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製品情報データシート 

作成日：2016年 10月 4日 

 

 

 

製造者情報    会社  ：横河電機株式会社 

     所在地  ：〒180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32 

     担当部門 ：IAプラットフォーム事業本部 

        プロダクト事業センター 制御機器部 

     連絡先  ：0422-52-6597 

 

 

 

 

記録計の付属品であるペン、リボンカセットに含まれるインクなどには労働安全衛生法で規定する特定

の化学物質が一定割合以上含まれています。部品を安全かつ適切に取り扱っていただくため、該当する

部品のデータシート(次ページ)をご参照し、取扱い時の注意事項をお読みください。 

 

 

部品番号 データシート製品名 

B9901AX UR-1000 B9901AX 

B9963AW UR-1000 B9901AX 

 

 

あくまでも取扱上の注意に関する参考情報を提供するものであり、いかなる保証をなすものではありま

せん。 

 

 

以上 

 

製品名（化学名、商品名等）    リボンカセット 

 



安全データシート 

 

作成日 2016 年 3 月 17 日 

改訂日 2016 年 9 月 26 日 

 

１．製品及び会社情報 

製品名 ：UR-1000 B9901AX 

会社名 ：フジコピアン株式会社 

住 所 ：大阪市西淀川区御幣島５-４-１４ 

担当部門 ：環境･品質統制室 

電話番号 ：０６－６４７３－７０７１ 

ＦＡＸ ：０６－６４７３－５６１５ 

整理番号 ：T-4462J 

 
 

２．危険有害性の要約 

ＧＨＳ分類 

物理化学的危険性： 火薬類 分類できない 

 可燃性･引火性ガス 分類対象外 

 可燃性･引火性エアゾール 分類対象外 

 支燃性･酸化性ガス 分類対象外 

 高圧ガス 分類対象外 

 引火性液体 分類対象外 

 可燃性固体 分類できない 

 自己反応性化学品 分類できない 

 自己発火性液体 分類対象外 

 自己発火性固体 区分外 

 自己発熱性化学品 分類できない 

 水反応可燃性化学品 区分外 

 酸化性液体 分類対象外 

 酸化性固体 分類できない 

 有機過酸化物 分類できない 

 金属腐食性物質 分類できない 

健康に対する有害性： 急性毒性(経口) 分類できない 

 急性毒性(経皮) 分類できない 

 急性毒性(吸入:ガス) 分類対象外 

 急性毒性(吸入:蒸気) 分類できない 

 急性毒性(粉じん) 分類できない 

 急性毒性(ミスト) 分類できない 

 皮膚腐食性及び刺激性 分類できない 

 眼に対する重篤な損傷性 

 又は刺激性 分類できない 

 呼吸器感作性 分類できない 

 皮膚感作性 分類できない 

 生殖細胞変異原性 分類できない 

 発がん性 分類できない 

 生殖毒性 分類できない 

 特定標的臓器･全身毒性 

 (単回ばく露) 分類できない 

 特定標的臓器･全身毒性 

 (反復ばく露) 分類できない 

 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(長期性) 分類できない 

 

ラベル要素 

絵表示又はシンボル： 分類できない 

注意喚起語： 分類できない 

危険有害性情報： 分類できない 

注意書き： 分類できない 

 
 

３．組成及び成分情報 

単一製品･混合物の区別： 混合物 

一般名： インクリボン 

化学名：  

 

成分名 含有量（％） 化審法№ ＣＡＳ．№ 

カーボンブラック ＜１ 対象外 1333-86-4 

銅化合物 ＜１ 非公開 非公開 

その他の着色材 非公開 非公開 非公開 

鉱油 ＜１ 非公開 非公開 

その他のオイル 非公開 非公開 非公開 

添加剤 非公開 非公開 非公開 

ナイロン 6-6 生地 非公開 非公開 非公開 

 

 

４．応急措置 

皮膚に付着した場合： 大量の水と石鹸で洗い流す 

眼に入った場合： 大量の水で洗い､医師の診断を受ける 

吸入した場合： 適用されない 

飲み込んだ場合： 医師の診断を受ける 

 
 

５．火災時の措置 

消火剤： 水、泡､粉末､二酸化炭素の消火剤 

使ってはならない消火剤： 特になし 

特有の危険有害性： 特になし 

特有の消火方法： 特になし 

消火を行う者の保護： 必要に応じて､適切な呼吸用保護具や保護衣を着用する。 

 

 

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： 情報なし 

環境に対する注意事項： 情報なし 

封じ込め及び浄化の方法･機材： あやまってリボンがほどけた場合は､巻き戻す｡ 

 

 

７．取扱い及び保管上の注意 

取扱い 

技術的対策： 必要に応じて保護手袋を着用する｡ 

局所排気･全体換気： 適用されない｡ 

安全取扱注意事項： 取扱い後はよく手を洗うこと｡ 

接触回避： 情報なし｡ 

保管 

技術的対策： 適用されない｡ 

混触危険物質： 情報なし｡ 

保管条件： 冷暗所に保管する｡ 

容器包装材料： 適用されない｡ 

 

 

８．ばく露防止及び保護措置 

管理濃度： 設定されていない｡ 

許容濃度： 製品としては設定されていない｡ 

 日本産業衛生学会 カーボンブラック【粉塵許容濃度 第 2 種粉塵】 

  吸入性粉塵：1mg/m3 総粉塵：4mg/m3 

  鉱油 3mg/m3（鉱油ミストとして） 

 ACGIH カーボンブラック TLV-TWA 3.5mg/m3 

  鉱油 TLV-TWA 5mg/m3(鉱油ミストとして) 

設備対策： 適用されない。 

保護具 

呼吸器の保護具： 適用されない。 

手の保護具： 必要に応じて保護手袋を着用する｡ 

眼の保護具： 適用されない｡ 

皮膚及び身体の保護具： 適用されない｡ 

衛生対策： 取扱い後は手を洗うこと｡ 

 

 

９．物理的及び化学的性質 

物理的状態､形状､色など： 紫色インク､黒色インク､緑色インク､青色インク､茶色インク､赤色イ

ンクを含浸させたナイロン 6-6 生地 

臭い： 無臭 

臭いのしきい(閾)値： データなし 

ｐＨ： データなし 

融点･凝固点： データなし 

沸点､初留点及び沸点範囲： データなし 

引火点： 150℃以上 

蒸発速度： 該当しない 

燃焼性(固体､気体)： 該当しない 

燃焼又は爆発範囲の上限･下限：データなし 

蒸気圧： データなし 

蒸気密度： データなし 

比重(相対密度)： データなし 

溶解度： 水に不溶 

n-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 

粘度(粘性率)： データなし 

 

 

１０．安定性及び反応性 

安定性： 通常の条件下で安定｡ 

危険有害反応可能性： データなし 

避けるべき条件： データなし 

混触危険物質： データなし 

危険有害な分解生成物： データなし 

 

 

１１．有害性情報 

急性毒性： データなし 

皮膚腐食性･刺激性： データなし 

眼に対する重篤な損傷性 

又は刺激性： データなし 

呼吸器感作性又は皮膚感作性： データなし 

生殖細胞変異原性： データなし 

発がん性： データなし 

生殖毒性： 情報なし 

特定標的臓器･全身毒性 

(単回ばく露)： 情報なし 

特定標的臓器･全身毒性 

(反復ばく露)： 情報なし 

吸引性呼吸器有害性： 情報なし 

 
 

１２．環境影響情報 

生態毒性： 情報なし 

残留性･分解性： 情報なし 

生態蓄積性： 情報なし 

土壌中の移動性： 情報なし 

オソン層への有害性： 情報なし 

 

 

１３．廃棄上の注意 

残余廃棄物： 廃棄においては､関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと｡ 

汚染容器及び包装： 情報なし 

 

 

１４．輸送上の注意 

国際規制 

国連番号： 適用されない 

国連分類： 適用されない 

海洋汚染物質： 非該当 

MARPOL73/78 附属書Ⅱ及び IBC ｺｰﾄﾞによるばら積み輸送される液体物質：非該当 

国内規制： 特になし 

 

 

１５．適用法令 

労働安全衛生法： 名称等を通知すべき有害物 

 (法令 57 条の 2､施行令第 18 の 2 条別表第 9) 

 カーボンブラック(政令番号 第 130 号) 

 鉱油(政令番号 第 168 号) 

 銅化合物(政令番号 第 379 号) 

消防法： 指定可燃物、可燃性固体類(リボンとして) 

化学物質管理促進法(PRTR 法)： 非該当 

 

 

１６．その他の情報 

インクを構成する素材はすべて米国ＴＳＣＡに登録済み。 
 

 

 記載内容の取扱い 

全ての資料や文献を調査したわけではないため､情報漏れがあるかもしれません｡また､新しい知見の発

表や従来の説の訂正により内容に変更が生じます。重要な決定等にご利用される場合は､ 試験等によって

確かめられることをお薦めします｡なお､含有量､物理化学的性質等の数値は保証値ではありません｡ 

また､注意事項は､通常的な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､この点にご配慮を

お願いします｡ 


