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製品安全製品安全製品安全製品安全データーシートデーターシートデーターシートデーターシート 
 

                                    Company Name :  Hiroyuki Industries (M) Sdn. Bhd 

                                    Adress                :  160,Jalan Murni 12, Taman Perindustrian Murni, 

                                                                   81400 Senai, Johor, Malaysia. 

                                    Tel                      :  60-7-598-5211 

                                    Fax                     :  60-7-599-6211 

                                    Person In Charge:  Mr. Takeshi Kitagawa(北川健) 

作成日 ２００２年１月１０日 

改定日 ２００９年１２月１日 

整理番号 HR-005-4                              

 

製品名：     ＰＰバンド各種 

 

物質の特定 化学名：       ポリプロピレン 

      含有量：       １００％ 

      化学式：      （Ｃ3Ｈ６）ｎ 

         官報公示整理番号：  化審法番号；（６）－４０２ 

      安衛法番号：     ――――――― 

      ＣＡＳ．ＮＯ．    ９００３－０７－０ 

      国連分類及び国連番号 ――――――― 

 

危険、有害性の分類 

       分類の名称：  対象外 

       危険性  ：  常温の取り扱いでは特に危険性はない 

       有害性  ：  生理学的に不活性であり、人体への特別な毒性        

               作用はない 

       環境影響 ：  なし 

 

火災時の処置 消火方法 ：  消火活動時は保護具着用のこと 

       消火剤  ：  水、ドライケミカル、泡消火器、二酸化炭素 

 

取り扱い及び保管上の注意 

       取り扱い ：  水濡れ厳禁 

               段ボールを痛めるような乱暴な扱い（落下させ  

               たり衝撃を加えたり、ひきずるなど）をしない。 

       保管   ：  横済み厳禁、倒れるような積み方をしない。 

               水濡れ厳禁 
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               火源との接触厳禁  

 

 

 

 

物理／化学的  外観  ：  透明、青、黄、白、赤、緑、ベージュ、黒、紫 

               テープ状 

性質      融点  ：  １６５℃   密度 ： ０．９０ｇ／ｃｍ 

        溶解度 ：  水に不溶 

 

危険性情報   引火点 ：＞３００℃（推定） 発火点：＞３００℃（推定） 

        可燃性 ： 可燃性物質ではあるが、国連基準の可燃性固体に 

              は該当しない。 

              燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素及    

              びその酸化物を生成する。 

        発火性 ： ―――― 

        酸化性 ： ―――― 

        自己反応性。爆発性 ：―――― 

        粉塵爆発性 ： ―――――― 

        安定性。反応性：――――― 

 

有害性情報  皮膚腐食性、刺激性、感作性、変異原生、生殖毒性、催奇形性 

              ： 特に問題ないと考えている。 

       急性毒性。慢性毒性 ： 特に問題ないと考えている。 

       癌原生    ： 特に問題ないと考えている。 

 

輸送状の注意 ：    横積み厳禁、水濡れ厳禁 

            段ボールを痛めるような乱暴な扱い（落下させたり衝 

            撃を加えたり、ひきずるなど）をしない。 

 

廃棄上の注意 ：『廃棄物処理及び清掃に関する法律』に従って焼却又は埋め立  

        てを行う 

        地方自治体の規制がある場合は、それに従うこと。    

 

主な適用法規 ： 保管：消防法（指定可燃物） 

         廃棄：廃棄物処理及び清掃に関する法律 

         ＰＲＴＲ法：第一、第二種指定化学物質は無し 

 

その他： 記載内容の問い合わせ：Hiroyuki Industries (M) Sdn. Bhd 

                Tel                      :  60-7-598-5211 

                          北川 健 
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160,Jalan Murni 12, Taman Perindustrian Murni,

81400 Senai, Johor, Malaysia.
Tel:60-7-598-5211 Fax:60-7-599-6211

                                    Fax                     :  60-7-599-6211

作成日：2009/12/1

製造者：Hiroyuki Industries (M) Sdn.Bhd
マレーシア

株式会社株式会社株式会社株式会社ヒロユキヒロユキヒロユキヒロユキ
東京都板橋区前野町 ４-６３-５

TEL:03-3966-0917

FAX:03-3966-0774

当社が製造するPPバンド（マイバンド）は、

不 含 証 明 書不 含 証 明 書不 含 証 明 書不 含 証 明 書

　　　　　　〒174-0063

当社が製造するPPバンド（マイバンド）は、

フマルフマルフマルフマル酸酸酸酸ジメチルジメチルジメチルジメチル　　　　dimethyl fumarate dimethyl fumarate dimethyl fumarate dimethyl fumarate ((((DMFDMFDMFDMF））））

を、原料はもとより副資材にも使用していないことを証明いたします。
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作成日：2010/4/1

製造者：Hiroyuki Industries (M) Sdn.Bhd
マレーシア

株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 ヒ ロ ユ キヒ ロ ユ キヒ ロ ユ キヒ ロ ユ キ
東京都板橋区前野町 ４-６３-５

TEL:03-3966-0917

FAX:03-3966-0774

当社が製造するPPバンド（マイバンド）は、

不 含 証 明 書不 含 証 明 書不 含 証 明 書不 含 証 明 書

　　　　　　〒174-0063

HIROYUKI INDUSTREIS (MALAYSIA) SDN. BHD.
160, Jalan Murni, 12, Kawasan Perindustrian Murni

81400 Senai, Johor, Malaysia

Tel: (60)7-598 5211    Fax: (60)7-599 6211

HIROYUKI
®

(534694-P)

① PFOS/PFOAPFOS/PFOAPFOS/PFOAPFOS/PFOA
② ブチルフェノールブチルフェノールブチルフェノールブチルフェノール

を、原料はもとより副資材にも使用していないことを証明いたします。
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	無題



