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番号 英　語 日本語訳

1 Causes [P1|, | and ]  [P1|、 | および ]を生ずる
1-1 P1： eye damage 眼の損傷
1-2 eye irritation 眼刺激
1-3 mild skin irritation 軽度の皮膚刺激
1-4 serious eye damage 重篤な眼の損傷
1-5 serious eye irritation 強い眼刺激
1-6 severe skin burns 重篤な皮膚の薬傷
1-7 skin irritation 皮膚刺激

2 Causes damage to [P1|, | and ] if inhaled. 吸入すると[P1|、 | および ]の障害
2-1 P1： bladder 膀胱
2-2 blood 血液
2-3 central nervous and cardiovascular system 中枢神経系および心血管系
2-4 central nervous system 中枢神経系
2-5 digestive tract 消化管
2-6 nervous system 神経系
2-7 red blood cells 赤血球
2-8 the cardiovascular system 心血管系
2-9 the heart 心臓
2-10 vascular system 血管系

3
Causes damage to [P1|, | and ] through prolonged or repeated
exposure if swallowed.

飲み込んだ場合、長期または反復暴露による[P1|、 | および ]の障
害

3-1 P1： blood system 血液系
3-2 endocrine system 内分泌系
3-3 organs 臓器
3-4 respiratory system 呼吸器系
3-5 the blood 血液
3-6 the bone marrow 骨髄
3-7 the bones 骨
3-8 the central nervous system 中枢神経系
3-9 the gastrointestinal tract 胃腸管
3-10 the kidneys 腎臓
3-11 the liver 肝臓
3-12 the lungs 肺
3-13 the nose 鼻
3-14 the peripheral nervous system 末梢神経系
3-15 the respiratory tract 気道
3-16 the teeth 歯
3-17 the thyroid 甲状腺

4 May cause [P1|, | and ]  [P1|、 | および ]のおそれ
4-1 P1： allergic skin reaction アレルギー性皮膚反応
4-2 dizziness めまい
4-3 drowsiness 嗜眠
4-4 harm to breast-fed children 授乳中の子に害を及ぼす
4-5 long lasting harmful effects to aquatic life 長期的影響により水生生物に有害
4-6 respiratory irritation 呼吸器系への刺激

5 May cause [P1|, | or ] if inhaled. 吸入すると、[P1|、 | または ]を起こすおそれ
5-1 P1： allergic or asthmatic symptoms アレルギーまたは喘息
5-2 breathing difficulties 呼吸困難
5-3 cancer がん

6 May cause damage to [P1|, | and ] if inhaled. 吸入の場合、[P1|、 | および ]の障害のおそれ
6-1 P1： blood cells 血球
6-2 cardiovascular system 心血管系
6-3 kidneys 腎臓
6-4 liver 肝臓
6-5 lungs 肺
6-6 optic nerve 視神経
6-7 respiratory tract 気道
6-8 the nervous system 神経系
6-9 the respiratory system 呼吸器系

7
May cause damage to [P1|, | and ] through prolonged or repeated
exposure if swallowed.

飲み込んだ場合、長期または反復暴露による[P1|、 | および ] の
障害のおそれ

7-1 P1： bone marrow 骨髄
7-2 bones 骨
7-3 gastrointestinal tract 胃腸管
7-4 peripheral nervous system 末梢神経系
7-5 teeth 歯
7-6 thyroid 甲状腺
7-7 urinary tract 尿路
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8 Suspected of causing [P1] [P1]のおそれの疑い
8-1 P1： cancer if inhaled 吸入すると発がん
8-2 genetic defects 遺伝性疾患

9 Catches fire spontaneously if exposed to air 空気に触れると自然発火

10 Causes eye irritation 眼刺激

11 Causes mild skin irritation 軽度の皮膚刺激

12 Causes serious eye damage 重篤な眼の損傷

13 Causes serious eye irritation 重度の眼刺激

14 Causes severe skin burns and eye damage 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷

15 Causes skin and eye irritation 皮膚および眼刺激

16 Causes skin irritation 皮膚刺激

17 Combustible liquid 可燃性液体

18 Contains gas under pressure; may explode if heated 加圧ガス；熱すると爆発のおそれ

19 Contains refrigerated gas; may cause cryogenic burns or injury 深冷液化ガス；凍傷または傷害のおそれ

20 Explosive; fire, blast or projection hazard 爆発物；火災、爆風または飛散危険性

21 Explosive; mass explosion hazard 爆発物；大量爆発危険性

22 Explosive; severe projection hazard 爆発物；激しい飛散危険性

23 Extremely flammable aerosol 極めて引火性の高いエアロゾル

24 Extremely flammable gas 極めて引火性の高いガス

25 Extremely flammable liquid and vapour きわめて引火性の高い液体および蒸気

26 Fatal if inhaled 吸入すると生命に危険

27 Fatal if inhaled dust. 粉塵を吸入すると生命に危険

28 Fatal if inhaled mist ミストを吸入すると生命に危険

29 Fatal if inhaled vapour 蒸気を吸入すると生命に危険

30 Fatal if swallowed 飲み込むと生命に危険

31 Fatal if swallowed or if inhaled 飲み込むと、または吸入すると生命に危険

32 Fatal if swallowed or in contact with skin 飲み込むと、または皮膚に接触すると生命に危険

33 Fatal if swallowed, in contact with skin or if inhaled 飲み込んだり、皮膚に接触または吸入すると生命に危険

34 Fatal in contact with skin 皮膚に接触すると生命に危険

35 Fatal in contact with skin or if inhaled 皮膚に接触または吸入すると生命に危険

36 Fire or projection hazard 火災、または飛散危険性

37 Flammable aerosol 引火性のエアロゾル

38 Flammable gas 引火性ガス

39 Flammable liquid and vapour 引火性液体/蒸気

40 Flammable solid 引火性固体

41 Harmful if inhaled dust 粉塵を吸入すると有害

42 Harmful if inhaled vapour. 蒸気を吸入すると有害

43 Harmful if swallowed 飲み込むと有害
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44 Harmful if swallowed or if inhaled 飲み込むまたは吸入すると有害

45 Harmful if swallowed or in contact with skin 飲み込むまたは皮膚に接触すると有害

46 Harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled 飲み込んだり、皮膚に接触または吸入すると有害

47 Harmful in contact with skin 皮膚に接触すると有害

48 Harmful in contact with skin or if inhaled 皮膚に接触または吸入すると有害

49 Harmful to aquatic life 水生生物に有害

50 Harmful to aquatic life with long lasting effects 長期的影響により水生生物に有害

51
Harms public health and the environment by destroying ozone in
the upper atmosphere

大気上層部のオゾン層破壊により、公衆衛生や環境を害する

52 Heating may cause a fire 加熱すると火災が生じることがある

53 Heating may cause a fire or explosion 熱すると火災や爆発のおそれ

54 Heating may cause an explosion 熱すると爆発のおそれ

55 Highly flammable liquid and vapour 引火性の高い液体/蒸気

56 In contact with water releases flammable gases 水に触れると引火性のガスを生成する

57
In contact with water releases flammable gases which may ignite
spontaneously

水に触れると自然発火するおそれのある引火性ガスを発生

58 Insufficient data for GHS classification GHS分類には不十分なデータ

59 May be corrosive to metals 金属腐食のおそれ

60 May be fatal if swallowed and enters airways 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

61 May be harmful if inhaled dust 粉塵を吸入すると有害のおそれ

62 May be harmful if inhaled gas. 気体を吸入すると有害のおそれ

63 May be harmful if inhaled vapour 蒸気を吸入すると有害のおそれ

64 May be harmful if swallowed 飲み込むと有害のおそれ

65 May be harmful if swallowed and enters airways 飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ

66 May be harmful if swallowed or if inhaled 飲み込むまたは吸入すると有害のおそれ

67 May be harmful if swallowed or in contact with skin 飲み込むまたは皮膚に接触すると有害のおそれ

68 May be harmful if swallowed, in contact with skin or if inhaled 飲み込んだり、皮膚に接触または吸入すると有害のおそれ

69 May be harmful in contact with skin 皮膚に接触すると有害のおそれ

70 May be harmful in contact with skin or if inhaled 皮膚に接触または吸入すると有害のおそれ

71
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if
inhaled

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

72 May cause an allergic skin reaction アレルギー性皮膚炎を起こすおそれ

73 May cause cancer 発がんのおそれ

74 May cause drowsiness or dizziness 眠気やめまいのおそれ

75 May cause fire or explosion; strong oxidizer 火災または爆発の恐れ；強酸化剤

76 May cause genetic defects 遺伝性疾患のおそれ

77 May cause harm to breast-fed children 授乳中の子に害を及ぼすおそれ

78 May cause long lasting harmful effects to aquatic life 長期的影響により水生生物に有害のおそれ
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79 May cause or intensify fire; oxidizer 発火または火災助長のおそれ；酸化剤

80 May damage fertility or the unborn child 生殖能または胎児への悪影響のおそれ

81 May damage fertility or the unborn child if in contact with skin. 皮膚に接触すると、生殖能または胎児への悪影響のおそれ

82 May damage fertility or the unborn child if inhaled 吸入すると生殖能または胎児への悪影響のおそれ

83 May intensify fire; oxidizer 火災助長のおそれ；酸化剤

84 May mass explode in fire 火災時に大量爆発のおそれ

85 May react explosively even in the absence of air 空気が無くても爆発的に反応するおそれ

86
May react explosively even in the absence of air at elevated
pressure and/or temperature

圧力および/または温度が上昇した場合、空気が無くても爆発的に
反応するおそれ

87 May cause respiratory irritation 呼吸器系への刺激のおそれ

88 No hazard classification according to GHS criteria GHS判定基準による危険有害性分類なし

89 Pressurized container: may burst if heated 高圧容器：熱すると破裂のおそれ

90 Self-heating in large quantities; may catch fire. 大量の場合自己発熱；火災の恐れ

91 Self-heating; may catch fire 自己発熱；火災のおそれ

92 Signal: Danger 注意喚起語：危険

93 Signal: Warning 注意喚起語：警告

94 Suspected of causing cancer 発がんのおそれの疑い

95 Suspected of causing genetic defects 遺伝性疾患のおそれの疑い

96 Suspected of damaging fertility or the unborn child 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い

97 Suspected of damaging fertility or the unborn child if ingested. 経口摂取すると、生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い

98 Toxic 有毒

99 Toxic if inhaled mist. ミストを吸入すると有害

100 Toxic if inhaled vapour 蒸気を吸入すると有毒

101 Toxic if swallowed 飲み込むと有毒

102 Toxic if swallowed or if inhaled 飲み込むまたは吸入すると有毒

103 Toxic if swallowed or in contact with skin 飲み込むまたは皮膚に接触すると有毒

104 Toxic if swallowed, in contact with skin or if inhaled 飲み込んだり、皮膚に接触または吸入すると有毒

105 Toxic in contact with skin 皮膚に接触すると有毒

106 Toxic in contact with skin or if inhaled 皮膚に接触または吸入すると有毒

107 Toxic to aquatic life 水生生物に毒性

108 Toxic to aquatic life with long lasting effects 長期的影響により水生生物に毒性

109 Unstable explosive 不安定性爆発物

110 Very toxic to aquatic life 水生生物に非常に強い毒性

111 Very toxic to aquatic life with long lasting effects 長期的影響により水生生物に非常に強い毒性
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