
■Wear protective gloves, protective goggles or 
face shield, etc. Use respirator if necessary. ■In 
case of contact, consult a physician. ■Keep 
away from source of fire and combustibles. ■In 
case of contact with eyes, skin and clothes etc., 
wash with plenty of water. ■Avoid release to the 
environment. ■Combustible liquid ■Causes 
severe skin burns and eye damage ■Causes 
serious eye damage ■Toxic in contact with skin 
■May cause allergy or asthma symptoms or 
breathing difficulties if inhaled ■Suspected of 
damaging fertility or the unborn child ■Causes 
damage to organs ■Causes damage to organs 
through prolonged or repeated exposure ■May 
cause an allergic skin reaction ■Toxic to aquatic 
life 
■保護手袋および保護眼鏡・保護面等、必要に応じて
呼吸用保護具を着用して下さい。■暴露または暴露の
懸念のある場合、医師の診断/手当てを受けること。■
着火源および可燃物から遠ざけて下さい。■眼、皮膚、
衣類等についた場合、多量の水で洗い流して下さい。
■環境への放出を避けること。■吸湿しやすいので、
使用後は直ちに栓又は封をして下さい。■可燃性液体
■重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 ■重篤な眼の損傷 ■
皮膚に接触すると有毒 ■吸入するとアレルギー、喘
息、または呼吸困難を起こすおそれ■生殖能または胎
児への悪影響のおそれの疑い ■臓器の障害 ■長期又
は反復暴露による臓器の障害 ■アレルギー性皮膚反
応を起こすおそれ■水生生物に毒性

Assay (H2NCH2CH2OH) (GC) ················min. 99.0% (mass/mass)

KA1

JQ0506018
T

JIS K 8105

医薬用外劇物
2-アミノエタノール含量：99％
危険物第四類  第三石油類
危険等級Ⅲ  水溶性  
火気厳禁

DANGER  危険

See SDS
For Laboratory Use Only  
試験研究用

Lot. ABC1234
Exp. 
Date 2018. 10

016-12453

Store in the dark.
H2NCH2CH2OH=61.08

100mL

2-Aminoethanol
(Monoethanolamine)
2-アミノエタノール
（モノエタノールアミン）

Guaranteed Reagent
試薬特級

Reagent  試薬

1-2 Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan

大阪市中央区道修町三丁目1番2号　Tel: 06-6203-3741

Methanol
(Methyl Alcohol)
メタノール
（メチルアルコール）

CH3OH=32.04

500mL

Lot. ABC1234

KA1

JQ0506018
T

JIS K 8105

131-01826

DANGER  危険

See SDS

■Wear protective gloves, 
protective goggles or face 
shield, etc. Use respirator if 
necessary. ■In case of contact, 
consult a physician. 
■In case of contact with eyes, 
skin and clothes etc., wash with 
plenty of water. ■Keep away 
from source of fire and 
combustibles. ■Give 
instructions about taking 
precautionary measures against 
statics discharge. 
■Highly flammable liquid and 
vapour ■Causes serious eye 
irritation ■May damage fertility 
or the unborn child ■Causes 
damage to organs ■May cause 
respiratory irritation ■May 
cause drowsiness or dizziness 
■Causes damage to organs 
through prolonged or repeated 
exposure

成分：メタノール

■保護手袋および保護眼鏡・保
護面等、必要に応じて呼吸用保
護具を着用して下さい。■暴露
または暴露の懸念のある場合、
医師の診断/手当てを受けるこ
と。■着火源および可燃物から
遠ざけて下さい。■眼、皮膚、衣
類等についた場合、多量の水で
洗い流して下さい。■静電気放
電に対する予防措置を講じて下
さい。
■引火性の高い液体及び蒸気■
強い眼刺激■生殖能または胎児
への悪影響のおそれ■臓器の障
害■呼吸器への刺激のおそれ■
眠気又はめまいのおそれ■長期
又は反復暴露による臓器の障害

危険物第四類  
アルコール類  危険等級Ⅱ
水溶性  火気厳禁

For Laboratory Use Only
試験研究用

Guaranteed Reagent
試薬特級

Assay (CH3OH) (GC)  ·················min. 99.8% (mass/mass)

1-2 Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan

大阪市中央区道修町三丁目1番2号　Tel: 06-6203-3741

Reagent  試薬

Store in the dark.

メタノール含量：99.8％

医薬用外劇物
UN1230

@Wako

0123456789
大阪市中央区道修町三丁目1番2号
TEL 06（6203）3741
Wako Pure Chemical Industries, Ltd.

Lot

[JiH
Eib
-430
662
]危 険

試薬特級

016-12453

2-Aminoethanol

2-アミノエタノール

H2NCH2CH2OH=61.08

(Monoethanolamine)

（モノエタノールアミン）

＊遮光保存＊
● 試験研究用以外には使用しないで下さい。

■ 注意書き
・  吸湿しやすいので、使用後は直ちに栓又は
封をして下さい。

・  保護手袋および保護眼鏡・保護面等、必要
に応じて呼吸用保護具を着用して下さい。

・  暴露または暴露の懸念のある場合、医師の
診断/手当てを受けること。

・  着火源および可燃物から遠ざけて下さい。
・  眼、皮膚、衣類等についた場合、多量の水で
洗い流して下さい。

・  環境への放出を避けること。

■ 危険有害性情報
・  可燃性液体
・  重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
・  重篤な眼の損傷
・  皮膚に接触すると有毒
・  吸入するとアレルギー、喘息、または呼吸
困難を起こすおそれ

・  生殖能または胎児への悪影響のおそれの
疑い

・  臓器の障害
・  長期又は反復暴露による臓器の障害
・  アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
・  水生生物に毒性

Assay (H2NCH2CH2OH) (GC)
 ··········min. 99.0% (mass/mass)

Solubility in water ········ to pass test100ml

医薬用外劇物
2-アミノエタノール含量：99％

製造年月

JQ0506018
T

JIS K 8109

For Research Use Only

K02

火 気 厳 禁
危 険 物 第 四 類
第 三 石 油 類
危険等級Ⅲ 水溶性

@Wako

0123456789
大阪市中央区道修町三丁目1番2号
TEL 06（6203）3741
Wako Pure Chemical Industries, Ltd.

Lot

危　険
UN1230

＊遮光保存＊

試薬特級

131-01826

Methanol

メタノール

CH3OH=32.04

Assay (CH3OH) (GC)
  ············min. 99.8% (mass / mass)
Solubility in water ··········· to pass test
Density (20∂) ·····0.791~0.793 g / ml

500ml

■ 取扱い注意事項
 成　分：メタノール
1.  取扱い作業場所には、局所排気装
置を設けて下さい。

2.  容器から出し入れするときは、こ
ぼれないようにして下さい。

3.  取扱い中は、できるだけ皮膚にふ
れないようにし、必要に応じ防毒
マスク又は送気マスク、保護手袋
等を着用して下さい。

4.  取扱い後は、手洗いを十分行って
下さい。

5.  一定の場所を定めて貯蔵して下
さい。

 （労働安全衛生法に依る）

■ 危険有害情報
・  引火性の高い液体及び蒸気
・  強い眼刺激
・  飲み込むと有害のおそれ
・  生殖能または胎児への悪影響の
おそれ

・  臓器の障害
・  呼吸器への刺激のおそれ
・  眠気又はめまいのおそれ
・  長期又は反復暴露による臓器の
障害

● 試験研究用以外には
 使用しないで下さい。

(Methyl Alcohol)

（メチルアルコール）

医 薬 用 外 劇 物
メタノール含量：99.8％

[JiH
Eib
-289
253
]

JQ0506018
T

JIS K 8891

危 険 物 第 四 類
ア ル コ ー ル 類
危 険 等 級Ⅱ 水 溶 性

火 気 厳 禁

社名及びラベルデザイン変更のお知らせ

① 社名・住所
② コーポレートブランドロゴ
 富士フイルムグループ統一のロゴを使用します。
③ 製品ブランドロゴ
 国内、海外で統一のロゴを使用します。
④ グレード
 ラベルの基本色は、下記のグレードを示します。
 　試 薬 特 級
 　試 薬 一 級
 　化　学　用
 　用途別試薬
⑤ 製品名
⑥ 容量
⑦ 工業標準化法に基づく表示
⑧ 化学式
⑨ 保管条件
⑩ 製品規格値
⑪ 試薬表示
⑫ 製品コード番号
⑬ 製造番号
⑭ 使用期限／保証期限、製造年月／製造年月日
 　使用期限／保証期限は、「Exp.Date」 で表示します。
 　製造年月／製造年月日は、「Mfg.Date」 で表示します。
⑮ GHS 対応絵表示
⑯ GHS 対応注意喚起語
⑰ UN No.（国連番号）
⑱ 毒物及び劇物取締法に基づく表示
⑲ 消防法に基づく表示
⑳ 注意書き・危険有害性情報
 　労働安全衛生法等に基づく表示も含まれます。
㉑ バーコード

表示項目● 新ラベル（例）

● 現行ラベル

②

④

⑪
⑫
⑬

⑮

⑯
⑰
⑱

⑲

⑪
⑫
⑬

⑮

⑯
⑱
⑲

㉑

㉑

本　社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目１番２号　Tel: 06-6203-3741（代表）
本　店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目４番１号　日本橋本町東急ビル　Tel: 03-3270-8571（代表）
営業所 北海道・東北・筑波・甲信越・藤沢・静岡・東海・北陸・中国・九州

⑭

⑤⑥⑦ ③

④ ⑤⑥⑦③

①

② ①

⑩ ⑨⑧ ⑳

⑩ ⑨⑧ ⑳

平素は格別のお引き立てを賜り、心より御礼申し上げます。
さて、このたび弊社は平成 30年 4月 1日をもちまして、
下記のとおり社名を変更することとなりました。

新社名：富士フイルム和光純薬株式会社
　　　　FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation
　　　　※住所、電話番号の変更はございません。
社名変更に伴いブランドロゴも変更となります。
今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
ラベルの表示内容につきまして、以下の通り変更をいたします。

新社名及び新ブランドロゴの切り替え時期について

ラベル 平成 30年 4月製造分より新ラベルへ変更します。
当面は現行ラベル品が並行して流通します。

SDS 平成 30年 4月より順次新社名へ変更しますが当面は現行社名の
SDSも流通します。

包装材料
一部現行の社名、ブランドロゴが表記されている包装材料は順次
変更しますが、当面は平成 30年 4月以降も流通します。
材質には変更はないため品質に影響はございません。

検査成績書 平成 30年 4月以降発行分より新社名に変更します。


