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安全データシート 

制定日：1999 年 4 月 1 日    
作成日：2017 年 4 月 1 日（22 版） 

化学品及び会社情

報 化学品の名称 
セロテープ®シリーズ 

<別紙-1 に該当品番を記載しています。> 

会  社  名 ニチバン株式会社 

住  所 

本  社 東京都文京区関口 2-3-3 

担当部門 
品質環境管理部 

埼玉県日高市大谷沢西原 100 番地 

連絡先 
電話番号 042-989-3716 

ＦＡＸ 042-989-3719 

危険有害性の要約 ＧＨＳ分類 分類基準に該当しない 

組成及び成分情報 化学物質・混合物の区別：  混合物  

 

 

 

 

 

 

＊テープカッターを除いた粘着テープ部分について記載 

組 成 物 質 名 

基材（支持体） セロハン（化学名：セルロース） 

粘  着  剤 ゴム系粘着剤 

応急措置 【吸入した場合】 

・吸入する恐れはないので不要。 

【皮膚に付着した場合】 

・危険は無いが、異常があれば医師に相談する。 

【眼に入った場合】 

・清浄な水で十分洗い流す。 

・異物、傷、痛みがあれば眼科医の手当てを受ける。 

【飲み込んだ場合】 

・可能であれば吐き出させて、異常があれば医師の手当てを受ける。 

火災時の措置 【消 火 剤】 

・水、粉末消火剤、泡消火剤、炭酸ガスなど 

【使ってはならない消火剤】 

・情報なし 

【消火方法】 

・一般火災と同じ消火方法を用いる。 

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】 

・固体であり、放出など物理的有害性、健康有害性の危険はないため、保護具等については 

不要。 

【環境に対する注意事項】 

・環境への投棄をしない。 

【封じ込め及び浄化の方法及び機材】 

・掃き集める。 
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取扱い及び 

保管上の注意 

【取扱い】 

・通常の取扱い・使用条件での物理的有害性、健康有害性の危険はない。 

【保管】 

・直射日光の当たらない涼しい所に保管する。 

・吸湿性があるので湿気が入らないようにポリエチレンなどの袋に入れ保管する。 

ばく露防止及び 

保護措置 

【設備対策】 

・必要ない 

【管理濃度】 

・該当しない（作業環境評価基準｢労働省告示 79 号別表に定める管理濃度｣） 

【許容濃度】 

・該当しない（日本産業衛生学会勧告値） 

【保 護 具】 

・必要ない（呼吸用保護具、保護眼鏡、保護手袋、保護衣等） 

物理的及び 

化学的性質 

【外観】 

【臭い】 

【pH】 

＜セロハンとして＞ 

【融点・凝固点】 

【沸点】 

【引火点】 

【燃焼又は爆発範囲の上限・下限】 

【蒸気圧】 

【比重（相対密度）】 

【溶解度（水）】 

【ｎ-オクタノール/水分配係数】 

【自然発火温度】 

【分解温度】 

・透明または淡黄色のロール状粘着テープ 

・わずかにゴム臭 

・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 

・データなし 

・1.3～1.5 

・不溶 

・データなし 

・データなし 

・データなし 

安定性及び反応性 【反応性】 

【化学的安定性】 

【危険有害反応可能性】 

【避けるべき条件】 

【混触危険物質】 

【危険有害な分解性生物】 

・通常の使用では安定 

・通常の使用では安定 

・着火源があれば燃える 

・情報なし 

・情報なし 

・情報なし 

有害性情報 【急性毒性】 

【皮膚腐食性及び皮膚刺激性】 

【眼に対する重篤な損傷又は眼刺激性】 

【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）】 

【特定標的臓器毒性（反復ばく露）】 

【吸引性呼吸器有害性】 

・データなし 

・なし 

・情報なし 

・データなし 

・データなし 

・情報なし 

・情報なし 

・情報なし 

・情報なし 

・情報なし 

環境影響情報 【生態毒性】 

【残留性・分解性】  

【生体蓄積性】 

【土壌中の移動性】 

【オゾン層への有害性】 

・情報なし 

・データなし 

・データなし 

・情報なし 

・情報なし 

廃棄上の注意 ・廃掃法の定めに従って処分する。 

輸送上の注意 ・一般輸送物として輸送する。但し、転倒、落下、荷崩れ防止を確実に行う。 

・国連分類及び国連番号 ： 該当しない 
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適用法令 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・大気汚染防止法 

その他の情報 【引用文献】・ＪＩＳ Ｚ 7253：2012 ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベ

ル、作業場内の表示及び安全データシート（ＳＤＳ）－7.ＳＤＳの全体構成及びその

内容、付属書Ｄ 

 【注意事項】 

・記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや

評価に関しては情報提供を目的とするものであり、保証するものではありません。 

・記載事項は通常の使用条件での使用を対象としたもので他の化学物質を混合、特殊な条件で

使用する場合には、お客様ご自身で安全性の評価を行った上でご使用ください。 

・当安全データシートは、日本国内法規を基準に作成したものです。            
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別紙-1 

製品品番表 

セロテープ® 該当品番 

産業用 No.405 

大巻クリーンルーム用 

クリーンルーム用 
ＣＲＣＴ-18 

大巻 箱入り ＣＴ-12Ｍ、ＣＴ-15Ｍ、ＣＴ-12、ＣＴ-15、ＣＴ-18、ＣＴ-24 

大巻 エルパック TM ＬＰ-12、ＬＰ-15、ＬＰ-18、ＬＰ-24 

大巻 業務用タイプ 
ＣＴ405ＡＰ-12、ＣＴ405ＡＰ-15、ＣＴ405ＡＰ-18、ＣＴ405ＡＰ-24、 

ＣＴ1535-5Ｐ、ＣＴ1835-5Ｐ 

小巻 箱入り ＣＴ-12Ｓ、ＣＴ-15Ｓ、ＣＴ-18Ｓ、ＣＴ-24Ｓ 

小巻 2 巻パック ＣＴ-12Ｓ2Ｐ、ＣＴ-15Ｓ2Ｐ、ＣＴ-18Ｓ2Ｐ 

小巻 ミドルサイズ ＣＴ-15ＳＭＦ、ＣＴ-18ＳＭＦ 

小巻 エルパック TMエス ＬＰ-15Ｓ、ＬＰ-18Ｓ 

小巻 カッターつき 
ＣＴ-12ＤＲＢ、ＣＴ-12ＤＲＯ、ＣＴ-15ＤＲＹ、ＣＴ-15ＤＲＰ、ＣＴ-15ＤＲＷ、 

ＣＴ-15ＤＲＳ、ＣＴ-18ＤＲＲ、ＣＴ-18ＤＲＧ 

小巻 収納カッターつき ＴＣ-15ＳＡ 

大巻 ハンドカッター ＴＣ-18Ｅ、ＴＣ-18Ｅブルー、ＴＣ-18 

直線美 TM mini ＣＴ-15ＳＣＢ1、ＣＴ-15ＳＣＢ5、ＣＴ-15ＳＣＢ6 

ハンドカッター直線美 TM ＴＣ-20ＣＢ5、ＴＣ-20ＣＢ6 

うさぎカッター 
ＣＴ-15ＵＣＷ、ＣＴ-15ＵＣＹ、ＣＴ-15ＵＣＲ、ＣＴ-15ＵＢＰ、 

ＣＴ-15ＵＰＰ、ＣＴ-15ＵＩＢ 

ペンギンカッター 
ＣＴ-15ＰＳＷ、ＣＴ-15ＰＣＹ、ＣＴ-15ＰＭＧ、ＣＴ-15ＰＡＢ、 

ＣＴ-15ＰＣＰ、ＣＴ-15ＰＲＰ 

ぞうさんカッター 

（ポップカラー） 

ＣＴ-15ＺＣＰ、ＣＴ-15ＺＡＯ、ＣＴ-15ＺＲＰ、ＣＴ-15ＺＳＢ、 

ＣＴ-15ＺＦＧ、ＣＴ-15ＺＰＵ 

ぞうさんカッター ＣＴ-15Ｚ1、ＣＴ-15Ｚ2 

収納カッターハートタイプ 
ＴＣ-15ＨＲＤ、ＴＣ-15ＨＣＰ、ＴＣ-15ＨＭＯ、ＴＣ-15ＨＬＤ、 

ＴＣ-15ＨＳＢ、ＴＣ-15ＨＴＢ 

 


