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公益財団法人日本中毒情報センター 製品情報登録のご案内 

公益財団法人日本中毒情報センターでは製品情報登録制度を設けております。お預かりした製品

情報は日本中毒情報センターの内部でデータベース化し、該当製品による中毒事故が発生した場合

の情報提供および問い合わせ内容を事故防止に生かすための基礎資料として利用致します。誠にお

手数ですが、下記をご参照の上、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。 

記 

●製品情報登録に必要な資料

1) 登録製品リスト （必須）

・電子ファイル 1 式 （媒体：CD-R 等）

・控えとしてプリントアウトしたもの 1 部

・ 内容（見本：別紙 1）：製品名、JPIC-DS ファイル名、製品ラベルファイル名、登録目的 

・ 所定の書式（Windows 版 Excel ファイル）を日本中毒情報センターウェブサイトよりからダウン

ロードして作成する（改変可） 

2) 各製品に関するデータシート （必須）

登録製品リスト上の製品名の件数と合致する数のデータシートをご準備ください。

・電子ファイル 1 式 （媒体：CD-R 等）

a. 日本中毒情報センター製品情報データシート(JPIC-DS) を利用する場合

・ 別紙 2：製品情報データシート（JPIC-DS）記入見本をご参照の上、ご記入ください。 

・ 内容：製品名、会社名、連絡先、用途、使用法、性状外観、化学的・物理的性質、成分・組成、

毒性、法的規制事項、その他中毒情報の提供に必要な情報 

・ 所定の書式（Windows 版 Microsoft-Access/Excel/Word ファイル）を日本中毒情報センター

ウェブサイトからダウンロードする 

・ Excel/Word ファイルの場合は可能な限り 1 データシート 1 ファイルとして作成する 

b. 安全データシート SDS で提供される場合

・ SDS の場合、Word ファイルもしくはテキスト選択可能な PDF ファイルでお願いします。 

・ 貴社で既に作成されている SDS 等の場合、不足項目がありますので、製品ラベルもしくはパ

ッケージ見本を必ず添付ください。 

c. 医薬品インタビューフォーム、添付文書で提供される場合

・ 添付文書集でも可。添付文書集の場合、2 部お願いします。 

3) 製品ラベルもしくはパッケージ（必須）

*外装記載事項確認のため

・電子ファイル 1 式 （媒体：CD-R 等） 

電子ファイルでの提供が難しい場合は、製品見本またはカラーコピーでも可 

4) カタログ、パンフレット、製品要覧（農薬等）、添付文書集（医薬品等）  2 部
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●製品情報登録内容の更新 

  登録後、製品情報に変更があった場合はご連絡をお願い致します。 

  また SDS を一括で更新した等の場合は、一式をご提供ください。 

 

 

●資料送付先（お問い合わせ先) 

資料は下記、製品情報整備担当宛にお送りください。また登録内容や資料送付方法等、製品情報

に関するお問い合わせの場合は、下記担当者まで直接お尋ねください。 

        公益財団法人日本中毒情報センター 製品情報整備担当   三瀬
み せ

、梶原
か じ は ら

、山中
や ま な か

 

〒562-0036 大阪府箕面市船場西 2-2-1 ニューエリモビル 

          電話：072-730-2565（製品情報整備担当 直通)  FAX：072-726-9926 

電子メール productinfo＠j-poison-ic.or.jp 

日本中毒情報センターウェブサイト https://www.j-poison-ic.jp 

（2019 年 5 月 7 日より上記 URL に変更になります） 

 

なお製品情報の登録(無料)以外に、日本中毒情報センター中毒 110 番の名義使用をご希望される

場合は、賛助会員制度(名義使用会員)へのご加入(有料)をお願い致しております。詳しくは公益財団

法人日本中毒情報センター本部事務局（電話：029-856-3566）までお尋ねください。 

 

以上 



公益財団法人日本中毒情報センター　登録製品リスト

登録会社名 ABC化学㈱

登録年月日 2019/4/1

製品名（正式名称）
JPIC-DS
ファイル名

製品ラベル
ファイル名

登録目的
(リストから選択)

1 ＡＢＣ台所用洗剤 ABCdai ABCdaiL 新発売

2 ＡＢＣゴキブリ用エアゾール ABCgoki ABCgL1、ABCgL2 処方変更

3 ＡＢＣ漂白剤 ABChyou プリントアウト その他

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

製品ラベルをカラーコピー
で提供の場合

製品ラベルファイルが
複数ある場合は、列
記してください

「その他」の場合は、
JPIC-DSの「10.その
他」に変更内容などを
記載ください。
例）容量変更・追加、
パッケージ変更 など

JPIC登録製品リスト2015

別紙１　JPIC登録製品リスト記入見本



製品情報データシート（ＪＰＩＣ－ＤＳ）   

 公益財団法人 日本中毒情報センター

記入日2019 年4 月1 日 
会社名： ＡＢＣ化学㈱ ←お手数ですが、ご記入お願い致します  〔 製造、販売、輸入、その他（ ）〕 

住所：   A市B町１－２－３ 

担当部門： お客様相談センター 記入者：   中毒一郎    

電話番号：  06-6878-8899      FAX番号： 06-6878-8866    

１．製品名（正式名称） ＡＢＣ台所用洗剤 ←正式なご商品名をご記入下さい 
包装記載の商品名：ＡＢＣ除菌台所用洗剤 

販売名     ：ＡＢＣ台所用洗剤op

別名・キャッチコピーなど： お台所のＡＢＣ ←通称、包装に記載のあるキャッチコピー等 
該当処方 製造開始年月日： 1999年10月  ←ご記入お願い致します 

製造中止年月日： 

２．包装に記載のある会社名および連絡先（３社以上の場合は、１０．その他にご記入下さい）

会社名： ＡＢＣ化学㈱ 〔 製造、販売、輸入、その他（ ）〕 
担当部門： お客様相談センター 電話番号：06-6878-8899

会社名： ㈱DE Fジャパン  〔 製造、販売、輸入、その他（ ）〕 
担当部門： 製品管理室 電話番号：0298-52-6399

３．用途 食器、調理器具、流し台換気扇、レンジなどお台所のあらゆる汚れ落とし ←ご記入お願い致します 

４．使用法（常用量）  ・食器類、調理器具：使用時に原液20mLを水1Lに希釈し、スポンジ等につけて洗う。

・流し台、換気扇、レンジ等：ハンドスプレー等で直接吹きつけ、スポンジ等でこする。

５．性状・外観

剤型： 液体 ←「円形の錠剤」,「粘性の液体」のようにご記入下さい 
 色：  乳白色 ←内容物の色についてご記入下さい 
臭い： ミントの香り ←内容物の臭いについてご記入下さい 
容器の形・特徴： ハンドスプレー（詰替用有り） ←容器の形、色などについてご記入下さい 
包装単位（容量）： 200mL（詰替用：400mL） ←「3g／１錠」，「200mL／1本」のようにご記入下さい 

６．化学的・物理的性質

ｐＨ（原液および使用濃度）： 原液で9.5，使用時で7.5 ←可能な限り、具体的な数値でご記入下さい 
その他：

７．成分組成（主成分以外に溶剤・添加物なども記入下さい。エアゾルの場合は薬液と噴射剤を分けて記入下さい。）

 配合目的 化学名・一般名 組成    単位

陰イオン界面活性剤 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 20%(または20gや20mL等) 

アルカリ化剤 エタノールアミン  3%(または3gや3mL等) 

 溶剤 エチルアルコール  5%(または5gや5mL等) 

 溶剤 水 72%(または72gや72mL等) 

 香料 香料 微量

計 100%
８．毒性 ←お手数ですが、ご記入お願い致します 

製品毒性 LD50 ラット  経口  ＬＤ50：5000mg/kg以上 

(投与経路，動物種） 
眼・皮膚に対する刺激性  皮膚刺激性試験（健常成人20名，60分closed patch test）

(試験法) 皮膚刺激性なし 

９．法的規制事項（該当する場合）←お手数ですが、該当する場合ご記入お願い致します 
   毒物劇物取締法 なし ←「毒物」，「劇物」等     薬事法 なし ←「医薬品」，「医薬部外品」，「化粧品」等 
   農薬取締法 なし←「登録番号第○○○○号」等 消防法(危険物) なし←「第○石油類」等 
   家庭用品品質表示法 台所用洗剤←「台所用漂白剤」等  その他の法律

１０．その他 ←「成分組成は社外秘」等 

別紙2　製品情報データシート記入見本
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