
取扱説明書

豊かなイメージをカタチにする

ハイ - キャストシリーズ
NET  （A 液）0.5kg

（B 液）0.5kg

ホビーや美術・工芸品の創作と複製
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この度は「ハイ−キャスト　クリア」をお買い上げいただき、まこ
とにありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、
使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みになっ
た後もいつでも見られるように大切に保管してください。

お願い

本製品がお客様の用途に適しているかどうか、強度・性状等を充分
にご検討のうえ、お客様の責任でお決めいただくよう、お願いいた
します。また、本製品の詳細な用途やその使用条件等は、弊社が管
理できる範囲外のため、使用結果あるいは第三者の著作権や特許権
等への抵触についての責任は負いかねます。

警　告 有害性あり 引火性あり
1.	本製品は引火
性の液体です。

2.	有機溶剤中毒
の恐れがあり
ます。

3.	健康に有害な
成分を含有し
ています。

危険物　第四類第二石油類　危険等級Ⅲ　火気厳禁



3

全般的なご注意

「ハイ−キャスト　クリア」には、芳香族炭化水素化合物および4,4'
−ジフェニルメタンジイソシアネートが含まれています。これらは
引火性が強く、また有害性が高いので、取扱いには本書に記載され
た「安全上の注意」を厳守し、細心の注意を払ってください。
品質管理には万全を期しておりますが、万一原料中に異物が混入し
ていたり、原料が固化している場合には、ご購入された販売店もし
くは弊社までご連絡ください。

安全上の注意

＊ご使用の前に必ずお読みください。

絵表示について

この「安全上の注意」では、使用者が製品を安全に使用できるよう
に、誤った取扱いによって生じる事柄を絵表示によって区分してい
ます。いずれも重要な内容ですので厳守してください。

　　　　　危険：取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う
内容を示しています。

　　　　　警告：取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う
可能性が高い内容を示しています。

　　　　　注意：取扱いを誤った場合、人がケガをしたり、物的損
傷が発生する内容を示しています。

絵表示の例　  

　　　　　禁止行為を告げるマークです。マークのそばに具体的な
禁止内容が明記されています。

　　　　　使用者の行為に注意を呼びかけるマークです。マークの
そばに具体的な注意内容が明記されています。

　　　　　使用者に特定の行為を指示したり、強制するマークです。
マークのそばに具体的な指示・強制内容が明記されてい
ます。
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警　告

禁止

一般的な注型剤としての用途以外には使用しないでください。	

禁止

他の容器には、絶対に移し替えないでください。誤飲事故の原因
になります。

混入禁止

指定された着色剤・塗料以外の薬品類とは絶対に混合しないでく
ださい。化学反応を起こし、大変危険です。

火気禁止

空き缶および原料は、絶対に火に投入したり、高温の場所に放置し
たりしないでください。火災の原因になります。

使用場所禁止

火気のある場所（ストーブの近く等）、または高温の場所では絶対
に使用しないでください。（「ハイ−キャスト　クリア」の引火点は、
35℃です。）火災の原因になります。

吸入禁止

使用中に発生する蒸気は、吸い込まないでください。また、必要
に応じて有機ガス用防毒マスク、または送気マスクを着用してくだ
さい。

吸入禁止

成形物を削ったり、切断する場合にも溶剤の揮散（きさん）が起こ
りますので、その際も蒸気や粉末を吸い込まないようにしてくださ
い。

接触禁止

使用中は、溶剤が皮膚に触れないようにしてください。また、接触
防止のため、保護眼鏡、保護手袋および前掛け等を着用してくだ
さい。

注意

容器は常に丁寧に扱い、内容物をこぼさないようにしてください。

注意

使用後は、必ず手洗いおよびウガイを充分に行ってください。	

お読みください

本書の「注型の基本テクニック」をよく読んで、正しくお使いくださ
い。

お読みください

本書に掲載の「安全データシート（A液、B液）」を必ずお読みくだ
さい。

強制

蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気のきれい
な場所で安静にし、大量に吸入した場合は、医師の診察を受けてく
ださい。

強制

誤って飲み込んだ場合は、早急に医師の診察を受けてください。

強制

目に入った場合は、ただちに流水で15分間以上洗った後、必ず眼
科医の診察を受けてください。

消火指示

火災時には、炭酸ガスや泡消火剤、または粉末消火器を用いて消
火してください。
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注　意

禁止

閉め切った場所では、使用しないでください。使用の際は、充分に
換気のできる場所を選び、換気に注意しながら作業してください。

禁止

アレルギー体質や特異体質の方は、使用しないでください。皮膚
がかぶれる原因になります。

禁止

本製品は硬化する際に発熱しますので、充分に冷えるまで成形物
には手を触れないでください。火傷の原因になります。

禁止

容器は、転倒しやすい場所や落下しやすい場所に保管しないでく
ださい。

禁止

原料が白濁したり、固化している場合は、使用しないでください。
そのまま使用すると、硬化しなかったり、複製品の表面に異常が出
ることがあります。

水分混入禁止

A液、B液ともに、容器には水を混入しないでください。また、容
器を開けたまま放置しないでください。水分の混入により、使用
時に気泡が多く発生し、複製品に異常が出る場合があります。

注意

製品は、光や熱により黄色く変色することがあります。

保管注意

容器は必ず密閉し、直射日光の当たらない乾燥した冷暗所に保管
してください。

保管注意

お子様の手の届かないところに保管してください。

廃棄注意

容器は、中身を完全に使いきり、穴を開けてから廃棄してください。

廃棄注意

原料を廃棄する際は、A液とB液を混合し、硬化させ、充分冷えた
ことを確認してから廃棄するようにしてください。

廃棄注意

空き缶および成形物の廃棄は、各地方自治体の廃棄物処理方法に
従ってください。

強制

皮膚や衣類に付着した場合は、汚染された衣類をただちに脱ぎ、
石鹸水で完全に洗い流してください。また、必要に応じて医師の
診察を受けてください。
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注型の基本テクニック

①	シリコーンゴム型を温める。

収縮や気泡の少ないきれいな製品を作るためゴム型をドライヤー等であ
らかじめ乾燥・加温してください。

②	「ハイ−キャスト」Ａ液、Ｂ液を計量する。

Ａ液とＢ液の混合比率は、重量比で１：１です。はかりに紙コップ等の
適当な容器をのせ、まずＡ液を必要量だけ取ります。次に、別の紙コッ
プを用意し、Ａ液と同量のＢ液を取ります。

※はかりは、なるべく正確なものを使用してください。最小目盛り５ｇ以
下のはかりをおすすめします。

※スチロール製のコップは、原液中の溶剤により、溶けることがあります
ので使用しないでください。

③	均一に攪
かく

拌
はん

し、混合する。

Ａ液、Ｂ液を正確に計量した後、Ｂ液にＡ液を加えて、金属のヘラやガ
ラス棒等でよく混ぜてください。

※木の棒を使用すると、水分の影響で複製品に気泡が発生する場合があり
ます。



7

※ 「ハイ−キャスト」は、混合してから約 90 秒（液温が 25℃の場合）で
硬化が始まりますので、混合は 10 〜 20 秒程度とし、すみやかに注入作
業に移ってください。

④	シリコーンゴム型に注入する。

充分に混合した後、シリコーンゴム等で作られた型に、空気が入らない
ように静かに流しこみます。約90秒（液温が25℃の場合）で硬化し
始めます。

※ゴム型の温度や原料の液温が低い場合、または複製品が小さい場合には、
硬化するまでに、さらに時間がかかることがあります。

⑤	複製品を取り出す。

「ハイ−キャスト」は、硬化してから20〜 30分で型からの取り出し
が可能です。

※型から取り出す時は、複製品が充分に冷えているかどうかを確認してく
ださい。熱いうちに取り出しますと、変形することがあります。

A液

B液
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安全データシート

製品名　ハイ - キャスト		A		クリア

1.	 化学物質等及び会社情報
製品名　　：ハイ - キャスト	Aクリア	
会社名　　：エッチ・アンド・ケー株式会社
住所　　　：東京都台東区柳橋2-19-6
担当部門　：千葉工場　研究開発部
電話番号　：0478-72-2231　FAX番号：0478-72-2619
緊急連絡先：担当部門に同じ
整理番号　：WI-19- ハイ - キャストAクリア

2.	 危険有害性の要約	（下記の危険性有害性は、分類対象外、分類できない、区分外は記載し
ていません。）

GHS分類：
引火性液体 区分3
急性毒性（経口） 区分5
皮膚腐食性・刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2A
生殖毒性 区分1B
特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）
（呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓） 区分1
特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）
（呼吸器、神経系） 区分1
吸引性呼吸器有害性 区分2
水生環境	急性有害性 区分2
水生環境	慢性有害性 区分2

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：		引火性液体及び蒸気	

飲み込むと有害のおそれ（経口）	
皮膚刺激	
強い眼刺激	
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ	
呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓の障害	眠気及びめまいのおそれ	
長期又は反復ばく露による呼吸器、神経系の障害	飲み込み、気道に侵入する
と有害のおそれ	
水生生物に毒性	 	長期的影響により水生生物に毒性

注意書き：
【予防策】　		すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。	

使用前に取扱説明書を入手すること。	
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。	
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。	防爆型の電気
機器、換気装置、照明機器を使用すること。	
静電気放電や火花による引火を防止すること。	
個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。	
保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。	

作成日2015/03/04
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屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。	
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。	
	取扱い後はよく手を洗うこと。	環境への放出を避けること。

【対応】　　		火災の場合には適切な消火方法をとること。	
吸入した場合：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。
飲み込んだ場合：無理して吐かせないこと。	
眼に入った場合：水で数分間、注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せ
る場合には外して洗うこと。	
皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。	
皮膚（又は毛髪）に付着した場合：直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り
除くこと。	汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。	
ばく露又はその懸念がある場合：医師の診断、手当てを受けること。	漏出物は回収
すること。

【保管】　　		容器を密閉して涼しく換気の良いところで保管すること。
【廃棄】　　		内容物や容器を、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。

3.	 組成、成分情報
　単一製品・混合物の区別：混合物
　化学名　　　　　　　　：多価アルコール類
　成分及び含有量　　　　：
　　主成分
　　　ポリエーテルポリオール〔脂肪族多価アルコール（C1-20）･アルキレンオキサイド（C2-4）〕
　　　　含有量　　　　　　68%
　　　　構造式　　　　　　−
　　　　化審法番号　　　　7-758
　　　　CAS	番号　　　　−
　　　　キシレン
　　　　含有量　　　　　　32%
　　　　構造式　　　　　　C6H4（CH3）2
　　　　化審法番号　　　　3-3
　　　　CAS	番号　　　　1330-20-7（異性体混合物）
　　　　通知物質　　　　　P1　労

　含有量：代表値を記載しています。実際の含有量として特定するものではありません。
　通知物質：		P1：第一種指定化学物質　P2：第二種指定化学物質（化学物質管理促進法第2

条第2項および第3項に規定している化学物質）: 労：通知対象物質（労働安全衛
生法第57条の2第1項における政令で定めるもの）

4.	 応急措置
　皮膚に着いた場合：水と石鹸で完全に洗い流す。汚れた衣類と履物を脱ぐ。
　目に入った場合　：流水で15分以上洗眼し医師の診察を受ける。
　吸入した場合　　：被災者をただちに空気の新鮮な場所に移動させる。
　　　　　　　　　　		呼吸が止まっている場合は、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で人工

呼吸を行なう。
　　　　　　　　　　		体を毛布などで覆い、保温して安静を保つ。
　　　　　　　　　　		ただちに医療処置を受ける。
　飲み込んだ場合　：揮発性なので吐き出させるとかえって危険が増す。
　　　　　　　　　　		速やかに医師の診察を受ける。
　　　　　　　　　　		水でよく口の中を洗わせてもよい。
　　　　　　　　　　		意識がない被災者には口から何も与えてはならない。

5.	 火災時の措置
　消火剤　　　　　　：粉末ドライケミカル、二酸化炭素、泡消火剤、大量の噴霧水
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　特定の消火方法　　：		初期の火災には、粉末ドライケミカル、二酸化炭素などを用いる。
　　　　　　　　　　　		大規模火災の場合、泡消火剤などを用いて空気を遮断することが有効

である。
　　　　　　　　　　　		棒状水の使用は火災を拡大し危険な場合がある。
　消火を行う者の保護：		消火活動の際は、その蒸気や分解ガス（NOx）に対する防護のため、自

給式呼吸用具を装着しなければならない。

6.	 漏出時の措置
　人体に対する注意事項：		作業の際には必ず保護具を着用し、蒸気の吸入や皮膚への接触を防

止する。
　　　　　　　　　　　　		火気の使用禁止等に注意する。
　　　　　　　　　　　　		付近の着火源となるものを速やかに取り除く。
　環境に対する注意事項：		大量にこぼれた場合は、部外者の立入り禁止、土砂で囲うなどして排

水溝等への流入を防止し拡散防止に努める。
　除去方法　　　　　　：		砂、土、おがくず等に吸着させ除去したのち、こぼれた場所を充分に

水洗する。

7.	 取扱い及び保管上の注意
　（消防法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法等の関係法規に準拠して作業する。）
　取扱い：		取扱い作業場所には局所排気装置を設ける。
　　　　　		保護眼鏡、保護手袋等の保護具を着用し、直接の接触を防ぐ。
　　　　　		必要に応じて防毒マスク、ホースマスク等の呼吸用保護具を着用する。
　　　　　		容器は丁寧に取扱い、内容物をこぼさないようにする。
　　　　　		取扱い後は手洗いおよびうがいを充分に行う。
　　　　　		取扱い場所は禁煙とし、裸火、高温の発熱体の使用は禁止とする。
　保管　：容器を密閉し、直射日光を避け乾燥した冷暗所に貯蔵する。
　　　　　		容器を開封した後は窒素ガスまたは乾燥空気を吹き込んで置換し密閉する。
　　　　　		保管場所は火気禁止とする。

8.	 暴露防止及び保護措置
　設備対策　　　　　　：		取り扱う設備は密閉式の構造とし、床材は不浸透性の材料とする。
　　　　　　　　　　　　		屋内の取扱い場所には、局所廃棄装置の設置が好ましい。
　　　　　　　　　　　　		取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。
　　　　　　　　　　　　		取扱い場所の近くには高温、発火源となるものが置かれないような

設備とすること。
　保護具
　　呼吸器用の保護具　　：有機ガス用防毒マスク
　　手の保護具　　　　　：耐溶剤性の手袋
　　目の保護具　　　　　：側板付きの普通眼鏡型又はゴーグル型保護眼鏡
　　皮膚及び身体の保護具：作業衣、安全靴

　キシレン
　　管理濃度　　　　　　　　　　　　　　　　50	ppm
　　許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）：
　　　　　　　日本産業衛生学会（2005年版）		50	ppm		217mg/m3
　　　　　　　ACGIH（2005年版）　　　　　	TLV-TWA　100	ppm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	TLV-STEL	150	ppm
　　設備対策　　		屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、防爆使用の装置または局所排

気装置を設置する。

9.	 物理的及び化学的性質
　外観　　：淡紫色透明液体
　臭気　　：芳香臭
　粘度　　：40	mPa･s（25℃）
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　pH　　　：−
　融点 /凝固点	：−
　沸点、初留点と沸点配意：約140℃
　引火点　：35℃
　発火点　：430℃以上
　燃焼又は爆発範囲　下限、上限：−
　蒸気圧　：−
　比重　　：0.99（25℃）
　溶解性　：アルコール類、芳香族炭化水素類、塩素炭化水素類、ケトン類等に可溶
　オクタノール /水分配係数：−
　分解温度：−

10.	 安定性及び反応性
　安定性　：通常の条件下では安定
　反応性　：イソシアネート類と反応

11.	 有害性情報	（下記の有害性は、知見がなく分類できないと評価した項目は記載していませ
ん。）

ポリエーテルポリオール
　急性毒性　　：経口　LD50　　>10000	mg/kg（ラット）
　　　　　　：経皮　LD50　　>30000	mg/kg（ウサギ）
　腐食 /刺激性：皮膚　軽度の刺激性
　　　　　　　：眼　　軽度の刺激性
　発がん性　　：分類　設定なし
キシレン
　急性毒性　　：飲み込むと有害
　　　　　　　：経口	ラット	LD50	3500mg/kg	
　　　　　　　：経皮	ウサギ	LD50	>4350mg/kg	
　　　　　　　：吸入（蒸気）	ラット	LD50	29.08mg/L/4 時間
　皮膚腐食性・毒性：		ウサギを用いた皮膚刺激性試験で、「中等度の刺激性」の結果がある。
　眼に対する重篤な損傷・眼刺激性：		ウサギを用いた眼刺激性試験で、「中等度（moderate）	の

刺激性」の結果がある。
　呼吸器感作性又は皮膚感作性：データなし
　生殖細胞変異原生：		ヒト経世代疫学で陰性、経世代変異原性試験なし。生殖細胞 in vivo 変異

原性試験なし。体細胞 in vivo 変異原性試験（小核試験・染色体試験）で
陰性であり、生殖細胞 in vivo 遺伝毒性試験なし。　

　発がん性：ACGIH	で A4、IARCでグループ	3に分類されている。
　生殖毒性：		マウスの発生毒性試験で親動物に一般毒性がみられない用量で、胎児に体重減少、

水頭症がみられている。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。
特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）
　：		ヒトについては、「喉の刺激性、重度の肺うっ血、肺胞出血及び肺浮腫、肝臓の腫大を伴ううっ
血及び小葉中心性の肝細胞の空胞化、点状出血と腫大及びニッスル	小体の消失を伴う神経
細胞の損傷、四肢のチアノーゼ、一過性の血清トランスアミナーゼ活性の上昇、血中尿素の
増加、内在性クレアチニンの尿中クリアランス	低下、肝臓障害及び重度の腎障害、記憶喪失、
昏睡」、「肺のうっ血、浮腫、巣状肺胞出血」等の記述がある。	実験動物については、「深い麻
酔作用」等の記述がある。分類は区分1（呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓）、区分3（麻酔作用）

　　呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓の障害（区分1）	眠気及びめまいのおそれ（区分3）
　特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）
　：		ヒトについては、「眼や鼻への刺激性、喉の渇き」、「慢性頭痛、胸部痛、脳波の異常、呼吸困難、
手のチアノーゼ、発熱、白血球数減少、不快感、肺機能低下、労働能力の低下、身体障害及び
精神障害」等の記述がある。

　　分類は区分1（呼吸器、神経系）。長期又は反復ばく露による呼吸器、神経系の障害（区分1）
　吸引性呼吸器有害性
　：		：o- キシレン、m- キシレン、p- キシレンの ICSCより、「液体を飲み込むと、誤嚥により化
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学性肺炎を起こす危険がある。」の記述がある。（区分2）
　　飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ（区分2）

12.	 環境影響情報
　漏洩時、廃棄などの際に、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。
　ポリエーテルポリオール
　　水生環境急性有害性：知見なし
　キシレン
　　水生環境急性有害性：ニジマス	LC50	3.3mg/L/96H	水生生物に毒性（区分2）
　　水生環境慢性有害性：		急性毒性（区分2）、生物蓄積性が低いと推定されるものの、急速分解

性がないことから、区分2とした。長期的影響により水生生物に毒
性（区分2）

13.	 廃棄上の注意	（国の法規および地方自治体の条例等に従う。）
　原料　：適切な設備で焼却処分する。
　　　　　産業廃棄物処理業者に処分を委託する。
　　　　　Ｂ液と反応させ、固形物として廃棄処理する。
　空容器：産業廃棄物処理業者に処分を委託する。

14.	 輸送上の注意
　：	輸送前に容器の栓が確実に施され漏れがないこと、及び該当法規に定める所定の表示がさ
れている事を確認し、容器の損傷が内容に積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

　「7. 取扱い及び保管上の注意」の項による。
　国連分類：クラス3
　国連番号：1866
　消防法　：危険物　第4類第2石油類　危険等級Ⅲ

15.	 適用法令
　消防法　　　　　　：危険物　第4類第2石油類　危険等級Ⅲ
　労働安全衛生法　　：特定化学物質　　該当せず
　　　　　　　　　　　有機溶剤　　　　第2種有機溶剤
　　　　　　　　　　　危険物　　　　　引火性液体
　　　　　　　　　　　表示物質　　　　キシレン
　　　　　　　　　　　通知物質　　　　キシレン、エチルベンゼン
　毒物劇物取締法　　：該当せず
　化学物質管理促進法：第1種指定化学物質
　　　　　　　　　　　　キシレン　						18%
　　　　　　　　　　　　エチルベンゼン		14%

16.	 その他の情報
　①引用文献：原料メーカー「安全データシート」
　　　　　　　ウレタン原料工業会「ポリウレタン原料について - 安全取扱の手引き -（2014）」
　　　　　　　キシレン・エチルベンゼンについては、日本芳香族工業会のMSDS
　②		本データシートは、化学製品の工業的な一般的取扱いに際しての安全な取扱いについて最
新の情報を集めたものでありますが、情報の正確さ、完全性を保証するものではありません。

　③		本データシートは、保証値ではありません。
　④		新たな情報を入手した場合は、追加又は訂正される事があります。
　⑤		化学製品に他の化学物質を混合したり、特殊な条件で使用する場合には、新たに用途・用法
に適した安全対策を講じた上で実施するようお願いします。

　⑥		危険・有害性の評価は必ずしも万全ではなく、またすべての化学製品には未知の有害性が
あり得るため、取扱いには充分注意してください。
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安全データシート

製品名　ハイ - キャスト		B		クリア

1.	 化学物質等及び会社情報
　製品名　　：ハイ - キャスト	Bクリア	
　会社名　　：エッチ・アンド・ケー株式会社
　住所　　　：東京都台東区柳橋2-19-6
　担当部門　：千葉工場　研究開発部
　電話番号　：0478-72-2231　FAX番号：0478-72-2619
　整理番号　：WI-19- ハイ - キャスト	Bクリア

2.	 危険有害性の要約（下記の危険性有害性は、分類対象外、分類できない、区分外は記載し
ていません。）

　GHS分類：
引火性液体 区分3
急性毒性（経口） 区分5
皮膚腐食性・刺激性 区分2
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分2A
生殖毒性 区分1B
特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）
（呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓） 区分1
特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）
（呼吸器、神経系） 区分1
吸引性呼吸器有害性 区分2
水生環境	急性有害性 区分2
水生環境	慢性有害性 区分2

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：		引火性液体及び蒸気	

飲み込むと有害のおそれ（経口）	
皮膚刺激	
強い眼刺激	
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ	
呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓の障害	眠気及びめまいのおそれ	
長期又は反復ばく露による呼吸器、神経系の障害	飲み込み、気道に侵入する
と有害のおそれ	
水生生物に毒性	 	長期的影響により水生生物に毒性

注意書き：
【予防策】　		すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。	

使用前に取扱説明書を入手すること。	
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。	
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。防爆型の電気
機器、換気装置、照明機器を使用すること。	
静電気放電や火花による引火を防止すること。	
個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。	
保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。	
屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。	

作成日2015/03/04
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ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。	
取扱い後はよく手を洗うこと。	環境への放出を避けること。

【対応】　　		火災の場合には適切な消火方法をとること。	
吸入した場合：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。
飲み込んだ場合：無理して吐かせないこと。	
眼に入った場合：水で数分間、注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せ
る場合には外して洗うこと。	
皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。	
皮膚（又は毛髪）に付着した場合：直ちに、すべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り
除くこと。	汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。	
ばく露又はその懸念がある場合：医師の診断、手当てを受けること。	漏出物は回収
すること。

【保管】　　		容器を密閉して涼しく換気の良いところで保管すること。
【廃棄】　　		内容物や容器を、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。

3.	 組成、成分情報
　単一製品・混合物の区別：混合物
　化学名　　　　　　　　：ポリイソシアネート類
　成分及び含有量　　　　：
　　主成分
　　　4,4'- ジフェニルメタンジイソシアネート
　　　　含有量　　　　　　60%
　　　　化審法番号　　　　4-118
　　　　CAS番号　　　　	101-68-8
　　　　通知物質　　　　　P2
　　　ジフェニルメタンジイソシアネート変性体
　　　　含有量　　　　　　30%
　　　　化審法番号　　　　−
　　　キシレン
　　　　含有量　　　　　　10%
　　　　構造式　　　　　　C6H4（CH3）2
　　　　化審法番号　　　　3-3
　　　　CAS	番号　　　　1330-20-7（異性体混合物）
　　　　通知物質　　　　　P1　労

　含有量：代表値を記載しています。実際の含有量として特定するものではありません。
　通知物質：		P1：第一種指定化学物質　P2：第二種指定化学物質（化学物質管理促進法第2

条第2項および第3項に規定している化学物質）: 労：通知対象物質（労働安全衛
生法第57条の2第1項における政令で定めるもの）

4.	 応急措置
　皮膚に付いた場合　：		多量の水と石鹸で完全に洗い流す。	

汚れた衣類と履物を脱ぐ。	
外観に変化がみられたり痛みが続く場合は、速やかに医師の診察を受
ける。

　目に入った場合　　：流水で15分以上洗眼し医師の診察を受ける。
　吸入した場合　　　：		被災者をただちに空気の新鮮な場所に移動させる。	

呼吸が止まっている場合は、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で人
工呼吸を行なう。	
体を毛布などで覆い、保温して安静を保つ。	
ただちに医療処置を受ける。

　飲み込んだ場合　　：		揮発性なので吐き出させるとかえって危険が増す。	
速やかに医師の診察を受ける。	
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水でよく口の中を洗わせてもよい。	
意識がない被災者には口から何も与えてはならない。

5.	 火災時の措置
　消火剤　　　　　　：粉末ドライケミカル、二酸化炭素、泡消火剤、大量の噴霧水
特定の消火方法　　：初期の火災には、粉末ドライケミカルを用いる。
大規模火災の場合、泡消火剤などを用いて空気を遮断することが有効である。
棒状水の使用は火災を拡大し危険な場合がある。
消火を行う者の保護：消火活動の際は、イソシアネート蒸気などを発生する危険があるの
で、作業者は自給式呼吸器など各種保護具を完全に着用して作業する。

6.	 漏出時の措置
　人体に対する注意事項：		作業の際には必ず保護具を着用し、蒸気の吸入や皮膚への接触を防

止する。
　　　　　　　　　　　　		火気の使用禁止等に注意する。付近の着火源となるものを速やかに

取り除く。
　　　　　　　　　　　　		中和剤で処理した廃液等からは二酸化炭素が発生するため、これら

を入れた容器を密閉しない。
　環境に対する注意事項：		大量にこぼれた場合は、部外者の立入り禁止、土砂で囲うなどして排

水溝等への流入を防止し拡散防止に努める。
　　　　　　　　　　　　		できる限り洩れた液の回収に努める。
　　　　　　　　　　　　		漏れた液を回収した容器は、密閉せずに処理する。
　　　　　　　　　　　　		回収後の床は中和剤を散布して中和、除害の処置をとる。
　除去方法　　　　　　：		中和剤を散布して中和し、または土砂等に吸収させ除去した後、漏れ

た場所を充分に水洗いする。
　　　　　　　　　　　　中和剤の例
　　　　　　　　　　　　　水　　　　　　　　　90〜95％
　　　　　　　　　　　　　炭酸ナトリウム　　　		5 〜 10％
　　　　　　　　　　　　　液体洗剤　　　　　　0.2 〜 0.5％（重量比）

7.	 取扱い及び保管上の注意
　（消防法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法等の関係法規に準拠して作業する。）
　取扱い：取扱い作業場所には局所排気装置を設ける。
　　　　　保護眼鏡、保護手袋等の保護具を着用し、直接の接触を防ぐ。
　　　　　必要に応じて防毒マスク、ホースマスク等の呼吸用保護具を着用する。
　　　　　容器は丁寧に取扱い、内容物をこぼさないようにする。
　　　　　取扱い後は手洗いおよびうがいを充分に行う。
　　　　　取扱い場所は禁煙とし、裸火、高温の発熱体の使用は禁止とする。
　　　　　イソシアネートと反応する水等の物質との接触には充分に注意する。
　保管　：容器を密閉し、直射日光を避け乾燥した冷暗所に貯蔵する。
　　　　　容器を開封した後は窒素ガスまたは乾燥空気を吹き込んで置換し密閉する。
　　　　　保管場所は火気禁止とする。

8.	 暴露防止及び保護措置
　設備対策　　　：取り扱う設備は密閉式の構造とし、床材は不浸透性の材料とする。
　　　　　　　　　屋内の取扱い場所には、局所廃棄装置の設置が好ましい。
　　　　　　　　　		取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設ける。
　　　　　　　　　		緊急時に備えて、充分な数の保護具や充分な量の中和剤を常備する。
　保護具
　　呼吸器用の保護具　　：有機ガス用防毒マスク
　　手の保護具　　　　　：耐溶剤性の手袋
　　目の保護具　　　　　：側板付きの普通眼鏡型又はゴーグル型保護眼鏡
　　皮膚及び身体の保護具：作業衣、安全靴
　キシレン
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　　管理濃度　　　　　　　　　　　　　　　　	　50	ppm
　　許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）：
　　　　　　　　日本産業衛生学会（2005年版）　50	ppm		217mg/m3
　　　　　　　　ACGIH（2005年版）　　　　　　TLV-TWA　100	ppm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TLV-STEL	150	ppm
　　設備対策　　		屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、防爆使用の装置または局所排

気装置を設置する。

9.	 物理的及び化学的性質
　外観　　：淡黄色透明液体
　臭気　　：芳香臭
　粘度　　：20	mPa･s（25℃）
　pH　		　：−
　融点 /凝固点　：−
　沸点、初留点と沸点配意：
　引火点　：40℃
　発火点　：−
　燃焼又は爆発範囲　下限、上限：
　蒸気圧　：−
　比重　　：1.17（25℃）
　溶解性　：ベンゼン、トルエン、クロルベンゼン、アセトン等に可溶
　オクタノール /水分配係数：−
　分解温度：−

10.	 安定性及び反応性
　安定性　：通常の条件下では安定。
　反応性　：		非常に活性が強く、水、アミン、アルコール、その他活性水素含有化合物などと反応

し発熱する。
　　　　　　水と反応した場合、二酸化炭素を発生する。

11.	 有害性情報（下記の有害性は、知見がなく分類できないと評価した項目は記載していませ
ん。）

　ジフェニルメタンジイソシアネート（M-MDI）
　　急性毒性：経口	ラット	LD50	>5000mg/kg
　　　　　　　経皮	ウサギ	LD50	>10000mg/kg
　　　　　　　吸入（蒸気）	ラット	LC50	370-490mg/m3/4hr
　　皮膚腐食毒性・毒性：（ウサギ）軽度の刺激性
　　眼に対する重篤な損傷・眼刺激性：（ウサギ）中程度の刺激性
　　呼吸器感作性：（モルモット）感作を引き起こす
　　皮膚感作性：SD50：（マウス）　0.73mg/kg
　　　　　　　　（モルモット）感作を引き起こす
　　生殖細胞変異原生：		厚生労働省基発：4,4’-MDI を変異原生が認められる既存化学物質と

している。in vivo 突然変異（微生物）試験（ネズミチフス菌）陽性	
in vivo 染色体異常試験（ヒト）リンパ球陰性	
in vivo 小核試験マウス赤血球陰性

　　発がん性：EPA-CBD	IARC	MAK-3B
　　標的臓器・全身毒性（単回ばく露）：GHS分類　区分3（気道刺激性）
　　標的臓器・全身毒性（反復ばく露）
　　：分類できない
　　　（ヒト）呼吸機能の低下・肺疾患の発生増加
　　　		（ラット）吸入ばく露試験において巣状 /多巣状の肺胞・細気管支肺胞増殖・肺の間質性

繊維化
　　労働基準法で定める化学物質（化合物）による疾病：皮膚障害、前眼部障害又は気道障害
　キシレン
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　　急性毒性　　：飲み込むと有害
　　　　　　　　：経口	ラット	LD50	3500mg/kg	
　　　　　　　　：経皮	ウサギ	LD50	>4350mg/kg	
　　　　　　　　		：吸入（蒸気）	ラット	LD50	29.08mg/L/4 時間
　　皮膚腐食性・毒性：ウサギを用いた皮膚刺激性試験で、「中等度の刺激性」の結果がある。
　　眼に対する重篤な損傷・眼刺激性：		ウサギを用いた眼刺激性試験で、「中等度（moderate）	

の刺激性」の結果がある。
　　呼吸器感作性又は皮膚感作性：データなし
　　生殖細胞変異原生：		ヒト経世代疫学で陰性、経世代変異原性試験なし。生殖細胞 in vivo 変

異原性試験なし。体細胞 in vivo 変異原性試験（小核試験・染色体試験）
で陰性であり、生殖細胞 in vivo 遺伝毒性試験なし。　

　　発がん性：ACGIH	で A4、IARCでグループ	3に分類されている。
　　生殖毒性：		マウスの発生毒性試験で親動物に一般毒性がみられない用量で、胎児に体重減少、

水頭症がみられている。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。
　　特定標的臓器・全身毒性（単回ばく露）
　　：		ヒトについては、「喉の刺激性、重度の肺うっ血、肺胞出血及び肺浮腫、肝臓の腫大を伴う

うっ血及び小葉中心性の肝細胞の空胞化、点状出血と腫大及びニッスル	小体の消失を伴
う神経細胞の損傷、四肢のチアノーゼ、一過性の血清トランスアミナーゼ活性の上昇、血
中尿素の増加、内在性クレアチニンの尿中クリアランス	低下、肝臓障害及び重度の腎障
害、記憶喪失、昏睡」、「肺のうっ血、浮腫、巣状肺胞出血」等の記述がある。	実験動物につ
いては、「深い麻酔作用」等の記述がある。分類は区分1（呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓）、
区分3（麻酔作用）

　　　呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓の障害（区分1）	眠気及びめまいのおそれ（区分3）
　　特定標的臓器・全身毒性（反復ばく露）
　　：		ヒトについては、「眼や鼻への刺激性、喉の渇き」、「慢性頭痛、胸部痛、脳波の異常、呼吸困

難、手のチアノーゼ、発熱、白血球数減少、不快感、肺機能低下、労働能力の低下、身体障害
及び精神障害」等の記述がある。

　　　分類は区分1（呼吸器、神経系）。長期又は反復ばく露による呼吸器、神経系の障害（区分1）
　　吸引性呼吸器有害性
　　：		o- キシレン、m- キシレン、p- キシレンの ICSCより、「液体を飲み込むと、誤嚥により化

学性肺炎を起こす危険がある。」の記述がある。区分2
　　　飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ（区分2）

12.	 環境影響情報
　漏洩時、廃棄などの際に、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。
　ジフェニルメタンジイソシアネート（M-MDI）
　　水生環境有害性
　　　毒性：魚類　LC50（Zebra	fish）　>10000mg/l/96hr
　　　　　　　　　　　　（ヒメダカ）　>0.5mg/l/96hr
　　　　　　微生物類　EC50（活性汚泥）　3217mg/l/3hr
　　　　　　　　　　　EC50（バクテリア）　>100mg/l
　　　　　　甲殻類　　EC50（ミジンコ類）　>1000mg/l/24hr
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　>=500mg/l/24hr
　　　　　　藻類　　　NOEC（セネデスムス）　1640mg/l/72hr
　　　分解性：微生物類　難分解
　　　濃縮性：魚類　高濃縮でない（コイ）
　キシレン
　　水生環境急性有害性：ニジマス	LC50	3.3mg/L/96H	水生生物に毒性（区分2）
　　水生環境慢性有害性：		急性毒性（区分2）、生物蓄積性が低いと推定されるものの、急速分解

性がないことから、区分2とした。長期的影響により水生生物に毒
性（区分2）

13.	 廃棄上の注意（国の法規および地方自治体の条例等に従う。）
　原料　：適切な設備で焼却処分する。
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　　　　　産業廃棄物処理業者に処分を委託する。
　　　　　A液と反応させ、固形物として廃棄処理する。
　空容器：中和剤を入れ反応性をなくした後水洗いして処理する。
　　　　　空容器は他の目的に使用しないように穴を開けてスクラップにする。
　　　　　産業廃棄物処理業者に処分を委託する。

14.	 輸送上の注意
　		輸送前に容器の栓が確実に施され漏れがないこと、及び該当法規に定める所定の表示がされ
ている事を確認し、容器の損傷が内容に積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
　「7. 取扱い及び保管上の注意」の項による。

　陸上輸送：		消防法、安衛法、毒劇法に該当する場合は、それぞれの該当法規に定められる運送
方法に従う。

　海上運送：船舶安全法に定めるところに従う。
　航空運送：航空法に定めるところに従う。
　国連分類 /番号：クラス3/1866

15.	 適用法令
　消防法　　　　　　：危険物　第4類第2石油類　危険等級Ⅲ
　労働安全衛生法　　：特定化学物質　　該当せず
　　　　　　　　　　　有機溶剤　　　　第2種有機溶剤
　　　　　　　　　　　危険物　　　　　引火性液体
　　　　　　　　　　　表示物質　　　　キシレン
　　　　　　　　　　　通知物質（第57条の2第1項）
　　　　　　　　　　　　キシレン、エチルベンゼン
　　　　　　　　　　　　（599）メチレンビス（4,1- フェニレン）=ジイソシアネート
　　　　　　　　　　　変異原性物質（厚生労働省基発）　（312号の2）
　　　　　　　　　　　　4,4'- ジフェニルメタンジイソシアネート
　毒物劇物取締法　　：該当せず

　化学物質管理促進法：第1種指定化学物質
　　　　　　　　　　　　キシレン　　　　　6%
　　　　　　　　　　　　エチルベンゼン	　　4%
　　　　　　　　　　　　（448）4,4'- ジフェニルメタンジイソシアネート

　　		「メチレンビス（4,1- フェニレン）=ジイソシアネート」は、「4,4'- ジフェニルメタンジイソ
シアネート」の別名

16.	 その他の情報
　①		引用文献：原料メーカー「安全データシート」
　　　　　　　ウレタン原料工業会「ポリウレタン原料について - 安全取扱の手引き -（2014）」
　　　　　　　キシレン・エチルベンゼンについては、日本芳香族工業会のMSDS
　②		本データシートは、化学製品の工業的な一般的取扱いに際しての安全な取扱いについて最
新の情報を集めたものでありますが、情報の正確さ、完全性を保証するものではありません。

　③		本データシートは、保証値ではありません。
　④		新たな情報を入手した場合は、追加又は訂正される事があります。
　⑤		化学製品に他の化学物質を混合したり、特殊な条件で使用する場合には、新たに用途・用法
に適した安全対策を講じた上で実施するようお願いします。

　⑥		危険・有害性の評価は必ずしも万全ではなく、またすべての化学製品には未知の有害性が
あり得るため、取扱いには充分注意してください。
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HEI-CAST SERIES LINE UP
ハイ−キャストシリーズラインアップ

セット内容：  2Kg セット（A 液：1Kg ／ B 液：1Kg） 
取扱説明書、注ぎ口× 2 個

製　品　色：アイボリー、ブラック、ホワイト

セット内容：  1Kg セット（A 液：500g ／ B 液：500g） 
取扱説明書、注ぎ口× 2 個

製　品　色：アイボリー、ニューフレッシュ

HEI-CAST ハイ−キャスト

HEI-CAST MINI ハイ−キャストミニ  ソルベントナフサ
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使用後のお手入れ
「ハイ−キャスト」は、Ａ液、Ｂ液ともに湿気を嫌いますので、使用後は必ずキャップ
を付けて、容器を密閉してください。

保管について
・直射日光を避け、乾燥した冷暗所に保管してください。
・お子様の手の届かないところに保管してください。

廃棄について
廃棄物分類
・液体	 ハイ−キャストＡ	➡	特別管理産業廃棄物　引火性廃油
		 ハイ−キャストＢ	➡	同上
・固体	 硬化物	➡	一般プラスチック類
		 缶	➡	金属類
		 キャップのプラスチック部	➡	一般プラスチック類
		 キャップの金属部	➡	金属類
		 ベロ	➡	一般プラスチック類
		 化粧箱	➡	ダンボール類
		 説明資料	➡	一般紙類
不要になった原液の処理方法
・不要となったＡ液とＢ液は適切な容器で少量ずつ混合し硬化させてください。
・硬化時の発熱でやけどしないよう注意してください。
・硬化物は充分に冷えたことを確認し、一般プラスチック類として廃棄してください。
・液体が入ったままで廃棄しないでください。
缶の処理方法
・空缶およびキャップ金属部は地方自治体の廃棄物処理方法にしたがって廃棄してくださ
い。
・Ａ液、Ｂ液は缶の角に穴を開け、さかさまにしてできるかぎり液を出してください。
・液体の量が多い場合は上記「不要になった原液の処理方法」の手順で処理してくださ
い。
・硬化物にするほどの量がない場合はティッシュやウエス等に染み込ませ、一般ごみとし
て廃棄してください。
・容器の周辺に付着した液はできる限りティッシュやウエス等で拭き取ってください。
・キャップは金属部とプラスチック部（ポリプロテクターと内蓋）に分別し、金属類および
一般プラスチック類として廃棄してください。
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