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安全データシート 

 

整理番号Ｆ０４８－１ 

１．化学物質 

   等及び会 

   社情報 

1.1 製品の特 

   定 

製品名  ヤマルーブ ブレーキフルード ＢＦ－４    

主な用途 自動車用非鉱油系ブレーキ液 

1.2 会社情報 会社名 株式会社 富士化工研究所 

住所 〒418-0111  静岡県富士宮市山宮３５０７－１８ 

担当部門 技術部 

担当者 赤池 正興 

電話番号 ０５４４－５８－６２６２ 

ＦＡＸ番号 ０５４４－５８－６２６６ 

緊急連絡先 株式会社 富士化工研究所 （電話 0544-58-6262） 

Ｅ－ｍａｉｌ ｆｋｋｇｉｊｕｔ＠ｍｂ．ｉｎｆｏｗｅｂ．ｎｅ．ｊｐ 

制定日 ２０１２年 １１月 ２９日 

改定日 ２０１８年  １月  ８日 

２．危険有害 

   性の要約 

 

2.1 ＧＨＳ分 

類 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理化学的危険性 

  引火性液体               区分外 

  自然発火性液体             区分外 

健康に対する有害性 

  急性毒性（経口）            区分外 

  急性毒性（経皮）            区分５ 

  皮膚腐食性／刺激性           区分３ 

  眼に対する重篤な損傷／眼刺激性     区分２Ｂ 

  生殖毒性                区分２ 

  特定標的臓器／全身毒性（反復ばく露）  区分２ 

2.2 ラベル要 

素 

 

 

 

 

絵表示又はシンボル 

 

 

 

注意喚起語 

  警告 

危険有害性情報 

  皮膚に接触すると有害のおそれ 

軽度の皮膚刺激 

  眼刺激 

  生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 

  長期又は反復ばく露により臓器（肝臓，腎臓，中枢神経）の障害の 

  おそれ 
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整理番号Ｆ０４８－２ 

３．組成，成 

分情報 

単一製品・混合物の区別：混合物 

成分及び含有量 

成分名 
含有量

（％） 
Cas.No. 化審法 No 安衛法 PRTR 法 毒劇法 

ジエチレングリコール ３ 111-46-6 非公開 非該当 非該当 非該当 

グリコールエーテル ６０ 非公開 非公開 非該当 非該当 非該当 

ホウ酸エステル ３４ 非公開 非公開 非該当 (1 種 No405) 非該当 

ポリグリコール ２ 非公開 非公開 非該当 非該当 非該当 

酸化防止剤 微量 非公開 非公開 非該当 非該当 非該当 

防錆剤 微量 非公開 非公開 非該当 非該当 非該当 

ＰＲＴＲ法 第１種指定化学物質Ｎｏ．４０５ 「ほう素及びその化合物」含有。 

但し、ほう素としての含有量は０.７％のため、排出・移動量報告対象製品に該当しない。 

 

４．応急措置 目に入った場合 誤って目に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレ 

ンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗浄を続けること。眼 

の刺激が続く場合は、医師の診断を受けること。 

皮 膚 に 付 着 し た

場合 

付着液を紙、布にて素早くふき取ること。 

大量の水及びセッケン等または皮膚用の洗剤を利用して洗い流す。 

皮膚刺激が生じた場合は医師の診断を受けること。 

吸入した場合 蒸気、ガスなどを吸い込んだ場合、ただちに空気の新鮮な場所に移し 

安静にする。症状があれば医師の診断を受ける。 

飲み込んだ場合 ただちに吐かせ、医師の診断を受ける。 

予 想 さ れ る 急 性

症 状 及 び 遅 発 性

症状 

皮膚：刺激，発赤，皮膚炎 

眼：刺激，発赤 

経口摂取：下痢，吐き気，嘔吐 

ばく露した場合 ばく露またはばく露の懸念がある場合、医師の診断を受けること。 

５．火災時の 

   措置 

使用可能消化剤 水 [○]  ，  炭酸ガス [○]  ，  泡 [○]  ，  粉末 [○] 

乾燥砂 [○]  ，  その他 [ハロゲン消化剤] 

消 火 方 法  ・適切な保護具を着用する（耐熱性着衣、呼吸保護具など）。 

・高温になると引火しやすくなるので水で冷却する。 

・可燃性のものを周囲から早く取り除くこと。 

・大規模火災には水または消化剤を使用する。 
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整理番号Ｆ０４８－３ 

６．漏出時の 

   措置 

・少量の場合、おがくず、ウェス、砂、紙などを用いて吸着させて空容器に回収し、漏 

出域周辺を洗い流す。 

・多量の場合、盛土、土のう等で流出を防ぎ、回収処理する。 

・作業の際には適切な保護具（手袋等）を着用する。 

・流出物は密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。 

・付近の着火源、高温体および可燃物を早く取り除く。 

・着火に備えて適切な消化器を準備する。 

・流出液や洗浄水などは河川等に排出しないよう注意する。 

・廃棄物は関係法令等に基づいて処理する。 

７．取扱い及 

   び保管上 

   の注意 

取扱い上の注意 

・指定数量以上の量を取り扱う場合は、法に定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、 

取扱い所で行うこと。 

・ミスト，蒸気を吸入しないこと。 

・換気のよい場所で使用すること。 

・静電気が発生するおそれのある設備には、蓄積する静電気を除去する装置を設ける 

こと。 

・容器はそのつど密栓する。 

・多量に使用する場合は、皮膚、粘膜または着衣に触れたり、目に入らぬよう適切な 

保護具を着用する。 

・取扱い後は手洗い、うがい等をすること。 

保管上の注意 

・類の異なる危険物と同一の貯蔵所に貯蔵しないこと。 

・日光の直射を避けること。 

・通風のよい所に保管する。 

・火気、熱源から遠ざけて保管すること。 

・施錠して保管すること。 

その他：消防法危険物第４類第３石油類に従う。 

８．ばく露防 

止及び保 

護措置 

管理濃度：規定なし。 

 

設備対策 

・局所排気装置を励行。 

・液体の輸送、汲取り、攪拌等の措置については、アースを取るよう設備すること。 

保護具 呼吸器系の保護 必要に応じて有機ガス用マスクを使用する。 

目の保護 目にかからないように注意すること。 

必要に応じて保護メガネを着用すること。 

皮膚の保護 有機溶剤や化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。 

必要があれば保護前掛けを着用する。 
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整理番号Ｆ０４８－４ 

９．物理的及 

   び化学的 

   性質 

物理的状態、形状、色など：   こはく色の液体 

臭い：              溶剤臭 

ｐＨ値（水性のものに対して）： ８．５(JIS K2233 ｴﾀﾉｰﾙ･水希釈法) 

融点・凝固点：         データなし 

沸点、初留点及び沸騰範囲：    ２７１℃（JIS K2233 平衡還流沸点）   

引火点：                     １４２℃（ＣＯＣ） 

爆発範囲：           データなし 

蒸気圧：            データなし 

蒸気密度：           データなし 

密度（比重）：         １．０６８（15℃） 

溶解度：            水に一部不溶。アセトン、アルコールに易溶。 

オクタノール／水分配係数：   データなし 

自然発火温度：         データなし 

分解温度：           データなし 

臭いのしきい（閾）値：     データなし 

蒸発速度：           データなし 

燃焼性（固体，ガス）：     非該当 

10．安定性及 

   び反応性 

安定性：            通常の取り扱い条件においては安定 

危険有害反応可能性：      強酸化剤と反応し、火災や爆発の危険をもたらす 

避けるべき条件：        高温、混触危険物質との接触 

混触危険物質：         強酸化剤 

危険有害な分解生成物：     燃焼によりＣＯ，ＮＯｘ等が発生する。 

11．有害性情 

   報 

急性毒性：           【経口】ラットＬＤ 50 値 :７，４０９ｍｇ／ｋｇ
１）

(ＡＴＥｍｉｘ) 

                                   毒 性 未知 成 分 １．４％  

                               ＧＨＳ分 類  区 分 外  

                         【経皮】ウサギＬＤ50 値 :３，５６１ｍｇ／ｋｇ
１）

(ＡＴＥｍｉｘ) 

                                   毒 性 未知 成 分 ３．３％  

                               ＧＨＳ分 類  区 分 ５ 

                               皮膚に接触すると有害のおそれ 

                【吸入】分類できない    

皮膚腐食性／刺激性：      区 分３評価
１）

成分が１０％以上配合されていること 

から区分３とした。軽度の皮膚刺激 

眼に対する重篤な損傷／眼刺   区 分２Ｂ評価
１）

成分が１０％以上配合されているこ 

激性：             とから区分２Ｂとした。眼刺激 

呼吸器感作性又は皮膚間作性：  データなし 

生殖細胞変異原生：       データなし 

発がん性：           データなし 
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整理番号Ｆ０４８－５ 

11．有害性情 

   報 

（続き） 

生殖毒性            生殖毒性区分２
１）

成分が３％以上配合されている 

ことから区分２とした。生殖能又は胎児への悪影響 

のおそれの疑い 

特定標的臓器／全身毒性（単   データなし 

回ばく露）： 

特定標的臓器／全身毒性（反   区分１
２）

評価成分が１．０％以上且つ、１０％未満 

復ばく露）：           配合されていることから区分２とした。長期又は反 

復ばく露により臓器（肝臓，腎臓，中枢神経）の障 

害のおそれ 

吸引性呼吸器有害性：      データなし 

12．環境影響 

   情報 

水生環境急性有害性：      データなし 

水生環境慢性有害性：      データなし 

13．廃棄上の 

   注意 

・廃液、容器などの廃棄物は、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 

する。 

・容器、機器装置などを洗浄した排水などは、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 

・排水処理、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、清掃に関する 

法律および関係する法律に従って処理を行うか委託すること。 

・焼却する場合は、少量ずつ焼却すること。 

14．輸送上の 

   注意 

国際規制 

国連番号 ：該当せず 

国連分類 ：該当せず 

 

国内規制 

陸上規制情報：消防法に定めるところに従う。 

海上輸送：船舶安全法に定めるところに従う。 

航空輸送：航空法に定めるところに従う。 

 

緊急時応急措置指針番号：１７１ 

15．適用法令 消防法：危険物第４類 第３石油類 危険等級Ⅲ（水溶性） 

 

16．その他の 

   情報 

参考文献 

１）  ＲＴＥＣＳデータベース 

２）  ＮＩＴＥデータベース 

注意：危険、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取り扱いには十分注意してください。 


