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安安安安GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)
国国国国国国国国国国:
国国国国国: 国国国国国 2
国国国国国/国国国: 国国国国 2
国国国国国国国国国国国国国国: 国国国国国 1
国国国国国国国国国国国国国国国: 国国国国国国/国国国国国国国国国国 3
国国国国国国国:
国国国国国国国国国国国国国
国国国国国
国国国国国国国国国国国国国国国国国国
国国国国国国国国国国国国
安安安安安
安安安安GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.8)
安安安安安安安安安安安安安安安安安安安安
2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide
methyl methacrylate
国国
安安安安安:
安安安安安安安:

国国国国: 2 - 国国国国国国国国国国国国: 1
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H225
H315
H317
H335

国国国国国国国国国国国国国
国国国国国
国国国国国国国国国国国国国国国国国国
国国国国国国国国国国国国

安安安安安
P403+P233
P235
P233
P210
P261
P280

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
国国国国国国国国国国国国
国国国国国国国国国国国国
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国-国国国
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CAS国国

国国国

国国

国国 (国国国国GHS (ST/SG/AC.10/11/Rev.8))
80-62-6

methyl methacrylate

75 - < 80 %

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H225 H315 H317 H335
109-16-0

triethylene glycol dimethacrylate

5 - < 10 %

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H319 H317 H335
94-36-0

dibenzoyl peroxide; benzoyl peroxide

1-<5%

Org. Perox. B, Eye Irrit. 2A, Skin Sens. 1; H241 H319 H317
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安安安安安
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国国国国国国国国国国国国国国国 国国/国/国国/国国国国国国国国国国国国国国国 国国国国国国国国国国国国国国国国国国 国国国国国国国国国
国国国国国国
安安安安安安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 国国国国国
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国国国国国国国国国
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国国国国国: 国国国国 国 7
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国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 国国/国/国国/国国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安安安安安安安安安安安安安安
国国国国国国国国国国国国国 - 国国国 国国国国国国国国国国国国 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安安安安安安安安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 国国国国国国国国国国国国国国国国
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 国国国国国国国国国国国国国国国国.
安安安安安安安安安安安安安
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国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国: 国国国国 国国国国国国国国国国国国国国国

8 安安安安安安安安安安安
安安安安安安安安
安安安安

国国国国: 2 - 国国国国国国国国国国国国: 1

JA

国国国: 01.07.2022

VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG

安安安安安安安安
国国国国GHS国国国

VITA VIONIC BOND I
国国国国国国国: 15.08.2019

国国国国国: 288

国国国 4 国 7

安安安安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 国国/国/国国/国国国国国国国国国国国国国国国
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安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安安

国国国国国国国国国 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
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国国国国国:
国:
国国:

国国国
国国
国国国国国

安安安安安

国国国国国国国国

国国/国国国国:
国国国国国国国国国国国国国国:

101 °C

国国国:

10 °C

安安安
国国/国国国:

国国:

国国国
国国国

国国国国:
国国国国:

2,1 国国%
12,5 国国%

国国国:

430 °C

安安安安安安
国国:
国国:

国国国
国国国

国国国国:

国国国国国国国国

国H国:

国国国国国国国国
国国国

国国国:
安安安安安安安安安
国国国国国国国国

国国国国国国国国

n-国国国国国国/国国国国国:
国国国:
(国 50 °C)

<=1100 hPa
国国国国国国国国

国国:
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国国国国国.
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国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
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国国国国国国国国国国国国
安安安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安
国国国国国国国国
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国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
CAS国国

国国国
国国国国国

80-62-6

国国国

国

国国国国国

国国

methyl methacrylate
国国国

LD50(50%国国国)
5000 mg/kg

>

安安安安安安安安
国国国国国
国国国国国国国国国国国/国国国国: 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国国国国 (methyl methacrylate; triethylene glycol dimethacrylate; dibenzoyl peroxide;
benzoyl peroxide)
安安安安安安安安安安/安安安安/安安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安安安安安安安安安安
国国国国国国国国国国国国 (methyl methacrylate)
安安安安安安安安安安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
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国国国国国国国国国国国: 国国国国国
安安安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安

国国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安安安安

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安安安安安
国国国国国国国国
安安安安安
国国国国国国国国国国国国国
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安安安安安安安
安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
安安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
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安安安安 (IMDG)
UN安安安安安ID安安:
安安安安安安安安:
安安安安安安安安安安安安安安:
安安安安安安安安:
国国国国国国:

国国国国国:
国国国:
国国:
EmS:
国国国国国国国国国国国国国国国国国
国IMDG国国国国:
安安 (ICAO-TI/IATA-DGR)
UN安安安安安ID安安:
安安安安安安安安:
安安安安安安安安安安安安安安:
国国国国: 2 - 国国国国国国国国国国国国: 1

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains methyl methacrylate)
3
II
3

274
1L
E2
F-E, S-E
ammonium compounds

UN 1993
FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains methyl methacrylate)
3
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安安安安安安安安:
国国国国国国:

II
3

国国国国国:
国国国-国国:
Passenger LQ:
国国:
IATA国国国国国-国国:
IATA国国国国-国国:
IATA国国国国国国国国国:
IATA国国国国国国国国国:

A3
1L
Y341
E2

国国国 7 国 7

353
5L
364
60 L

安安安安安安安

国国国国国国国国:

国国国

安安安安安安安安安安安安安安
国国: 国国国国国国
MARPOL 73/78 安安安安安 II 安安安 IBC Code 安安安安安安安安安安
国国国
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安安安安安安

国国国国:
国国国国/国国:

国国国国国国国国国国国国国国国
国国国国国国国国国国国国国国国国国

16 安安安安安安
安安

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 2,15.
安安安安安安安安安

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
安安安安安
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国. 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国. 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国. 国国国
国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国
国国国国国国国国国国国国国国国国国国
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