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化化化化び会会会会1.
化化化の名名 PolyFlexTM TPU95-HF
供供供の会会名名，住住化び電電版版

会会名

住住

JF Polymers (Suzhou) Co., Ltd.
Building C and Building G, No. 15, Dianchang Road, Bixi Street, Changshu City, Suzhou
City, Jiangsu Province
zhenxing.miao@polymaker.com
+86-512-52058005
+86-512-52096516
+86-512-52058005
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推推推推化び使推使の制制

化化化の 分分GHS 
分分分分に該該ししし。GHS

ドラメ要要GHS 
しし。絵絵絵

注注注注注 しし。

危危危危危会会 化化化化は分分分分を満たしたししし。

注注注き

安安安安 産産産産に気を配る。

応緊応応 取り扱った後、手を洗ううう。

保保 避けるけき化化の近くに保保ししし。

廃廃 廃廃化おおび残残の処整は地地地地地の規制に従う。

分分に関関ししし又はGHS GHS
で扱わわしし他の危危危危危

知知しし。

その他の会会 しし。

重要し徴徴化び想改さわる非非非非の概要

直直直に直接するう一一一に刺刺を注うすううここる。重要し徴徴

組組化び組分会会3.
化化化化化化化化・混混化の区区

世世世世デメシシ におわに危危危危危組分は含まわたししし。GHS( )  

応緊応応4.
空気の新新し場住に移移する。 症症こ悪化したり継継したりする場混は医医に緊緊する。 吸吸した場混

石けけう水で洗し流す。 刺刺こ強まったり継く場混には医医の手該たを受ける。 皮皮に付付した場混

水で洗う。 刺刺こ強まったり継く場混には医医の手該たを受ける。 眼に吸った場混

口をすすをうう。 症症こ現わたれ医医の手該を受ける。 飲み込けん場混

直直直に直接するう一一一に刺刺を注うすううここる。緊危症症化び遅発危症症の最も重
要し徴徴症症

医医メデスドに化化こ何でこるでを伝え、地自の保保応応にも気ををけさをる。応緊応応をする供の保保に必要し
注注非注

症症にこった地医を施す。医医に安する特区し注注非注

火火一の応応5.
周周の化化の火火に適した消火消を使う。適適し消火消

しし。使ったはしれしし消火消

火火の際は健健に危危しなメこ産組さわるううここる。火火一の特危の危危危危危

未未未の容容を冷冷するたすに水を噴噴する。特危の消火地消

火火の際は地供自自吸容おおび安自保保全を付推ししけわにしれしし。消火消移を発う供の特区し保保保
化び予予応応
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異非し火火や爆発の危危危は知れわたししし。一一一し火火の危危危

通非の消火手消を推しる。影影を受けた他の化化の危危危を考考する。特改の消火地消

漏漏一の応応6.
関関供関関の立ち吸りを禁禁する。 個個推保保保にをしたは、本 の注直 を参参。 SDS 8個地に安する注注非注、保保保化

び緊緊一応応

下水や水水、地地への排漏を避ける。環環に安する注注非注

リメリを伴わわに可可しれ、化化の流わを遮遮する。 製化製製後、その付近を水で洗し流す。 廃廃化の廃廃地消  
にをしたは、本 の注直 を参参。SDS 13

未じ込す化び浄化の地消化び機機

取扱し化び保保使の注注7.
取扱し

特区し推推はしし。技技一安安（局住排気、安地
換気換）

産産産産に気を配る。安安取扱注注非注

強強化消。 詳詳にをしたは、本 の注直 を参参。 SDS 10直接製避

本化化を取り扱った後、飲飲や喫喫をする前に手を洗うしう、非に適適し産産応応をうる。汚汚化化を取り除くたす
に改定一に作産全う保保保を洗う。

産産安安

保保

混接禁禁化化でれ離した保保するうう（本 の注直 を参参）。SDS 10安安し保保保保

元の容容に密密した保保する。安安し容容容容機容

にく露予禁化び保保応応8.
標分標標手消に従ったくんさし。許容許許換

含危組分に関した暴露制世は設改さわたししし。暴露制世暴

適適し安地換気を発わしけわにしれしし。換気製換は症状に混わをる。暴露制世暴こ設改さわたしる場混は、密
密容応、局住排気容応その他の容応におり、空気空許許を暴露制世暴関下に保を。暴露制世暴こ設改さわたし
しし場混も、空気空の許許を適適し許許関下に抑える。

設設安安

保保保

換気こ不不分し場混、適適し自吸推保保保を付推する。自吸推保保保

適した耐化化耐化危の手手を付推ししけわにしれしし。手の保保保

ササドデデメドのをした安安眼安（またはまデまメ）を付推する。眼，顔地の保保保

適適し保保全を付推する。皮皮化び自地の保保保

化整一化び化化一危化9.
化整症非

形症

色

無し

融融／凝固融

沸融又は初初融化び沸融沸沸

可可危

爆発下制世化び爆発使制世／可可制世

爆発制世－下制(%) デデデしし。

爆発制世－使制(%) デデデしし。

引火融 デデデしし。

地自発火融 デデデしし。

分分分許 デデデしし。

pH デデデしし。

移動危動 デデデしし。

溶分許

溶分許（水） 不溶危

オリデオデメ／水分配関換（n- log
暴）

デデデしし。

蒸気蒸 デデデしし。

密許化び／又は相安密許

密許 デデデしし。

比重 1.18-1.23
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固地。

固地。

各種。

無無。

デデデしし。

デデデしし。

デデデしし。



相安なメ密許 デデデしし。

粒粒特危 デデデしし。

安改危化び反応危10.
本製化は、通非の使推、保保おおび輸輸保保下では安改でを非反応危でこる。反応危

通非症非で安改。化化一安改危

一一一し使推保保下では、危危し反応は知れわたししし。危危危危反応可可危

混接危危化化うの直接。避けるけき保保

強強化消。混接危危化化

炭要強化化。危危危危し分分産組化

危危危会会11.
緊危急危 化化の は緊危急皮急危こ未知の組分でれ組る。 化化の は緊危急口急危こ未知の組分でれ組る。100%  100%

長一長の皮皮直接におり一一一し刺刺を注うすううここる。皮皮皮飲危／刺刺危

直直直に直接するう一一一に刺刺を注うすううここる。眼に安する重重し損損危／眼刺刺
危

自吸容呼作危又は皮皮呼作危

自吸容呼作危 自吸容呼作危化化でしし。

うの製化は、皮皮呼作を引き注うすうは思わわしし。皮皮呼作危

本製化こるしは製化空に 関使含危する組分に変異変危または遺伝粒急危ここるううを絵すデデデはしし。0.1%産生詳生変異急危

発こけ危 デデデしし。

うの製化は、産生影影または発発影影を引き注うすうは予想さわしし。産生急危

特改標一特容急危（単製にく露） 区分に該該ししし。

特改標一特容急危（反反にく露） 区分に該該ししし。

誤えけ危危危 吸引危自吸容危危危でしし。

その他の会会 うの製化の個地に安する副作推は知れわたしまをけ。

環環影影会会12.
うの製化は環環に危危でこるうは分分さわたししし。しでし、大大の流漏や繰り返しの流漏こ環環に危危し影影を
化ぼさししうは制れしし。

産非急危

うの化化の分分危に関した利推可可しデデデはしし。 ﾀﾀﾀ < >残初危・分分危

デデデしし産地生生危

デデデしし土土空の移移危

デデデししオオオ層への危危危

他の危危影影 その他の環環悪影影（例、オオオ層層層、光化化オオオ産組可可危、内分内でく乱、地地分地化の可可危）は、
うわれの組分でれは予想さわしし。

廃廃使の注注13.
現地の規改に従し、処分する。 空の容容やドサやデには製化の残残化こ残ったしる可可危ここる。本化化うその容 
容は安安し地消で廃廃ししけわにしれしし（（廃廃使の注注」参参）。

残残廃廃化

製化の残残化こ残ったしるでもしわししので、容容こ空にしった後もドラメの警警に従う。 空の容容は、リササリメま 
たは廃廃のたすに、承承さわた廃廃化処整施設に運にしけわにしれしし。

汚汚容容化び容容

廃廃化処整消の許可を受けた産供に処整を委委する。 製製した再産するで、許可を受けた廃廃化処整場で、密 
未さわた容容に納すた廃廃する。 地会で排水処整容応を住危したししし場混は、安大製製の使産産廃廃化処分 
産の許可を受けた産供に、産産廃廃化保整産 ママドマメデ を添えた、処整を委委する。( )

地地の廃廃規制

輸輸使の注注14.
IATA

危危化には該該ししし。

IMDG
危危化には該該ししし。

該該ししし。附附注 化びMARPOL73/78 II IBC
コデドにおるにれ生み輸輸さわる液地
化化

国内輸輸にをしたは１１章の規制に従ううう。国内規制

適推消適15.
労労安安産産消

通知安通化
該該をわ。
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絵絵安通化
該該をわ。

急化化び劇化取劇消
特改急化

該該をわ。

急化
該該をわ。

劇化
該該をわ。

化化化化の審審化び製製換の規制に関する消法
第一第特改化化化化

該該をわ。

第第第特改化化化化
該該をわ。

標標化化化化
該該をわ。

優緊優優化化化化
該該をわ。

届漏不要化化
該該をわ。

化化化化排漏化化保整化化消
特改第一第特改化化化化 化化名、政適版版、含大( )

該該をわ。

第一第特改化化化化 化化名、政適版版、含大( )
該該をわ。

第第第特改化化化化 化化名、政適版版、含大( )
該該をわ。

該該をわ。船船安安消・危規危

該該をわ。航空消・施発規危

火耐分取劇消
該該をわ。

その他の会会16.
ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

発こけ危優優モオまドドIARC
改本化化日産日会　 安応なサドドサオ、 年 月GHS 2019 6
改本産産産産化会、許容許許換の勧警

： に分づく化化化の分分地消JIS Z 7252 2019 GHS 
： に分づく化化化の危危危危危会会の伝発地消－ドラメ、作産場内の絵絵化び安安デJIS Z 7253 2012 GHS 
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National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens
JF Polymers (Suzhou) Co., Ltd. は、本会会う該会製化、または該会製化う他のメデのデの製化の組み混わをこ使推さわるこれさる症状を予予できるわ
けではこりまをけ。製化の処整、保保おおび処分を発う際に安安し症状を確承するのはすデすデの責責でこり、すデすデは不適適し使推におる損損、損危、
損危または費推に消一責責を負します。 デデデの会会は、現現吸手できる最最の知知う急経に分づき記吸さわたします。
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JIS Z 7252：2019/ JIS Z7253-2019  GHSに基づく危険有害情報の伝達方法


