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中性洗剤⽔溶液   安全データシート グリーンパワー製造

当製品の中性洗剤⽔溶液の混合原液である中性洗剤について、第2条より安全データを記述し、
第3条 第2項（３-２）に当製品、中性洗剤⽔溶液の組成、成分情報、安全性について、
第9条 第2項（９-２）物理的及び化学的性質（当製品：中性洗剤⽔溶液）について補⾜する。

１．製品及び会社情報
製品名 ：中性洗剤⽔溶液
会社名 ：株式会社グリーンパワー
住所 ：〒460-0002  名古屋市中区丸の内１−８−２４
担当部⾨ ：メンテナンス事業部
電話番号 ：052-204-0018
FAX番号 ：052-204-0023
緊急連絡先 ：052-204-0018
推奨⽤途及び使⽤上の制限 ：太陽電池モジュール洗浄
整理番号 ：No.2017011201

２．危険有害性の要約
最重要危険有害性及び影響 ：
GHS分類
物理化学的危険性
爆発物 ：分類対象外
可燃性⼜は引⽕性ガス（化学的 ：分類対象外
に不安定なガスを含む）
エアゾール ：分類対象外
⽀燃性⼜は酸化性ガス ：分類対象外
⾼圧ガス ：分類対象外
引⽕性液体 ：区分4
可燃性固体 ：分類対象外
⾃⼰反応性化学品 ：分類対象外
⾃然発⽕性液体 ：区分外
⾃然発⽕性固体 ：分類対象外
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 ：区分外
酸化性固体 ：分類対象外
有機過酸化物 ：分類対象外
⾦属腐⾷性物質 ：区分外
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健康に対する有害性
急性毒性(経⼝) ：区分外
急性毒性(経⽪) ：分類できない
急性毒性(吸⼊：気体) ：分類できない
急性毒性(吸⼊：蒸気) ：分類できない
急性毒性(吸⼊：粉塵及びミスト) ：分類できない
⽪膚腐⾷性及び⽪膚刺激性 ：区分外
⽬に対する損傷性⼜は眼刺激性 ：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 ：区分1
特定標的臓器毒性､単回ばく露 ：分類できない
特定標的臓器毒性､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(⻑期間) ：分類できない
オゾン層への有害性 ：分類できない

GHSラベル要素
 絵表⽰⼜はシンボル

注意喚起語 ：危険
危険有害性情報  可燃性液体

 ⽣殖能⼜は胎児への悪影響のおそれ

注意書き
【安全対策(予防策)】 ：保護⼿袋/保護⾐/保護眼鏡/保護⾯を着⽤すること。

 全ての安全注意を読み理解するまで取扱わない事。
【応急措置(対応策)】 ：暴露⼜は暴露の懸念がある場合：医師の診断/⼿当

 てを受けること。
【保管(貯蔵)】 ：換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置

 くこと。施錠して保管すること。
【廃棄】 ：内容物/容器は許可を受けた産業廃棄物業者に委託

 し、関連法規等を遵守し、廃棄すること。
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３-１．組成、成分情報
化学物質・混合物の区別   ：混合物
化学特性 ：中性洗剤（混合液）

成分及び濃度
濃度

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナト 18%
リュウム塩/トリエタノールアミン塩

ポリ(オキシエチレン)＝ドデシルエー 2.8%
テル硫酸エステルナトリュウム

(C) ドデシル硫酸ナトリュウム 1.4%
(D) エタノール 1~10%

３-２．当製品（中性洗剤⽔溶液）の組成、成分情報及び安全性について補⾜
化学物質・混合物の区別   ：混合物
化学特性 ：中性洗剤混合⽔溶液

成分及び濃度
濃度

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナト 0.04%
リュウム塩/トリエタノールアミン塩

ポリ(オキシエチレン)＝ドデシルエー 0.01%
テル硫酸エステルナトリュウム

(C) ドデシル硫酸ナトリュウム 0.003%
(D) エタノール 0.02%

上記濃度の算出⽅法 ：混合割合
上記算出根拠 ：精製⽔20ℓに対して中性洗剤（混合液）0.05ℓ±2%

 の混合⽔溶液であることから混合割合より算出した。

安全性について ：当製品（中性洗剤⽔溶液）は上記中性洗剤（混合液）
 を400倍に精製⽔で希釈した混合⽔溶液である。
 したがって、当製品は混合液より400倍安全である。

※根拠資料として混合液（中性洗剤）MSDSと精製⽔分析証明書を添付する。

４.応急措置
⽪膚に付着した場合 ：⽔で⼗分に洗い流す
眼に⼊った場合 ：こすらずに、すぐ⽔で⽬を⼗分に洗浄する。異常

 がある時は医者に相談する。
飲み込んだ場合 ：⽔で⼝の中を洗浄し、コップ１~２杯の⽔もしくは

 ⽜乳を飲ませる。異常がある時は医師に相談する。

2-1679 151-21-2
2-202 64-17-5

         90194-42-6           

(B)
7-155 9004-82-4

化学名 整理番号(化審法・安衛法) CAS番号

(A)
3-1884 69669-44-9
2-308

化学名 整理番号(化審法・安衛法) CAS番号
3-1884

         90194-42-6           
69669-44-9

2-308
7-155 9004-82-4

2-1679 151-21-2
2-202 64-17-5

(A)

(B)
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５．⽕災時の措置
消⽕剤 ：粉末消⽕薬剤、⽔溶性液体⽤泡消⽕薬剤、⼆酸化

 炭素、砂、霧浄⽔。
特有の危険有害性 ：当該製品は分⼦中にN窒素,S硫⻩を含有しているた

 め燃焼ガスには、⼀酸化炭素等の他、窒素酸化物
 系、硫⻩酸化物系ガスが含まれるので、消⽕作業
 の際には、煙を吸引しないように注意すること。

特有の消⽕⽅法 ：燃焼源の供給を速やかに⽌めること。
 消⽕作業は、⾵上から⾏なうこと。
 関係者以外は安全な場所に退去させること。
 周囲の設備等に散⽔して冷却すること。
 消⽕のための放⽔等により、環境に影響を及ぼす物
 質が流出しないよう適切な措置を⾏うこと。

消⽕を⾏う者の保護 ：消⽕作業では、適切な保護具(⼿袋、眼鏡、マスク)
 を着⽤すること。消⽕活動は⾵上から⾏ない、有
 毒なガスの吸⼊を避けること。
    燃焼⼜は⾼温により⼀酸化炭素、窒素酸化物系、
 硫⻩酸化物系ガスが⽣成するので、呼吸保護具を
 着⽤すること。

６．漏出時の措置
⼈体に対する注意事項、保護具 ：漏出時の処理を⾏う際には、必ずゴム⼿袋、保護眼
及び緊急時措置  鏡、保護⾐等着⽤し、⽪膚に付かないようにする。

 屋内の場合、処理が終わるまで⼗分に換気を⾏う事。

環境に対する注意事項 ：⼤量の漏出物を直接に河川や下⽔に流してはいけな
 い。また⼤量の⽔で希釈する場合は、汚染された排
 ⽔が適切に処理されずに環境へ流出しないように注
 意すること。

封じ込め及び浄化の不法 ：少量の場合は、吸着剤(⼟・砂・乾燥砂、ウエス等)
及び機材  に吸着させ、密閉できる空容器に回収して取り除い

 た後、残りをウエス、雑⼱等でよく拭き取ること。
 ⼤量の場合は、⼟砂等で囲って流出を防⽌し、安全
 な場所に導いてから処理すること。

⼆次災害の防⽌策 ：漏出物の上をむやみに歩かないこと。
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７．取扱い及び保管上の注意
   取扱い

技術的対策(局所排気・全体 ：換気の良い場所で使⽤する。必要に応じ局所排気や
換気等)  洗顔設備を節地する。状況により眼鏡、ゴム⼿袋、

 保護具等を着⽤して、⽬や⽪膚を保護する。

安全取扱注意事項 ：注意表⽰を参照する。
接触回避 ：技術的対策を参照する。
衛⽣対策 ：取扱後は、⼿、顏等をよく洗い、うがいをすること。

    保管
安全な保管条件(適切な技術対策 ：換気の良い、直射⽇光の当たらない屋内に保管する。
及び混触禁⽌物質との分離)
安全な容器包装包装材料 ：ポリエチレン、プラスチック

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―⽇本産業衛⽣学会 ：設定されていない。(2015年版)
許容濃度―ACGIH ：エタノール TLV-STEL 1000ppm(2015年版)
設備対策 ：局所排気装置及び洗顔装置の設置が好ましい。
呼吸⽤保護具 ：通常の取扱いでは特に必要無い。
⼿の保護具 ：保護⼿袋
眼の保護具 ：保護眼鏡
⽪膚及び⾝体の保護具 ：保護⾐、ゴム⻑靴等。

９-１．物理的及び化学的性質（混合液：中性洗剤）
外観(物理的状態、⾊) ：⻩⾊乳濁の⽔溶液
臭い ：芳⾹がある
ph ：６〜８ (原液)
融点・凝固点 ：凝固点；０℃以下
沸点・初留点及び沸騰範囲 ：沸点；１００℃以上
引⽕点 ：61℃（タグ密閉式）
⽐重(相対密度) ：1.04(20℃)
溶解度     ：⽔に任意に溶ける。

９-２．物理的及び化学的性質（当製品：中性洗剤⽔溶液）
外観(物理的状態、⾊) ：極めて薄い⻩⾊乳濁の⽔溶液
臭い ：弱い芳⾹がある
ph ：6.8~7.4 (中性洗剤⽔溶液)
融点・凝固点 ：凝固点；０℃以下
沸点・初留点及び沸騰範囲 ：沸点；１００℃以上
引⽕点 ：−
⽐重(相対密度) ：1.01(20℃) ※混合割合より算出
溶解度     ：⽔に任意に溶ける。
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10.安定性及び反応姓
反応姓 ：情報なし。
化学的安定性 ：通常の条件では安定である。
危険有害反応可能性 ：禁⽔性物質と反応して可燃性ガスを発⽣する。
危険有害な分解⽣成物 ：情報なし。

11.有害性情報
急性毒性(経⼝) ：（製品のデータ）

LD50＞2000mg/kg(急性毒性推定値)。
(成分のデータ)
AES:LD50＞2000mg/kg【HERA(2003)】
LAS-Na:LD50=1086mg/L【HERA(2009)】
エタノール:LD50=6200mg/kg【oecd sids initial
Assessment Report For Siam 19(2004)】
本剤の1.26％は毒性が未知の成分からなる。

急性毒性(経⽪) ：情報なし。
急性毒性(吸⼊：気体) ：情報なし。
急性毒性(吸⼊：蒸気) ：情報なし。
急性毒性(吸⼊：粉塵及び ：情報なし。
ミスト)
⽪膚腐⾷性及び⽪膚刺激性 ：（製品のデータ）区分外【⾃社データ】
眼に対する重篤な損傷性⼜は ：情報なし。
眼刺激性
呼吸器感作性⼜は⽪膚感作性 ：情報なし。
⽣殖細胞変異原性 ：（成分のデータ）

エタノール：陰性
【OECD SIDS※Initial Assessment Report For SIAM 19(2004)】

発がん性 ：情報なし。
IARC ：情報なし。
NTP ：情報なし。
⽇本産業衛⽣学会 ：情報なし。
⽣殖毒性 ：（製品のデータ）

 情報なし。
：（成分のデータ）
エタノール：ヒト疫学データで⽣殖毒性が認められる

【DFGOT※Vol.7(1996)】
特定標的臓器毒性，単回ばく露 ：情報なし。
特定標的臓器毒性，反復ばく露 ：情報なし。
吸引性呼吸器有害性 ：情報なし。
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12.環境影響情報
⽣体毒性 ：情報なし。
残留性・分解性 ：⽣分解性 85%以上(JIS k 3363)
⽣体蓄積性 ：情報なし。
⼟壌中移動性 ：情報なし。
他の有害影響 ：情報なし。

13.廃棄上の注意
残余廃棄物 ：焼却する場合、関連法規・法令を遵守する。

 廃棄する場合、都道府県知事の許可を受けた産業廃
 棄物の収集運搬業者や処分業者と契約し、廃棄物処
 理法及び関連法規・法令を遵守し、適正に処理する。

14.輸送上の注意
国際規則 ：陸上輸送：RID(欧州危険物鉄道輸送規則)、ADR(欧

 州危険物道路輸送協定)に従う。
 海上輸送：IMDG(国際海上危険物規則)に従う。
 航空輸送：ICAO-TI(国際⺠間航空条約技術指針)/
 IATA-DGR(国際航空運送協会危険物規則)に従う。

特別の安全対策 ：輸送前に容器の破損、腐⾷、漏れ等がないことを
 確認すること。転倒、落下、破損が無いように積み
 込み、荷崩れの防⽌を確実に⾏うこと。

国内規則-陸上輸送 ：消防法、毒劇物取締法、⾼圧ガス保安法、道路法等
 に定められている運送⽅法に従う。

国内規則-海上輸送 ：船舶安全法に定められている運送⽅法に従う。
国内規則-航空輸送 ：航空法に定められている運送⽅法に従う。

15.適⽤法令
消防法 ：⾮危険物(指定可燃物 可燃性液体類)
労働安全衛⽣法 ：【平成28年5⽉31⽇迄】

 表⽰対象物に該当しない。
 通知対象物に該当する(エタノール)。
 【平成28年6⽉1⽇~】
 表⽰対象物に該当する(エタノール)。
 通知対象物に該当する(エタノール)。

毒物及び劇物取締法 ：該当しない。
化学物質排出把握管理促進法 ：第1種指定化学物質等/

 No.30：直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及び
   その塩(アルキル基の炭素数が10から14までのもの
 及びその混合物に限る)(18%)、No.409:ポリ(オキシ

エチレン)=ドデシル硫酸エステルナトリュウム
(2.8%)、No.275：ドデシル硫酸ナトリュウム(1.4%)）
に該当する。
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16.その他の情報
引⽤⽂献 ：HERA：Human  &  Environmental  Risk Assessment  on  ingredients  of  

European household  cleaning  products 、欧州化学⼯業会/
 欧州⽯鹸洗剤⼯業会
   OECD  SIDS  : OECD  Screening  Information  DataSet  、 経済協⼒開
 発機構

DFGOT:Occupational  Toxicants  Critical  Data  Evaluation  for  MAK

    Values  and  Classification  of  Carcinogens        （ドイツ学術
   振興会編)

その他 ：分類に⽤いたガイダンス名；
・事業者向けGHS分類ガイダンス（平成25年度改訂
版(Ver.1.1)平成27年3⽉：経済産業省)
・Jis  Z  7252:2014

[記載内容の取扱い]
この情報は、新しい知⾒に基づき改訂されることがあります。
記載内容は現時点で⼊⼿できた資料・情報・データ等に基づいて作成しておりますが、
含有量、物理・科学的性質、危険・有害性等に関しては、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、⽤途・⽤法に適した安全策を実施の上、ご利⽤下さい。
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注慈苫き
［安全対

［応念措

｛予防

（対応

） ］ 

） ー

のもののような ·k.. から・ ざl ること。 — ,..

る

"'-(貯蔵） l 涼しいと二ろに < .:. とo

物袋若に 託L、 法規

3 組成 贔 成分
化学物口 饂
化学特性

成分

合物の区別 ：混合
：中性荻剤

飲み込んだ

5. 火災時の措
消火剤

有の危

i月火を行う

た
合

合

する。 異常があるとき
：＊で十分に法い流す
:: ..:.-t らずに． すぐ水で目を十分に洗

に相萩する．
：＊で口の中を法沖l-' コ ップlへ•

る: 異常があるときは匹園に相

i肖火： 消． 水 .....

％の水もLくは
る。

剤、 ···t 炭

乳を飲ま

'. 砂． 状

有者性

有の消火方法

が流出Lt.·

<T) L 



20l16'f03月邸日 (3/�) 

化物系ガ

り 漏出時げ汁晋
人体に対する注窟 ?Ji:項，
具及び緊念峙措

等

に対する注店ヰ項

封じ込め及び浄化の

されず

二次災者の防止

7. 駁扱い及び保管上の注
扱い
技所的対紺（同所拉気・ 全{;

） 

注寇事項

必要に応じ閂所誹気装匠や洗限設
ゴ上、手袋｀ 係穫具等を行用し -c.

遭生学会

の保護具

的及び化学的性四

』し、
；（物理的状飽，形状．，色f.t

懃点ふ辺固点
渦点，初留点及び
弓I火点
.It; .ITi (相対
溶解度

l O. 安定性；及び反応
応性；

化学的安定性
危険有吝反応可佳
危険有吝f.t分解生成粒l

のよい． 直射目光の

L ヤ
� ' 

をよく洗い� うがいをすること。

や低温を避

内に保管すな

で保惰する。

料：プ7 :;J. チック 嗜 ガラ:,!,., ほ. アルぇニウム等の金屈が使用でき
る：

の液体。

：芳香がある、＇
： fi ...... 8(原液）
：涵固点：0℃以下
：お点： 100℃以上
: 61℃（クダ密閉式｝
: L. 04(20℃) 
：水に任；宜lこ溶ける、＇

：情雄t.; L. 
通常の条件では安定である．
：禁水性物四と反応して発＊もL < IJ. 可燃性ガスを発生する。
：切擢なL.

喧可蕃��。一



t m .. 有者性
"tt 碍性（怪口）

l 3ー 廃菜上の注 心·
余廃稟物

汚染穿器及び包

l 4. 輸送JI: Q')注
際規則

特別の安全対•

内規則 — 睦J:.輸送

内規則 — 泡J:.輸送

：（製凸のデ ー ク）
直!i0)2000ms/k.g (忌性埠性推定伍） ：

（成分のデ ー ク）
Al:.'S : LIJEi0)200伽s:/h I: HEiRA (2003) JI 
LAS-Na:� 廊Oし=IO邸mg/IL [IIIERA.(:2009) II 

20li6"f-03月邸 9 I ,j} 

エタI ー ft.- : LD60=6200mg /h I匪CD SIDS In it ia I Asses:,n.e111t Re 
pon Far Sh\111 rn (2004) I 
サ剤のI.. 26iは混性が未知の成分からなる。

：情臼なL.
：情母なし。
：情はなL.

びミブ、 ：情滋なし、＇

が稔．められる

1K 3316:l) 

送規則） . Al暉（欧州危険物迫路輸

安法｀ 遊儲法等に定められて

る運迭方法に従う．

蛯唾番易�o.



国内規則 —航空輸送

[ 5" 遣用法
r� 防法
労働安全衛生法

及び劇物取締法
化学物'ti排出把

[ 6 - その他Q)
引用文献

その他

空法に定”められている蓮送方法に従う．

危険物（指定可燃物可熟性澁体類｝
：［平成28年5月31 a迄］

足示対象物に諒当しない。
通知対象物に該当する（エタ） ー 4).
［平成28年6月＂ヨ...,_,]

示対象物に接当する（エタ） ー 11,,).
通知対ゑ物に該当する（エク） ー 4-L

：該当しない．

201i6'f-03月邸日 (5/ 5) 

,. 進法：第1極指定化学物汀等(No. 30: 直訊アルキ）いペンゼン:;!,, Jl, ホン
びその塩（アJI, キル基の炭素致が10から14までのもの及びその
合物に限る） (18t}. �a. ,iog: ポリ（オキシエチ1.-:;..,)=ドデシル
ェスデル..,_ J. リウよ, (2. Bヽ） . No.27a: ドデシル庶酎ナトリウム(u -
4tりに該当する．

:�ER!\:Uuman & EHirnnmental Risk Assessment on ins: 『edieratts:
of Euro廊ean hou sebo Id cl eara i .rag pm duets, 欧州化学工菜会 I 欧
州石鮫沈剤工菜会
OECD SI駅S: OECD Sueenin;;: lrifoni:atio:n D:at:aぷ江経済協力
限情
DFGOI:!kcup,atmon:al ioxicants Critical ID:at:a E'i:al皿tion for 

駄1K \fmlues arid Classific-ation of Carcinogens(ドイツ学術振
会組）

：分類に用いたガイダンX名：
・育ド累者向ltG'l�S分類ガイダンA(平成2�年度改訂限(,,町. I. 0)平

成2『年3月：経済産菜笞）
·JIS Z 72;;i2:201



分析証明
〒836-0011 福岡県大牟田市健老
TEL (0944)52-4466 FAX (0944)5 

株式会社 様 環境計量士 田 中 噂）
ご依頼のありました試料の分析結果を、下記のとおり証明いたします。

試 料 名：精製水

試料受付日： 2016 年 8 月 18 日 ［受付方法：採取 J
 

試料採取日： 2016 年 8 月 18 日 10 時 09 分 ［天候：晴れ気温： 33.1 ℃ 水湿：30.1 ℃] 

発 行 日： 2016 年 8 月 31 日 ［発行番号： C 2160865 - 1 / 2 ] 

計量の対

外観

臭気

色度

濁度

pH値（水温）

電気伝導率

COD 

蒸発残留物

•象 単位 計量結果 計 量 の 方法

異常なし 視覚法

無臭
上水試験方法 ー2011年版—
官能法

度 1未満 上水試験方法 ー2011年版ー
透過光測定法

度 0.1未満 上水試験方法 ー2011年版ー

一
積分球式光電光度法
上水試験方法 ー2011年版—5.9(23゜C)

＇ 
ガラス電極法

µ, Siem 0.62 JIS K 0101-12 
電気伝導度計法

mg/L 0.5未満
JIS K 0101-17 

● ""' 

滴定法（高温酸性法）

mg/L 1未満 上水試験方法 ー2011年版—
重曼法

mg/L 0.3未満 上水試験方法 ー2011年版ー - --
燃焼酸化法

ppm 1未満 厚生省告示第20号
比色法

mg/L 1未満 上水試験方法 ー2011年版ー

滴定法

mg/L 0.3未満
JIS K 0101-39.2 
紫外吸光光度法
上水試験方法 -2011年版—mg/L 0.2未満

.. -

IC法

mg/L 0.2未満 上水試験方法 ー2011年版—
IC法

mg/L 0.05未満 上水試験方法 ー2011年版—
IC法

全有機炭素

重金属

全硬度

全窒素

塩化物イオン

硫酸イオン

フッ素イオン

備考 00未満は定量下限値を下回ったことを表します。



分析証明 書

株式会社 様 環境計量士 田 中 噂）
ご依頼のありました試料の分析結果を、下記のとおり証明いたします。

試 料 名：精製水

試料受付日： 2016 年 8 月 18 日 ［受付方法：採取
―

―

 

試料採取日： 2016 年 8 月 18 日 10 時 09 分 ［天候：晴れ気温： 33.1 ℃ 水温： 30.1 ℃] 

発 行 日： 2016 年 8 月 31 日 ［発行番号： C 2160865 - 2 I 2 ] 

計量の対象 単位 計量結果 計量の 方法

全シリカ mg/L 1未満
JIS K 0101-44.3.1 
吸光光度法

一般細菌 /ml ゜
厚生労働省告示第261号
標準寒天培地法

性状試験 無色透明においはなし 日本薬局方準拠

純度試験 紅色は消えない 日本薬局方準拠

以下余白

備考 00未満は定量下限値を下回ったことを表します。



株式会社 殷

検査成績 書 整理No. Wl60819-0509 

平成28年08月29日
10379 

計量証明事業登録福岡県濃度第39号
建築物飲料水水質検査業登録
福岡県水第4 6号

ご依頼されました試料の検査結果は下記の通りです。

受付年月日 平成28年08月19 日 採 取者 一般財団法人有明環境整備公社金縄

採取年月日 平成28年08月18日 採取時刻

天 候 温 度 気温 ℃ 水温 ℃ 

試 料 名 精製水

検 査 項 目 結 果 単 位 測 定 方 法

硫化物イオン 不検出(0.1末満） mg//2 JIS K0102 39.1 

ー以下余白 ―

'. ·-・....● . -一—--- - . . - -· 一 ·- -.. --' " .'. 

備 考




