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　製品の名称：

 2.　危険有害性の要約

　　ＧＨＳ分類

　　　物理化学的危険性

　　　健康に対する有害性

　　急性毒性（経口）

　　急性毒性（経皮）

　　急性毒性（吸入：ガス） 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） 分類できない

　　　　金属腐食性物質 分類できない

分類できない

分類できない

　　　　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

　　　　自然発火性固体 分類できない

　　　　自己発熱性化学品 分類できない

　　　　水反応可燃性化学品 分類できない

　　　　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

　　　　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

　　　電子機器部品のプリント配線板への実装（接合）

　　　　爆発物 分類対象外

　　　　可燃性・引火性ガス 分類対象外

　　　　可燃性･引火性エアゾール 分類対象外

　　担当部門　：電子化学実装事業本部　技術文書管理Ｇ

　　責　任　者：宮川　賢

　　電話番号　：04-2934-6131　FAX番号：04-2934-6559

　　緊急連絡電話番号：04-2934-6134

　　URL　　　 ：http://www.tamura-ss.co.jp/electronic_chemicals/jp/

　　推奨用途及び使用上の制限：

初版作成　2015年 9月15日

改訂  版 　             

 1.　製品及び会社情報

ＴＬＦ－２０４－１７１Ａ

　会　社　名：株式会社タムラ製作所

　　住　　　所：〒358-8501 埼玉県入間市狭山ヶ原16-2

SDS Japan(日本語）GHS:5 TLF-204-171A

安 全 デ ー タ シ ー ト

ＬＦＳＯＬＤＥＲ　　ＴＬＦ－２０４－１７１Ａ

TAMURA CORPORATION



2/9

　　皮膚腐食性・刺激性 分類できない

　　眼に対する重篤な損傷・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 区分1

　　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）

区分2（呼吸器系）

　　特定標的臓器毒性（反復ばく露）

区分1（肺）

区分2（眼、呼吸器：吸入）

　　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

　　絵表示又はシンボル:

　　注意喚起語： 危険

　　危険有害性情報:

　　【廃　　棄】

　　　P501 - 内容物、容器を国または都道府県の規則に従って廃棄すること。

　　　P302+P352 - 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。

　　　P309+P311 - ばく露した時、または気分が悪い時：医師に連絡すること。

　　　P333+P313 - 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断、手当てを受けること。

　　　P363 - 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

　　【保　　管】

　　　P405 - 施錠して保管すること。

　　　P260 - 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

　　　P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。

　　　P270 - この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

　　　P272 - 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

　　　P280 - 保護手袋を着用すること。

　　【緊急措置】

　　　H317 - アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ

　　　H371 - 呼吸器系の障害のおそれ

　　　H372 - 長期にわたるまたは反復ばく露による肺の障害

　　　H373 - 長期にわたるまたは反復ばく露による眼、呼吸器：吸入の障害のおそれ

　　注意書き：

　　【安全対策】

SDS Japan(日本語）GHS:5 TLF-204-171A
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　成分及び含有量　：

6.2％ （ロジン　3.9～4.9％を含む）

4.1％

1.8％

84.9％

2.6％

　　 0.4％

　　　　　合　　　　計 100.0％

　　⑥Cu

　　⑥7440-50-8 　　⑥KE-08896

　　③非開示 　　③非開示

　　④7440-31-5 　　④KE-33838

　　⑤7440-22-4 　　⑤KE-31261

　TSCA(米国)　　　： 　ECL(韓国) 　　 ：

　　①非開示 　　①非開示

　　②非開示 　　②非開示

　　④7440-31-5 　　④7440-31-5

　　⑤7440-22-4 　　⑤7440-22-4

　　⑥7440-50-8 　　⑥7440-50-8

　　①非開示 　　①非開示

　　②非開示 　　②非開示

　　③非開示 　　③非開示

　　⑤ ----- 　　⑤231-131-3

　　⑥ ----- 　　⑥231-159-6

　CAS No.　　　　 ： 　IECSC(中国) 　 ：

　　②非開示 　　②非開示

　　③非開示 　　③非開示

　　④ ----- 　　④231-141-8

　　④Sn

　　⑤Ag

　官報公示整理番号（化審法、安衛法）： 　EINECS(欧州)　 ：

　　①非開示 　　①非開示

⑥銅

　化学式又は構造式：

　　①非開示

　　②非開示

　　③非開示

　化学名又は一般名：ソルダーペースト

①特殊合成樹脂

②アルコール系溶剤

③活性剤

④錫

⑤銀

SDS Japan(日本語）GHS:5 TLF-204-171A

 3.　組成及び成分情報

　単一製品・混合物の区別：混合物
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気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

速やかにエタノール等で拭き取り、多量の水と石鹸を用いてよく

洗い落とすこと。

　　　予想される急性症状及び遅発性症状：

（銀沈着；銀中毒）を 引き起こことがある。

遅発性症状：金属熱。

　　　消 火 剤：

　　　特有の危険有害性：

　　　特有の消火方法：

　　　消火を行う者の保護：

 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：

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外の立ち入りを禁止する。

作業者は適切な保護具（『8．ばく露防止及び保護措置』を参照）

を着用し、眼、皮膚への接触やヒュームの吸入を避ける。

適切な保護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物

に触れてはいけない。

漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性

消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

の保護衣を着用する。

強酸化剤と反応する。

火災によって刺激性又は毒性のガス及びヒュームを発生するおそ

れがある。

消火活動は、有効に行える十分な距離から行う。

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。

 5.　火災時の措置

【小火災】二酸化炭素、粉末消火剤、散水

【大火災】散水、噴霧水、通常の泡消火剤

可燃性である成分を含有する。

眼に入った場合：粘膜を刺激する。発赤。

長期又は反復ばく露の影響：眼、鼻、喉、皮膚の変色

　　　応急処置をする者の保護： 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

　　　医師に対する特別注意事項： 安静と医学的経過観察が不可欠。

　　　吸入した場合： ばく露した場合、気分が悪い時は、医師に連絡すること。

　　　目に入った場合： 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

吸入した場合：ミストは肺、気道上部を刺激する。喘鳴。

皮膚に触れた場合：皮膚を刺激する。発赤。

　　　皮膚に付着した場合：

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを

受けること。

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。

SDS Japan(日本語）GHS:5 TLF-204-171A

 4.　応急措置

　　　飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。
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密閉された場所は換気する。

　　　環境に対する注意事項： 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

　　　回収、中和：

　　　封じ込め及び浄化の方法・機材：

　　　二次災害の防止策：

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

　　　技術的対策：

　　　局所排気・全体換気：

　　　安全取扱い注意事項： 換気の良い区域でのみ使用すること。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

眼との接触を避けること。

ヒューム、ミストを吸入しないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

環境への放出を避けること。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

　　　接触回避：

　【保　管】

　　　技術的対策：

作ること。

保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とする

こと。

　　　保管条件：

容器を密閉して保管すること。

施錠して貯蔵すること。

　　　混触危険物質：

　　　管理濃度： 設定されていない。

　　　　日本産衛学会（2012年版） ⑤0.01mg/m3

　　　　ACGIH（2012年版）

⑤TLV-TWA 0.1mg/m3

⑥TLV-TWA 0.2mg/m3(ヒュームとして)

『10．安定性及び反応性』を参照。

 8.　ばく露防止及び保護措置

　　　許容濃度（ばく露限界値、生物学的ばく露指標）：

④TLV-TWA 2 mg/m3

『8．ばく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。

『10．安定性及び反応性』を参照。

保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で

酸化剤から離して保管する。

冷暗所、換気の良い場所で保管すること。（10℃以下）

床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。

 7.　取扱い及び保管上の注意

　【取扱い】

『8．ばく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。

低地から離れる。

環境中に放出してはならない。

漏洩物を掻き集めて空容器に回収し、後で廃棄処理する。

危険でなければ漏れを止める。

すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の

禁止。）

SDS Japan(日本語）GHS:5 TLF-204-171A
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　　　設備対策： この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを

設置すること。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つために排気用の換気を

行なうこと。

物質を管理濃度以下に保つために換気装置を設置する。

必要に応じ、適切な呼吸器保護具を着用すること。

適切な保護手袋を着用すること。

適切な眼の保護具を着用すること。

保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）

適切な保護衣及び顔面用の保護具を着用すること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

　　　物理的状態、形状、色など：

　　　臭い：

　　　ｐＨ：

　　　融点･凝固点：

　　　沸点、初留点及び沸騰範囲：

　　　引火点：

　　　爆発範囲：

　　　蒸気圧：

　　　蒸気密度（空気＝１）：

　　　比重（密度）：

　　　溶解度：

      オクタノール/水分配係数：

　　　自然発火温度：

　　　分解温度：

　　　臭いのしきい（閾）値：

　　　蒸発速度(酢酸ブチル＝１)：

　　　燃焼性（固体、ガス）：

　　　安定性： 通常の条件においては、安定である。

　　　危険有害反応可能性：

　　　混触危険物質： 酸化剤、酸類、強塩基類、ハロゲン、硫黄等。

　　　危険有害な分解生成物：

　　　急性毒性　：

　　　皮膚腐食性・刺激性：

　　　眼に対する重篤な損傷・眼刺激性：

データ不足のため、分類できない。

データ不足のため、分類できない。

データなし

 10.　安定性及び反応性

強酸化剤、酸類、強塩基類、ハロゲン、硫黄等と反応する。

燃焼により、一酸化炭素、ニ酸化炭素、銅ヒューム。

 11.　有害性情報

データ不足のため、分類できない。

水に不溶

データなし

データなし

データなし

データなし

データなし

【ﾌﾗｯｸｽ分】＞260℃（沸点）

【ﾌﾗｯｸｽ分】＞140℃

データなし

＜2 Pa(20℃)

データなし

約4.0(25℃)

　　　　【衛生対策】

 9.　物理的及び化学的性質

灰色ペースト状

テルペン臭

データなし

【合　 金】216℃（固相線）～220℃（液相線）

　　　保護具：

　　　　【呼吸器の保護具】

　　　　【手の保護具】

　　　　【眼の保護具】

　　　　【皮膚及び身体の保護具】

SDS Japan(日本語）GHS:5 TLF-204-171A
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　　　呼吸器感作性又は皮膚感作性：

　　　生殖細胞変異原性：

　　　発がん性：

　　　生殖毒性：

　　　特定標的臓器毒性（単回ばく露）：

　　　吸引性呼吸器有害性：

　　　水生環境有害性（急性）：

　　　水生環境有害性（長期間）：

　　　オゾン層への有害性： モントリオール議定書の附属書に記載されている物質の含有無し。

　　　残余廃棄物：

廃棄物の処理を委託する場合、処理業者等に危険性、有害性を

充分告知の上処理を委託する。

 13.　廃棄上の注意

廃棄においては、関連法規なら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。

データなし。

 12.　環境影響情報

データ不足のため、分類できない。

データ不足のため、分類できない。

障害として現れるのは夜間視力の減少であるとの記載がある成分

を1%以上10%未満含有する。

長期間吸入による肺への沈着から気管支炎になったとの記載が

ある成分を1%以上10%未満含有する。

長期にわたるまたは反復ばく露による眼、呼吸器（吸入）の障害の

おそれ(区分2)

呼吸器系の障害のおそれ（区分2）

　　　特定標的臓器毒性（反復ばく露）：

長期ばく露により、金属すずを扱う労働者にじん肺症がみられた

との記述がある。

長期にわたるまたは反復ばく露による肺の障害（区分1）

職業ばく露で皮膚、粘膜に色素が沈着する中毒を生じるが、機能

データなし。

加熱した金属ヒュームへの4時間ばく露で肺水腫を伴う肺の障害が

起きた、職業ばく露で気道の刺激を生じる等の記述がある成分を

1%以上10%未満含有する。

皮膚感作性：日本接触皮膚炎学会で皮膚感作性物質に分類して

いる成分を1%以上含有する。

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ(区分1)

データ不足のため、分類できない。

データ不足のため、分類できない。

SDS Japan(日本語）GHS:5 TLF-204-171A
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　　　汚染容器及び包装：

 14.　輸送上の注意

　　　国際規制

　　　　海上規制情報 非危険物

　　　　　海洋汚染物質： 非該当

　　　　航空規制情報 非危険物

　　　国内規制

　　　　陸上規制情報 非該当

　　　　海上規制情報 非危険物

　　　　　海洋汚染物質： 非該当

　　　　航空規制情報 非危険物

　　　特別の安全対策 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れの

ないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

④名称等を通知すべき危険物及び有害物(施行令第18条の2別表第9)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【政令番号　322】

⑤名称等を通知すべき危険物及び有害物(施行令第18条の2別表第9)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【政令番号　137】

⑥名称等を通知すべき危険物及び有害物(施行令第18条の2別表第9)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【政令番号　379】

⑤疾病化学物質（法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2

　第4号）

　　　欧州RoHS指令： 規制対象物質使用なし（但し、不純物として鉛を500ppm未満、

カドミウムを20ppm未満含有するため弊社分析データも併せて

ご確認ください。）

フォーム要件にて輸出許可必要の有無を貴社（輸出者）にて

ご判断の上、ご対応下さい。

　　　外国為替令別表（17条の2）：対象外

　　　HSコード： 3810.10

許可を受けた業者に処理を委託して下さい。

　　　輸出貿易管理令別表第1の1～15項及び、別表第2：

　　　 対象外

　　　　別表第1の16項： 該当するため、キャッチオール規制による客観要件及びイン

　　　労働基準法：

　　　化学物質排出把握管理促進法（化管法、PRTR法）：

⑤第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【政令番号　 82】

　　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律：

 15.　適用法令

　　　労働安全衛生法： ①名称等を通知すべき危険物及び有害物(施行令第18条の2別表第9)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  【政令番号　632】

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治

体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

重量物を上積みしない。

SDS Japan(日本語）GHS:5 TLF-204-171A

本製品を含む廃液及び洗浄排水を直接河川等に排出したり、

そのまま埋め立てたり投棄することは避ける。

TAMURA CORPORATION
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　　　い。全ての化学製品には未知の危険性・有害性がありますので、御使用各位の責任において、取

　　　扱いには十分注意頂きます様、お願い申し上げます。

  　　　本様式はJIS Z 7253:2012 に依るものです。

 16.　その他の情報

　　　　本資料に含まれる特性値等は、代表値であり、品質保証値ではありません。

　　　　危険有害性の評価は、現時点で入手できる資料、情報、データなどに基づいて作成しておりま

　　　すが、すべての資料を網羅したわけではありませんので取扱いには十分注意下さい。  

　　　　注意事項については、通常の取扱いを対象としたものであり、特殊な取扱いの場合は想定して

　　　おりません。関連諸法規の規制を順守し、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さ

SDS Japan(日本語）GHS:5 TLF-204-171A

TAMURA CORPORATION


