
製品名　Monarch Plasmid Wash Buffer 1 (T1014)
会社名　ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社

作成年月日　2016年2月9日

製品の名称

  製品コード T1014

  住所

  電話番号

  緊急時の電話番号

  FAX番号

  メールアドレス

ＧＨＳ分類 分類実施日
物理化学的危険性 引火性液体 区分3

健康に対する有害性 急性毒性（経口） 区分4
区分2
区分2A

環境に対する有害性

ラベル要素 絵表示またはシンボル

注意喚起語 危険

危険有害性情報

注意書き 【安全対策】

【応急措置】

【貯蔵】

【廃棄】

【その他の危険有害性情報】

特になし

容器を密閉して換気の良いところで保管すること。

皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと／取り除くこと。皮
膚を流水／シャワーで洗うこと。多量の水と石鹸で洗うこと。皮膚刺激が生じた場合、医師
の診断／手当てを受けること。

飲み込んだ場合、口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に
外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合、医師の診断／
手当てを受けること。

熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。

容器を密閉しておくこと。

容器を接地すること／アースをとること。

防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

火災の場合、適切な消化方法をとること。

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業者に委託して廃棄する
こと。

飲み込むと有害

皮膚刺激

強い眼刺激

静電気放電に対する予防措置を講ずること。

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

呼吸器への刺激のおそれ

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。

取扱後は手をよく洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

Monarch Plasmid Wash Buffer 1

標的臓器／全身毒性（単回暴露）

皮膚腐食性／刺激性
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

区分3（気道刺激性）

引火性液体及び蒸気

会社名 ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社

〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-2-3 倉持ビル第2

ヒトや動物の治療や診断など）にはお使いいただけません。

推奨用途及び使用上の制限 研究用試薬としてのみお使いください。それ以外の目的（医薬用途、

03-5669-6196

tech.jp@neb.com

２．危険有害性の要約

2016年2月9日

水生環境有害性 区分外

製品安全データシート

１．化学物質等及び会社情報

03-5669-6195

03-5669-6191
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製品名　Monarch Plasmid Wash Buffer 1 (T1014)
会社名　ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社

作成年月日　2016年2月9日

混合物

化学名または一
般名

Guanidine

Hydrochloride(グアニ
ジン塩酸塩)

Isopropyl

Alcohol(イソプロ
ピルアルコール)

非公開成分

濃度 15-40% 15-40% -

分子量 95.53 60.1 -

化学特性（化学
式）

CH5N3·HCl C3H8O -

CAS番号 50-01-1 67-63-0 -

官報公示整理番
号(化審法)

該当なし (2)-207 -

官報公示整理番
号(安衛法)

該当なし 2-(8)-319 -

医師の診断、手当を受けること。

消火作業の際には必ず保護具を着用する。

取扱い 技術的対策 「8．暴露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

局所排気・全体換気

安全取扱い注意事項

適切な衛生対策

保管 保管条件

技術的対策、混触危険
物

特になし。

容器包装材料

Monarch Plasmid Wash Buffer 1

口をすすぐこと、無理に吐かせないこと。医師の診断、手当を受けること。　　

吸入した場合

火気厳禁とし、通気換気をよくし、ウエス、雑巾、土砂等に吸着させて空容器に回収し、そ
の後、多量の水を用いて洗い流す。作業の際には必ず保護具を着用し、風下で作業をし
ない。

４．応急措置

燃焼や高温により分解し、有毒なヒュームを発生する恐れがあるので注意する。

漏出した製品が河川等に排出されて環境へ影響を及ぼさないよう注意する。汚染された排
水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する｡

吸い込む、眼、皮膚及び衣類に触れる等がないように、適切な保護具を着用して、人体と
の接触を避ける。

容器を転倒させる、落下させる、衝撃を加える、または引きずる等の粗暴な扱いをしない。

「8．暴露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行なう。

使用後は容器を密閉する。

ポリエチレン、ポリプロピレン

被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。　

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は
外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。医師の診断、手当を受
けること。

飲み込んだ場合

漏出した液は、ウエス、雑巾で出来るだけ回収し、こぼした所を完全に拭きとる。

皮膚に付着した場合

封じ込め及び浄化方法・機材

小火災：水（噴霧）、粉末消化剤、二酸化炭素

大火災：水（噴霧）、耐アルコール泡

火災時の特有の危険有害性

直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、取り除くこと。多量の水で洗い流す。炎症を生じ
た時は医師の診断、手当てを受けること。

３．組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分

６．漏出時の措置

目に入った場合

消火剤

環境に対する注意事項

人体に対する注意事項、保護具および
緊急措置

５．火災時の措置

特有の消火方法
火元の燃焼源を断ち、消火剤を用いて消火する。移動可能であれば容器を速やかに安全
な場所に移す。危険でなければ火災区域から容器を移動する。　消火後も、大量の水を用
いて十分に容器を冷却する。

消火を行う者の保護

７．取扱い及び保管上の注意

漏れ、溢れ、飛散などしないようにする。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。

-20℃にて保管する。
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製品名　Monarch Plasmid Wash Buffer 1 (T1014)
会社名　ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社

作成年月日　2016年2月9日

許容濃度、管理濃度（職業ばく露限界値）

作業環境評価基

ACGIH（TLV）

日本産業衛生学会

保護具 呼吸器の保護具 保護マスク

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

長袖作業衣

製品および成分の物理化学的性質

データなし。

日光、熱

急性毒性（経口）

以下にイソプロパノール原体の情報を示す。

引火点 15℃

引火点が15℃、沸点が82℃であるため、区分2として分類される。ただし混合物としては区
分3に分類される。

混合物は液体である。GHS分類は「分類対象外」である。

データがない。GHS分類は「分類できない」である。

形状、色

沸点 82℃

エアゾール製品でない。GHS分類は「分類対象外」である。

GHSの定義における液体である。GHS分類は「分類対象外」である。

GHSの定義における液体である。GHS分類は「分類対象外」である。

溶解度 0-100%（水、20℃）

蒸気圧 43 hPa（20℃）

以下にイソプロパノール原体の情報を示す。

強酸化剤、強アルカリ

火災時の燃焼により、一酸化炭素、二酸化炭素などの有害ガスが発生する。

爆発性に関する原子団を含まない。GHS分類は「分類対象外」である。

GHSの定義における液体である。GHS分類は「分類対象外」である。

臭い

pH

無色透明の液体

刺激臭

pH 5-8

データがない。GHS分類は「分類できない」である。

混合物は液体である。GHS分類は「分類対象外」である。

含有液体成分は-O-O-構造を含まない有機化合物である。GHS分類は「分類対象外」であ
る。

データがない。GHS分類は「分類できない」である。

混合物は液体である。GHS分類は「分類対象外」である。

データなし。

ihl-rat LC50:16000 ppm/8H、orl-rat LD50:5045 mg/kg

液体状の物質に適した試験方法が確立していない。GHS分類は「分類できない」である。

含有される液体成分に金属または半金属は含まれない。GHS分類は「区分外」である。

含有される液体成分は常温の空気と接触しても自然発火しない。GHS分類は「区分外」で
ある。

高圧ガス

酸化性液体

酸化性固体

有機過酸化物

金属腐食性物質

設定されていない。

自己反応性物質および混合物

反応性

１０．安定性及び反応性

設定されていない。

火薬類

８．ばく露防止及び保護措置

危険有害反応可能性
強酸化剤と反応し、火災や爆発の危険性をもたらす。高温においてアルミニウムを腐食す
る。

蒸気やミストが発生する場合は、発生源を密閉し、局所排気装置を設置する。

９．物理的及び化学的性質

設備対策

自然発火性液体

可燃性／引火性ガス

引火性液体

可燃性固体

可燃性／引火性エアゾール

水と接触して可燃性／引火性ガスを発生
する物質および混合物

支燃性／酸化性ガス類

自然発火性固体

自己発熱性物質および混合物

避けるべき条件

通常の条件においては、安定である安定性

混触危険物質

危険有害な分解生成物

１１．有害性情報
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製品名　Monarch Plasmid Wash Buffer 1 (T1014)
会社名　ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社

作成年月日　2016年2月9日

急性毒性（経皮）

急性毒性（吸入：
蒸気）

急性毒性（吸入：
ミスト）

皮膚刺激性/腐
蝕性

眼刺激性/腐蝕

皮膚感作性

生殖細胞変異原
性

発がん性

生殖毒性

標的臓器毒性
（単回暴露）

標的臓器毒性
（反復暴露）

生態毒性
水生生物への急性影
響

国際規制 　 　

国内規制

特になし

以下にイソプロパノール原体の情報を示す。

UN No.： 1993 Proper Shipping Name： Flammable liquid, n.o.s. (isopropanol

solution)

Class： 3 Packing Group： III

道路交通法、消防法に従うこと。

船舶安全法の規定に従うこと。

航空法に従うこと。

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、漏れのないように積み込み、荷崩れの防
止を確実に行う。

グループ3、A4 に分類されている。ARC グループ3（ヒトに対する発がん性については分類できない）

ラットでの飲水投与による２世代繁殖試験では、繁殖能及び出生仔の発育に影響なかった。一方、ラ
ットでの発育毒性・催奇形性試験では、催奇形性はなかったが、親動物に体重増加の低下、麻酔作用
等の毒性を示した用量で、妊娠率の低下、吸収胚の増加、胎児死亡の増加等の生殖毒性が認められた。

ラットでの吸入ばく露による活動性の低下があるとの記述、及びヒトでの経口摂取による急性中毒で
は消火管への刺激性が認められている。 ヒトで鼻、喉への刺激性が認められており、気道刺激性がある。

skn-rbt 500 mg MLD。ヒトでのボランティア及びアルコール中毒患者の治療のため皮膚適用した試験では刺激性
を示さない。

eye-rbt 10 mg MOD。

　

skn-rbt LD50:12800 mg/kg

GHSの定義における液体である。

情報なし

モルモットでのビューラー法による皮膚感作性試験では陰性であった。皮膚炎発症例で2-propanol
のパッチテスト陽性例には、低分子の1級又は2級アルコール、プロピレンオキサイドにも陽性を示し
ており、2－プロパノールが原因物質か否か明確でない。

in vivoでのマウス骨髄細胞を用いた小核試験で陰性である。

情報なし

魚類 ヒメダカ LC50＞100 mg/L/96H

難水溶性でなく（水溶解度=1.00×10
6　mg/L）、急性毒性が低い。

情報なし

残留性・分解性

１２．環境影響情報

情報なし

　　　海上規制情報

汚染容器及び包装 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

情報なしオゾン層への有害性

土壌中の移動度

他の有害影響

情報なし

生体蓄積性

　　　航空規制情報

１４．輸送上の注意

　　　海上規制情報

１３．廃棄上の注意

残余廃棄物
廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。都道府県知事などの許
可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合に
はそこに委託して処理する。

　　　航空規制情報

   　 　陸上規制情報

Class： 3 Packing Group： III

UN No.： 1993 Proper Shipping Name： Flammable liquid, n.o.s. (isopropanol

solution)

特別安全対策

緊急時応急措置指針番号

4 / 5 ページ



製品名　Monarch Plasmid Wash Buffer 1 (T1014)
会社名　ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社

作成年月日　2016年2月9日

毒物および劇物取締法 非該当

労働安全衛生法

化学物質管理促進法 非該当

消防法 非該当

航空法

船舶安全法

GHS モデルMSDS 情報

 

改訂履歴 2016年2月9日作成

記載内容の問合せ先 ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社　テクニカルサポート部

GHS分類結果データベース

原料試薬供給先から提供されたMSDS 等

安衛法化学物質 化学工業日報社

参考文献、URL:

ezCRIC WEB 日本ケミカルデータベース株式会社、法令データベース

化学物質管理促進法PRTR･MSDS対象物質全データ 化学工業日報社

CERI・NITE有害性評価書

化学大辞典 化学大辞典

JIS ハンドブック 日本規格協会

環境省リスク評価 環境省環境リスク評価室 「化学物質の環境リスク評価」

日本産業衛生学会 日本産業衛生学会「許容濃度の勧告」

航空危険物安全輸送協会

化学大辞典

JIS ハンドブック 日本規格協会

安衛法化学物質 化学工業日報社

(独)製品評価技術基盤機構：「化学物質の初期リスク評価書」

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法弟57条の2、令第18条の2別表9）、名称等を
表示すべき有害物（施行令第18条）、危険物・引火性の物（令別表第1第4号）、第2種有機
溶剤等（令別表第6の2）

引火性液体（則第194条危険物告示別表第1）

本データシートは作成年月日での製品情報を記載しておりますが、すべての情報を網羅しているものではありません。新たな情報を
入手した場合には追加又は訂正されることがあります。記載されている内容は、安全な取扱いを確保するための情報であり、いかな
る保証をなすものではありません。特殊な条件下で使用するときは、その使用状況に応じた安全対策が必要となります。

１５．適用法令

１６．その他の情報

引火性液体類（則第2,3条危険物告示別表第1）

nite (独立行政法人　製品評価技術基盤機構)　HP

中央労働災害防止協会安全衛生情報センターHP

HP

化学大辞典
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