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作成日：2007年 9月 3日
改訂日：2018年 8月16日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 ポリアミド樹脂　(MXナイロン　S7000シリーズ)
S7007

会社名 三菱ガス化学(株)
　住所 東京都千代田区丸の内2-5-2
　担当部門 芳香族化学品カンパニー
　担当者(作成者) 芳香族第一事業部
　電話番号 03-3283-4800
　FAX番号 03-3214-0938
　メールアドレス msdsac1@mgc.co.jp
　緊急連絡電話番号 新潟工場 025-259-3112
推奨用途(使用上の制限) 成形、その他加工用合成樹脂
整理番号 1-30-0511-2

2. 危険有害性の要約
GHS分類
　物理化学的危険性
　　爆発物 分類対象外
　　可燃性/引火性ガス 分類対象外
　　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 区分外
　　自己反応性化学品 分類対象外
　　自然発火性液体 分類対象外
　　自然発火性固体 区分外
　　自己発熱性化学品 区分外
　　水反応可燃性化学品 分類対象外
　　酸化性液体 分類対象外
　　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 分類できない
　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) 分類対象外
　　急性毒性(吸入:蒸気) 分類対象外
　　急性毒性(吸入:粉じん) 分類できない
　　急性毒性(吸入:ミスト) 分類対象外
　　皮膚腐食性/刺激性 分類できない
　　眼に対する重篤な
　　　　損傷性/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 分類できない
　　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(長期間) 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 （なし）
　注意喚起語 （なし）
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　危険有害性情報
･ （なし）

　注意書き
使用前に本安全データシート(SDS)に記載された全ての安全注意を読
み、理解するまで取り扱わないこと。

　　　[予防策]
･ （なし）

　　　[対応]
･ （なし）

　　　[保管]
･ （なし）

　　　[廃棄]
･ （なし）

3. 組成及び成分情報
化学物質･混合物の区別 化学物質（単一製品）
化学名又は一般名 ポリアミド樹脂　(MXナイロン)
別名 アジピン酸・イソフタル酸・m-キシレンジアミンの重縮合物
化学特性(化学式等) H-[NHCH2(C6H4)CH2NHCOC4H8CO]m-[NHCH2(C6H4)CH2NHCOC6H4CO]n-OH

CAS番号 28628-75-3
濃度又は濃度範囲(含有量) 99.5wt% 以上
官報公示整理番号

化審法: (7)-2478
安衛法: （既存物質）

TSCA登録 適用除外
EINECS番号 適用除外
DSL(NDSL)登録 適用除外
韓国ECL番号 有り（KE No.2011-3-4954）
フィリピン(PICCS)登録 適用除外
中国(IECSC)登録 有り（簡易申告）
台湾(TCSI)登録 有り

4. 応急措置
吸入した場合 通常は、人体への直接の影響はないが、粉じんなどを吸い込んだ場

合は、清浄な水で良くうがいをし、新鮮な空気を吸う。
溶融物からのガスを吸って、気分が悪くなった場合は、新鮮な空気
のある場所に移し、医師の手当てを受ける。

皮膚(又は髪)に付着した場合 溶融物の場合は、直ちに清浄な水で冷やす。皮膚上の固まった樹脂
を無理に剥がさずに医師の診断を受ける。

眼に入った場合 直ちに多量の水で15分間以上洗眼し、医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合 できるだけ吐き出し、異状を感じる場合は医師の手当てを受ける。
気分が悪い場合 新鮮な空気のある場所に移し、医師の手当てを受ける。

5. 火災時の措置
消火剤 注水、水噴霧、各種消火器等が使用可能。中でも注水が効果があ

る。
使ってはならない消火剤 特に制限はない。
特定の消火方法 一般の火災と同じ消火法を用いる。
消火を行う者の保護 消火作業は風上から行い、消火を行う人は保護具を着用する。

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

作業の際には必ず保護具を着用する。

環境に対する注意事項 河川等への排出は避けること。
封じ込め及び
　　　　浄化の方法･機材

火気を遠ざけて掃除機等で全量回収する。

二次災害の防止策 付近の着火源を取り除く。

7. 取扱い及び保管上の注意
取扱い
　技術的対策
　（局所排気･全体換気等）

局所排気装置等の設置。設備の接地による静電気の防止。
成形作業時、低分子量成分のばく露を避けるため発生源の密閉化、
又は局所排気装置の設置。
粉末状の樹脂は粉じん爆発のおそれがある。空気移送、バグフィル
ター、ホッパー等の設備は静電気除去のため接地を行う。
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　安全取扱い注意事項
　（接触回避を含む）

使用前に本安全データシート(SDS)に記載された全ての安全注意を読
み、理解するまで取り扱わないこと。
ペレット状のポリアミド樹脂は、常温では引火・爆発のおそれはな
いが、一旦 火災が発生すると火勢が拡大し消火活動が困難になる。
作業場の整理整頓に努め、火気をみだりに使用しない。
床上にこぼれたペレット等は、常に清掃して取除く。放置すると足
もとが滑って転倒を招く。
異物（酸、アルカリ、重金属、有機物、ゴミ等）の混入を避ける。
保護具を着用して取扱う。

　衛生対策 取扱い後は、手洗い、洗顔、うがいを十分におこなう。
保管
　安全な保管条件 火気・熱源に近づけない。吸水させない。

容器を密閉し、直射日光を避け乾燥した冷暗所で保管する。
　安全な容器包装材料 密閉できる容器又はサイロ等で保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置
設備対策 溶融物の取扱時は局所排気装置の設置。
管理濃度 設定されていない。
許容濃度 日本産業衛生学会、ACGIH共に設定されていないが、ポリアミド樹脂

の粉末に対しては次の値を採用するのが妥当と考える。
日産衛('17年版) : 総粉じん　8 mg/m3　、吸入性粉じん　2 mg/m3

ACGIH ('17年版) : 総粉じん　TWA　10 mg/m3　、呼吸性粉じん　3 mg/m3

保護具
　呼吸器用の保護具 簡易防塵マスク
　手の保護具 耐熱手袋
　眼の保護具 ゴーグル又はサイドシール付きの保護眼鏡
　皮膚及び身体の保護具 長袖の保護衣、安全帽、安全靴　等

9. 物理的及び化学的性質
外観(物理的状態、形状、色) 無色固体（ペレット状）
臭い (及び臭いの閾値) 無臭
pH 該当しない
融点/凝固点 約 229℃
沸点、初留点と沸騰範囲 該当しない
引火点 350℃以上
自然発火温度(発火点) 知見なし
燃焼又は爆発範囲の上限/下限 爆発範囲：知見なし
蒸気圧 該当しない
蒸気密度 該当しない
比重 (密度) 1.21
溶解性 水に不溶
n-オクタノール/水分配係数 (双方の溶媒に溶解しない)
分解温度 知見なし
その他のデータ

揮発性: なし
可燃性: 有り
酸化性: なし

自然発火性、水との反応性: なし
粉じん爆発性: 粉末状で取り扱う場合は、静電気対策など注意が必要である。

酸素指数: 28.6 *1)

10. 安定性及び反応性
反応性・安定性 通常の取扱い、保管条件では安定である。
危険有害反応可能性 特になし
避けるべき条件 ペレット中の水分は成形不良を引き起こすので、水分を避ける。
混触危険物質 水分、強酸化物
危険有害な分解生成物 知見なし

11. 有害性情報
急性毒性

経口ラットLD50 : >2500 mg/kg (雌)　*2)
皮膚腐食性/刺激性 知見なし
眼に対する重篤な損傷性
　　　　　　　 /眼刺激性

眼に粉じんが入った場合、物理的な刺激がある。

呼吸器感作性 知見なし
皮膚感作性 知見なし
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生殖細胞変異原性(変異原性) 区分外
エームス試験 : 陰性 *4)

染色体異常試験 : 陰性 *5)
発がん性 知見なし
生殖毒性 知見なし
特定標的臓器毒性(単回ばく露) 知見なし
特定標的臓器毒性(反復ばく露) （90日間反復混餌投与毒性試験結果）

無毒性量（NOAEL）ラット（雄）36 mg/kg/day、（雌）210
mg/kg/day *3)

吸引性呼吸器有害性 知見なし

12. 環境影響情報
生態毒性 知見なし
残留性/分解性 知見なし
生体蓄積性 知見なし
土壌中の移動性 知見なし
オゾン層への有害性 知見なし

（当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない）

13. 廃棄上の注意
残余廃棄物 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者

に業務委託すること。
焼却する場合は大気汚染防止法等の諸法令に適合した焼却設備・処
理・方法で行う。

汚染容器・包装 残留物、付着物を水で洗浄除去後、処分する。洗浄廃液は残余廃棄
物と同様の処理を行う。

14. 輸送上の注意
国際規制

国連分類　　　　　 : 非該当
国連番号　　　　　 : 非該当
海洋汚染物質　　　 : 非該当

国内規制
　陸上輸送 一般貨物として取り扱えるが、運搬に際しては容器に漏れのないこ

とを確かめ、転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防
止を確実に行う。

　海上輸送 取扱い及び保管上の注意の項の記載に定めるところに従う。
　航空輸送 取扱い及び保管上の注意の項の記載に定めるところに従う。
輸送の特定の安全対策
　　　　　　　　及び条件

空気輸送の場合は、静電気災害防止対策を行う。

緊急時応急措置指針番号 非該当

15. 適用法令
労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、化学物質排出把握管理促進
法、消防法、船舶安全法、航空法の適用はない。

16. その他の情報
文献

*1) 株式会社DJK 材料試験部　物性試験課　結果報告書（2017年10月19
日）

*2) SafePharm Laboratories, Acute Oral Toxicity in the Rat(2005年
/2138/00/R）

*3) (財)化学物質評価研究機構 90日間反復混餌投与毒性試験(2006年
/B20-0029)

*4) (財)化学物質評価研究機構 復帰突然変異試験 (2005年/K01-3292)
*5) (財)化学物質評価研究機構 染色体異常試験 (2006年/K06-1122)

記載内容の取扱い
　記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、
　物理化学的性質、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。
　注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、新たに用途・
　用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。
　また､GHS分類は国内の基準に従った分類であり、海外での基準に従った分類とは一部で異なる
　場合があります。


