
ARC-FLASH  CO.,LTD 
  

Ｕクリーン安全データシート 
（ＭＡＴＥＲＩＡＬ ＳＡＦＥＴＹ ＳＨＥＥＴ） 

＜製品及び会社情報＞ 
Product and company information 
製品名 Product name  ：Ｕクリーン  U Clean 

会社名  ：株式会社アークフラッシュ本部  ARC-FLASH Co.,Ltd. 

住所   ：東京都新宿区百人町 2-26-9 三浦ビル 2 階 2F Miura-blg.2-26-9 hyakunin-cho 

Shinjyuku Tokyo 169-0073  JAPAN 

担当部署 ：開発部    Charge post: Development department 

電話番号 ：03-5337-7275  ＦＡＸ 03-5337-7465 

Ｅ-ＭＡＩＬ： honbu@arc-flash.com 

 
＜組成、成分情報＞Composition and element information 
単一製品、混合物の区別   ：混合物  Compound 

Distinction between single product and compound 

化学名（一般名）      ：アルカリ性洗浄剤 Alkaline cleaning agent 

化審法番号         ：有り 

安衛法番号         ：有り 

成分及び含有量： 

活性剤：PRTR 非該当 炭素量 11、 18 を使用 

炭酸ナトリウム 含有量：非公開 CAS RN:497-19-9 

炭酸ナトリウム・過酸化水素物 含有量：非公開 CAS RN:15630-89-4 

その他  含有量：非公開 CAS RN 有り 

 
＜危険有害性の分類＞ 
有害性：眼を刺激し炎症を起こすおそれが有る。 

 Harmful: Eyes are stimulated and there is angry fear. 

環境影響：水棲動物に対して有害の恐れがある 

The environmental impact: There is fear of harmful for an aquatic animal. 

物理的・化学的危険性：外部からの熱、あるいは水その他の異物の混入により分解を起こす事がある 

分解時は酸素ガス、熱、水蒸気を発生する 

Physical, the chemistry, and danger: When resolving it as there is causing the 

resolution  

by mixing heat or water from the outside and other foreign bodies, the oxygen gas, 

heat,  



and steam are generated. 

＜分類の名称＞ 

分類基準（日本式）に該当しない 

 

＜応急処置＞ 

眼に入った場合：即座にまぶたを開いて流水で１５分以上洗浄し、直ちに医師の処置を受ける 

皮膚に付着した場合：多量の水で洗浄し医師の処置を受ける 

飲み込んだ場合：水で口を洗浄し水を大量に与え直ちに医師の処置を受ける 

When it enters eyes: When the eyelid is immediately opened, 15 parts or more of the  

stream are washed, and it adheres to the skin that receives the doctor's treatment at  

once: When washing with bags of water and swallowing receiving the doctor's treatment:  

The mouth is washed by water, a large amount of water is given, and the doctor's  

treatment is received at once. 

＜火災時の処置＞ 
消化剤：水、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素、乾燥砂 

Digestive: Water, powdery extinction medicine, fire foam, carbon dioxide, and  

dry sand 

使用してはならない消化剤：情報無し 

The digestive not used: There is no information. 

＜溶解性＞ 
水溶解性：可溶  Water dissolubility: Meltability 

その他：データ無し  Additionally: There is no data. 

 

＜危険性情報＞Dangerous nature report 
異物混入が無く、乾燥、冷暗所であれば安定 

There is not a foreign body mixing, and if it is dryness, and a cool dark place,  

it stabilizes. 

＜有害情報＞Harmful information 
経口ラット  ＬＤ50   4090ｍｇ/ｋｇ  Rat 

腹腔マウス  ＬＤ50   117ｍｇ/ｋｇ 

皮膚刺激性 ウサギ  500ｍｇ 24Ｈ 刺激性軽度 

眼 刺激性 ウサギ  100ｍｇ 24Ｈ 刺激性中度 

慢性毒性 ：情報無し 

その他のデータ 情報なし 

 

       


