
製品安全データシー ト

商品番号

株式会社 チャフローズコーポレーシ ョン

横浜市中区三吉町 3番地 11

Tel:045‐ 243・ 1_905  Fax:045・ 243‐3261

作成 。改定 平成 14年 2月 1日

製品名      チャフウォール 天然内装材 (ナチュラルカルシウムペイント)

物質の特定

1.粉体

単一製品 。混合物の区別

成分

2.添付物

単一製品 。混合物の区別

成分

3.主成分

混合物

ホタテ貝殻  ・ カルシウム

混合物

酢酸セルローズ カルボキシメチルセルローズ

カルシウム 86%
混合物   14%

危険有害性の分類

危険性 :通常の取 り扱い上危険な製品ではない。

有害性 :特に刺激性等なし。

応急処置

眼に入つた場合 :速やかに清浄な水で最低 15分洗浄 した後、医療処置を受ける。

皮膚に付着 した場合 :多量の場合衣服を脱ぎ、付着 した部分を水洗いする。

吸引した場合 :速やかに新鮮な空気の場所に移 し、水又は温水でうがいをさせ、医療

を受ける。

飲み込んだ場合 :多量の水を飲ませ、吐かせた後、医療処置を受ける。

火災時の処置  ナチュラルカルシウムペイン ト (ホ タテ貝殻粉末材 )

国土交通省 不燃材料規定適合商品 認定番号 :NM‐ 0162

形状  :粉 体

消火方法 :こ のもの自体は燃えないが、下地等が難燃性以外の場合、可燃の可能性がある。

燃焼の際は、燃焼源を断ち、消火剤を使用 して消火する。

延焼の恐れのないよう水スプレーで周辺を冷却する。

消火剤  :水、強化液、泡消火斉1、 粉末消火剤

漏出時の処理



飛散 しないように注意 し、掃除機又は集塵機等で吸引捕集す る。又は、スコップ、

ホウキ等で集め、袋等に回収する。

床面等に付着 したものは水で洗浄 し、濃厚な洗浄水は中和、希釈処理等により河川等に

直接流出 しないように対策をとる。

大規模な漏出の場合、回収作業には手袋、長靴、保護眼鏡、防塵マスクなどの保護具を

着用す る。

取 り扱い及び保管上の注意

取 り扱い

保管

暴露防止処置

設備対策

保護具

眼、皮膚等が過敏な人は接触を避けるため、適切な保護具 (手袋、長靴、

保護眼鏡、防塵マスクなど)を着用する。

極力、飛散 しないように注意する。

換気に注意する。

取 り扱い後は顔、手、日等を水洗いする。

破袋等につながるような粗暴な取 り扱いをしない。

特に水濡れに注意 し、屋内保管とする。

乾燥 した場所に保管する。

極力、粉塵が立たないようにする。

屋内作業場で使用の場合発生源の密閉化、又は局所排気装置を設置する

のが望ま しい。

飛散 しないよう集塵機にて回収 し、吸入 しない措置を取る。

状況に応 じ保護眼鏡、防塵マスク、保護手袋、保護衣、呼吸用保護具を

使用す る。

物理/化学的性質

外観等

溶解性

揮発性

その他

粒子入 り粉状

水に難溶

なし

爆発性なし

危険性情報

安定性・反応性  :通常の条件では安定

発火性      iな し

可燃性     :な し

酸化性     :な し

自己反応性・爆発性 :な し

粉塵爆発性   :な し

有害性情報 (人についての症例、疾学的情報を含む)

多量に長時間吸引すると、「じん肺」になる恐れがある。

皮膚腐食性       :皮 膚に付着 したままにすると、炎症を起こす場合がある。

刺激性 (皮膚、眼)   :事 例はないが、眼粘膜を刺激する。



蒸気を吸引すると、頭痛を起こす場合がある。
急性毒性 (50%致死量を含む):知見なし
がん原性         :知 見なし

変異原性 (微生物、染色体異常):知見なし

生殖毒性        :知 見なし

催奇形性        :知 見なし

環境影響情報

生体影響についてはデータな し

分解性 :知見なし

蓄積性 :知見なし

魚毒性 :知見なし

廃棄上の注意

多量の場合、産業廃棄物 として処理業者に委託する。
洗浄水の排水は水質汚濁防止法等の関連法令に適合するように十分留意 しなければ
ならない。

輸送上の注意

粉塵のたたない方法で輸送する。

破袋、損傷、容器からの漏れ、荷崩れ等の防止を確実に行なう。
湿気、水漏れに注意する。

適用法令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

労働安全衛生法 (粉塵障害防止規則 )

労働安全衛生法施行令 (じ ん肺法)

その他

記載事項等については通常の取 り扱いを対象 としたものですので、特殊な取 り扱いに
ついてはこの点のご配慮をお願い します。
危険 。有害性の評価は必ず しも十分でないので、取 り扱いには十分注意 して下さい。



品 質 証 明 畳

チャフウォール品質証明書

品名 ナチュラルカルシウムベイント

(ホタテ貝殻粉末材)

ナチユラルシリカウォール

(モ ミ殻粉末材 )

原料 ホタテ貝殻 モミ殻

主成分 カルシウム シリカ

外観 白色粉末 茶色粉末

粒度 0.02mm 0.3mm

比重 0.8～ 0.85 05～ 06

防火性
*1

不燃材料規定適合 準不燃性表面試験合格

防かび性
*2

かびの発育なし かびの発育なし

接着剤 酢酸セル ローズ。CMC(カルホ
゜
キシ

メチルセルロース
・

)

酢酸セルローズ・CMC(カルボキシ

メチルセルロース
゛
)

チャフウォールは建設省の「公共事業における新事業活用促進システム」の新技術に採用

登録番号 :TI19 9 0 0 3 2号 (平成 10年 9月 )

*1:(財)建設試験センター■
'実

施

ナチユラルカルシウムペイント  平成 13年 10月 認定番号 NM‐ 0162

ナチュラルシリカベイント    平成 8年 11月    6H64287号

*2:(財 )日 本食品″析センターで実施  平成 9年 4月



成 分 表

株式会社チ 恭
横浜市中

Tb104

ナチュラルカルシウムペイント

ナチュラルシリカウォール

*配合比率は商品のパラエテイーにより変わります。

品  目 主 成 分 含有量 (%) 備 考

ホタテ貝殻 カルシウム 86% 粉 末

接着剤 酢酸セルローズ

CMCOルホ
゜
キシメチルセ脚―ス・)

14% 粉  末

品  目 主 成 分 含有量 (%) 備 考

モミ殻 シリカ 80% 粉 末

接着剤 酢酸セルローズ

CMCOルホ
゛
キシメチルセルロース

゛
)

20% 粉 末


