ませる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直ちに 医師の処置を受ける。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被災者に意識がない場合には、口から何も与えてはならない。

主な成分 官報公示番号 含有量CACE NO.化学式

二酸化ケイ素

超純水

変性シリコーン

H2O

SiO2 1-548

7732-18-5

7631-86-9

-----

-----

※成分の特定アイデンティティおよび含有量パーセンテージ (濃度 ) は、企業秘密として差し控えられています
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5 火災時の措置
　　　　消火剤 　　　　　　　　　　　　: 水、粉末、二酸化炭素、泡、砂
　　　　使ってはならない消火剤 　　　　: 特になし
　　　　火災時の特定危険有害性 　　　　: 特になし
　　　　特定の消火方法 　　　　　　　　: 火災にさらされた表面を冷却することと、人間を保護するために水噴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霧を使用する。可燃物を火災現場から隔離する。 
　　　　消火を行う者の保護　　　　　　 : 消火作業の際は必ず保護具を着用する。

6 漏出時の措置
　　　　人体に対する注意事項　　　　　 : 作業の際には必ず保護具を着用し、蒸気の吸入や皮膚接触を防止する。 
　　　　環境に対する注意事項 　　　　　: 上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粉じんが飛散しないようにする。
　　　　除去方法 　　　　　　　　　　　: 布等で拭き取り大量の水で洗い流す。
                 　　　　　　　　　　　　　  
　　　　二次災害の防止策　　　　　　　 : 漏出物を回収すること
　　　　取扱い技術的対策 　　　　　　　: 取扱者のばく露防止 (粉じん /煙 /ガス /ミスト /蒸気 /スプレー )
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を吸入しないこと。
　　　　注意事項 　　　　　　　　　　　: 保護眼鏡、保護手袋 , 保護衣類等の適切な保護具を着用。　　　　
　　　　保管
　　　　　適切な保管条件 　　　　　　　: 密閉して立てた状態で保管する。

8 曝露防止及び保護措置
　　　　設備対策 　　　　　　　　　　　: 排気 /換気設備を設ける /洗眼設備を設ける。
　　　　　許容濃度　　　　　　　　　　：管理濃度データなし
　　　　　管理濃度 　　　　　　　　　　: 設定なし
　　　　保護具
　　　　　手の保護具 　　　　　　　　　: 保護手袋の着用
　　　　　眼の保護具 　　　　　　　　　: 側面シールド付き保護メガネ、ゴーグルまたは防災面着用 
　　　　　皮膚及び身体の保護具 　　　　: 四肢及び動体を保護するような作業服着用

9 物理的及び化学的性質 
　　　　物理的状態
　　　　　形状　　　　　　　　　　　　 : 液体・ナノ粒子
　　　　　色 　　　　　　　　　　　　　: 透明淡い乳白色 
　　　　物理的状態が変化する特定の温度 /温度範囲
　　　　　沸点範囲　　　　　　　　　 　: データなし
　　　　　引火点 　　　　　　　　　　　: データなし 
　　　　　発火点 　　　　　　　　　　　: データなし・不燃

10 安定性及び反応性
　　　　　安定性　　　　　　　　　　 　: 通常条件下で安定
　　　　　反応性 　　　　　　　　　　　: 情報なし 　避けるべき条件 : 該当なし 
　　　　　避けるべき材料　　　　　　 　: 情報なし
　　　　　危険有害な分解生成物　　　　 : 情報なし
　　　　　その他　　　　　　　　　　　 : 情報なし

11 有害性情報
　　　　　急性毒性 　　　　　　　　　　: 通常の取扱いでは、有害性は低いと予測される。 
　　　　　局所効果 (皮膚・眼 )　　　      : 皮膚に付着すると肌荒れを起こすことがある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　 眼に対して刺激性がある。 
　　　　　その他　　　　　　　　　　 　: 該当なし

12 環境影響情報
　　　　　水生環境有害性（急性）　　　　: 分類できない 
　　　　　水生環境有害性（長期間） 　　  : 分類できない 
　　　　　オゾン層への有害性　　　　　  : 分類できない
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13 廃棄上の注意
　　　　　残余廃棄物　　　　　　　　　 : 法令及び地方条例に基づき適切に廃棄する。

14 輸送上の注意
　　　　　国連分類　　　　　　　　　 　: 該当なし
　　　　　国連番号　　　　　　　　　　 : 該当なし
　　　　　国内規則　　　　　　　　　　 : 該当なし
　　　　　追加の規則 
　　　　　輸送の特定の安全対策及び条件 : 特になし
     　HSコード 第 6部「化学工業（類似の工業を含む。）の生産品」
               類　　　　　　　　　　　　　：第 28類
               項　　　　　　　　　　　　　：2811
               HS コード　　　　　　　　　 ：2811.22 

 15 適用法令 
　　　　　労働安全衛生法　　　　　　　: 該当なし
    　　　  化学物質管理促進法　　　　　: 該当なし
    　　　  消防法　　　　　　　　　　　: 該当なし

 16 その他の情報
　　　　　参考文献　　　　　　　　　　：日本ケミカルデータベース㈱ 化学物質法規制検索システム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：独立行政法人　製品評価技術基盤機構 (NITE)

記載内容は、現時点で入手できた資料、情報、データ等にもと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。
また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、その用途・用法に適した安全
対策を実施の上、ご利用ください。

SDS-MKPS0001J 3/3 MK PLANNING L.L.C


