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製品安全データシート                    整理番号 ARK080806 

アーク株式会社／ＡＲＫ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 

 

作成日：2002年4月1日 

改訂日：2019年7月11日 

  

1, 化学物質等及び会社情報 

会社名     アーク株式会社 

本社住所   〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-10-3 

電話番号   06-6809-5970      ＦＡＸ番号  06-6809-5975 

担当者     伊地智 善久 

緊急連絡電話番号 06-7730-3331 

製品名      ペンタエリスリトール／Pentaerythritol  

 

2, 危険有害性の要約 

ＧＨＳ分類     

物理化学的危険性 火薬類 分類対象外 又は 分類できない 
  可燃性・引火性ガス 分類対象外 又は 分類できない 
  可燃性・引火性エアゾール 分類対象外 又は 分類できない 
  支燃性・酸化性ガス 分類対象外 又は 分類できない 
  高圧ガス 分類対象外 又は 分類できない 
  引火性液体 分類対象外 又は 分類できない 
  可燃性固体 分類対象外 又は 分類できない 
  自己反応性化学品 分類対象外 又は 分類できない   

自然発火性液体 分類対象外 又は 分類できない   
自然発火性固体 分類対象外 又は 分類できない   
自己発熱性化学品 分類対象外 又は 分類できない   
水反応可燃性化学品 分類対象外 又は 分類できない   
酸化性液体 分類対象外 又は 分類できない   
酸化性固体 分類対象外 又は 分類できない   
有機過酸化物 分類対象外 又は 分類できない   
金属腐食性物質 分類対象外 又は 分類できない 

人健康有害性 急性毒性（経口） 分類対象外 又は 分類できない   
急性毒性（経皮） 分類対象外 又は 分類できない   
急性毒性（吸入：ガス） 分類対象外 又は 分類できない   
急性毒性（吸入：蒸気） 分類対象外 又は 分類できない   
急性毒性（吸入：粉じん） 分類対象外 又は 分類できない   
急性毒性（吸入：ミスト） 分類対象外 又は 分類できない   
皮膚腐食性・刺激性 分類対象外 又は 分類できない   
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 区分２Ｂ   
呼吸器感作性 分類対象外 又は 分類できない   
皮膚感作性 分類対象外 又は 分類できない   
生殖細胞変異原性 分類対象外 又は 分類できない   
発がん性 分類対象外 又は 分類できない   
生殖毒性 分類対象外 又は 分類できない 
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特定標的臓器・全身毒性 分類対象外 又は 分類できない   
（単回ばく露）   
特定標的臓器・全身毒性 分類対象外 又は 分類できない   
（反復ばく露）   
吸引性呼吸器有害性 分類対象外 又は 分類できない 

環境有害性 
 

水生環境急性有害性 分類対象外 又は 分類できない   
水生環境慢性有害性 分類対象外 又は 分類できない 

GHSラベル要素 警告 
 

 

3, 組成、成分情報 

単一製品・混合物の区別：単一製品 

化学名：ペンタエリスリトール 

化学式：C（CH2OH）4  

CAS No：115-77-5  

化審法：（2）-248  

安衛法：公表 

 

4, 応急措置 

眼に入った場合 

1. 直ちに大量の水で少くとも15 分間洗い流す。 

皮膚に付着した場合 

1. 直ちに大量の石けんおよび水で洗い流す。 

2. 汚染した衣服は再使用前に洗浄する。 

吸入した場合 

1. 新鮮な空気の場所へ移す。 

2. 呼吸停止の場合は人工呼吸。 

3. 呼吸困難な場合は酸素吸入。 

飲み込んだ場合 

1. 誤飲した場合は口を水ですすぐ。 

2. 医師の診断を受ける。 

 

5, 火災時の措置 

消火方法 

◇消防活動装備 

1. 防護衣。 

2. 空気呼吸器。 

3. 循環式酸素呼吸器。 

4. ゴム長靴。 

消火剤 

1. 散水、二酸化炭素、ドライケミカル粉、耐アルコール泡。 

 

6, 漏出時の措置 

1. 掃除、廃棄用袋に収納し保管。 

2. ダストを生じさせない。 

3. 漏洩物を完全除去、区域換気、清掃。 
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7, 取扱い及び保管上の注意 

取扱い 

1. 粉塵の吸入を避ける。 

2. 眼、皮膚、衣服との接触を避ける。 

3. 取扱後後完全に洗浄。 

4. 粉塵爆発のおそれ。 

保管 

1. 密封。 

2. 冷乾燥場所に保管。 

3. 多くの粉体材料同様に粉末爆発を引き起こすことがある。 

 

8, 暴露防止及び保護措置 

許容濃度 

ACGIH（93 年～94 年）         ：TLV-TWA 10 mg/m3  

日本産業衛生学会勧告値（94 年）：設定されていない。 

設備対策 

◇安全管理・ガスの検知 

1. 測定器 

2. 検知管 

◇貯蔵上の注意 

1. 密封。 

2. 冷乾燥場所に保管。 

3. 多くの粉体材料同様に粉末爆発を引き起こすことがある。 

保護具 

1. 換気。 

2. 呼吸用保護具。 

3. 保護手袋。 

4. 安全シャワー。 

5. 安全ゴーグル。 

6. 洗眼器。 

 

9, 物理的及び化学的性質 

外観等：無色の結晶または粉末、そのほとんどがモノペンタエリスリトールである。融点以上に 

加熱すると重合が起こり、ジペンタエリスリトールおよびトリペンタエリスリトールなどが 

生成する。吸湿性はなく、空気中で安定。 

工業的製品はジペンタエリスリトールを10～15％含み、融点は180℃以上。 

純品は水から再結晶して得られる。 

融  点：260℃  

溶解度：冷水に徐々に溶ける。熱水に易溶。 

アセトン、エーテル、四塩化炭素、ベンゼン、酢酸エチルなど有機溶媒にはほとんど溶けない。 

 

10, 安定性及び反応性 

◇加熱・燃焼  ：危険性有 

◇水との接触  ：危険性無 

◇空気との接触：危険性無 

◇混触等 
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1. 強酸化剤、強酸、酸クロライド、酸無水物と混触させない。 

 

11, 有害性情報 

◇皮膚に触れた場合 

1. 皮膚吸収は有毒である。 

2. 刺激がある。 

◇眼に入った場合 

1. 刺激がある。 

◇吸入した場合 

1. 吸入、飲み込みは有毒である。 

急性毒性（RTECS）  

◇経口毒性 

マウス     LD50 25,500 mg/kg  

モルモット LD50 11,300 mg/kg  

 

12，環境影響情報 

◇分解性 

13％（by BOD）  

◇濃縮性（倍率）  

コイ  0.3～0.6 倍（10 mg/L）  

コイ  0.4～2.1 倍 （1 mg/L）  

◇魚毒性 

ヒメダカ  LC50/48H ＞50g/L  

 

13, 廃棄上の注意 

残余廃棄物：焼却法 

 

14, 輸送上の注意 

◇国連番号：非該当 

◇国連分類：非該当 

◇海洋汚染物質：非該当 

 

15, 適用法令 

◇消防法：非該当 

◇毒物及び劇物取締法：非該当 

◇労働安全衛生法：非該当 

◇船舶安全法（危規則）：非該当 

◇航空法：非該当 

◇化学物質管理促進法（PRTR法）：非該当 

◇TSCA  ：115-77-5  

◇EINECS：2041049  

 

16, その他の情報 

参考文献 

①化学品安全管理データブック（化学工業日報社）  
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＜コメント＞ 

記載内容は当社の最善の調査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必ずしも

安全性を十分に保証するものではありません。 

全ての化学製品には未知の有害性が有り得るため、取扱いには細心の注意が必要です。ご使用者各位の

責任において、安全な使用条件を設定くださるようお願いします。 

また、特別な取扱いをする場合には、新たに用途，用法に適した安全対策を実施の上でご使用下さい。 


