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2010 年 5 月 25 日 

お客様 各位 

 

株式会社 松井製作所 

環境委員会 

 

アスベスト(石綿)の取扱指針の発行について 

 

近、石綿による中気腫、じん肺発症の判決の報道があり、平成 17 年 7 月 1 日に施行された

石綿障害予防規則の検討により、アスベスト（石綿）についての問合せが増えてきておりま

す。 

お客様に対し弊社としての統一した見解を提示し、誤った方法での事故を防止するために、

本指針を作成しすでに 5 年以上経過いたしました。 

 

本取扱指針に記載の交換作業時の注意事項は厚生労働省 大阪労働局 安全衛生課（TEL 

06-6949-6500）の指導に基づいています。石綿障害予防規則は建築物の解体作業が中心です

が、国民の健康被害を防止する観点から、装置、機械類は労働基準局又は各労働局で個別に

判断するとのことです。 

 

労働安全衛生法の改正により、茶石綿（アモサイト）、青石綿（クロシドライト）は平成７年

に製造が禁止され、白石綿（クリソタイル）１％以上含有製品は平成 16 年 10 月 1 日に製造

等が禁止されています。 

 

＜本取扱指針改正＞ 

2005 年 8 月 8 日  カラーリング装置、システム関係ユニット、制御盤等を追加し、金型温度

調節機の型式(MCJ-)を一部追加・削除しました。（vol.2） 

2005 年 11 月 10 日  MJ､MJⅡ､MHC､MCC､JL-VC を追加し、全体の再編集を行いました。(vol.3) 

2008 年 7 月 7 日  箱型乾燥機の断熱材分析結果を追加。巻末の添付資料参照 

2010 年 5 月 25 日  問合せ先の変更 

 

＊1. 箱型乾燥機（PO-○○/PH-○○）の扉部のシール材は、発泡シリコン製パッキンに交換

されることをお勧めします。３ページをご参照ください。 

 

本指針についてのお問合せは下記までお願い致します。 

１． 環境委員会事務局 

株式会社 松井製作所 品質保証課 
E-mail：kankyo@pc.matsui-mfg.co.jp 

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 2-19 

TEL 072-851-6118 

FAX 072-867-3364 
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Ⅰ. 表面に露出しているため、交換をお勧めするもの。 

表 1．アスベスト含有部品の取付箇所・用途一覧 

※ 1987 年 12 月製造分までが対象です（機械銘板等でご確認ください）。 

◆ 旧標準製品 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 アスベスト含有部品 

箱型乾燥機 ＰＯ－○○○ 

ＰＨ－○○○ 

        ↑ 

能力別 

50,80,120,200 

扉部のｼｰﾙ材 
 

 
ｱｽﾍﾞｽﾄﾔｰﾝﾛｰﾌﾟの表面

アスベストヤーンロープ

(T#7210) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 80～90%

含有 

代替品：発泡ｼﾘｺﾝ製ﾊﾟｯｷﾝ

(部品ｺｰﾄﾞ：05357)

交換作業は、大阪労働局の指導があり、下記をご参照ください。 

交換作業時の注意事項： 

1. 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者うちから石綿作業主任者を選任するこ

と（石綿障害予防規則第 19 条）。この者に、石綿作業者への特別教育（4h）を実施させ、

記録を保管すること。 

特別教育の内容（厚生労働省告示第 132 号／平成 17 年 7 月 1 日から適用） 

科  目 範      囲 時  間 

石綿等の有害性 石綿の性状  石綿による疾病の病理及び症状 0.5h 

石綿等の使用状況 石綿を含有する製品の種類及び用途  事前調査の方法 1h 

石綿等の粉じんの発

散を抑制するための

措置 

工作物の解体等の作業の方法  湿潤化の方法  作業場所の隔離の

方法  その他石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置につい

て必要な事項 

1h 

保護具の使用方法 保護具の種類、性能、使用方法及び管理 0.5h 

その他石綿等のばく

露の防止に関し必要

な事項 

労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）、労働安全衛生法施行令

（昭和 47 年政令第 318 号）、労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省

令第 32 号） 及び石綿障害予防規則中の関係条項  石綿等による健

康障害を防止するための当該業務について必要な事項 

1h 

 

2. 健康障害予防のため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹

底その他必要な措置を講じること。（石綿則第 1 条 1 項） 

健康管理の目安として、作業頻度が 4～5 回／月であれば必ず受診させること。4～5 回／

年であればこの限りではないが、作業頻度が集中する場合は受診させる。 

 

3. 作業計画の内、石綿等の粉じんの発散を予防し､又は抑制する方法を確立。及び作業者へ

の石綿等の粉じんのばく露を防止する方法を確立すること。（石綿則第 4 条 2 項） 

① 霧吹き等で被石綿及び石綿含有物を十分に湿潤させ、 

② 飛散予防の覆いを天・床・周囲に施し（大き目のビニール袋等で囲うのも良い）、 

③ 防塵マスク（半面形防塵マスク・RL 3 or RS 3／国家検定合格品）を着用させ、 

④ 極力肌を露出せず（長袖上着、長ズボン、ゴム手袋の着用等）、 

⑤ 取り外した被石綿及び石綿含有物、覆い物は厚手のビニール袋等に封じ込め処分する。

⑥ 作業者は作業後、作業服を掃除機(可能であれば真空掃除機)等で吸引し石綿を除去し、

⑦ 手洗い、うがいを実施し、露出した部位をシャワーで洗い流す。 

 

4. 作業を行う場合は、休日に行い他の作業者に被害が発生しないように心がける。 

 

又は､㈱マツイＳＤＩにおいて有償で対応させていただきます。ご希望の場合は巻末の各営業

所までお問合せください。 
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Ⅱ．機内に封じ込まれているため、飛散のおそれは無く､直ぐに交換を必要としないもの。 

※ 大阪労働局の指導もあり、機械廃棄までそのまま使用し続けてください。 

代替品を明示していますが、修理のため分解される場合を想定したものです。 

 

廃棄の際は、下記の注意事項を順守してください。 

廃棄する場合の注意事項： 

1. 機械からアスベスト含有部品を除去される際は、前ページの「交換作業時の注意事項」を

参照の上、アスベスト含有部品を十分に湿潤させてから行う。 

2. 湿潤したままのアスベスト含有部品を、厚手のビニール袋に空気を含まないようにして入

れ、口を封じる。 

※ 湿潤しない状態にすると、飛散性アスベストとの判定を受け、特別管理産業廃棄物とし

て取り扱われる可能性があります。 

3. ビニール袋の表面に「非飛散性アスベスト」と表示して「ゴム・プラスチック類」産業廃

棄物として産業廃棄物収集運搬・処理業者に委託してください。 

4. 内外装板の間に断熱材として使用しましたグラスウール及びロックウールは、以前の「取

扱指針」では、「ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿１%以上含有の可能性有り」としていましたが､その後の

成分分析の結果、アスベストの含有は無いことが判明しました。これらを廃棄される際は

「陶器・ガラス類」産業廃棄物として処理してください。 

※2008 年の再分析の結果、白石綿 0.1%以下で有ることが確認できました。 

その他、 

「H17.3.30 環境省通知・非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について」をご参照ください。

 

表 2．アスベスト含有部品の取付箇所・用途一覧 

※ 以下は 2000 年 9 月製造分までが対象です（機械銘板等でご確認ください）。 

◆ 旧標準製品 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

ダンパーとノズル間

のｼｰﾙ材 

ジェットローダー ＪＬ－○Ｐ 

      ↑ 

能力別 4,5,6 輸送先の投入ｻｲｸﾛﾝ

の取付ｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

ジェットローダー ＪＬ－○ＶＢＦ 

↑ 

能力別 3,4,5,6 

ﾌｲﾙﾀﾎﾞｯｸｽとﾀﾞｽﾄﾎｯ

ﾊﾟｰ間のﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰ

ﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

ジェットローダー ＪＬ－○ＶＣ 

      ↑ 

能力別 4,5,6,7 

吸引ｻｲｸﾛﾝとﾎｯﾊﾟｰ間

のﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

コンポＳＲＶ Compo-SRV 

Compo-SRVⅡ 

 

ﾌﾞﾛﾜｰﾕﾆｯﾄの吸引ｻｲｸ

ﾛﾝとﾀﾞｽﾄﾎｯﾊﾟｰ間のｼ

ｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

    

備考：型式の後に「-2」「-n」「＋○○○－○○」「-OP」「-OM」が付く物も対象となります。 

※ 記号の説明：Ｔ＃○○○○＝ニチアス製、Ｖ＃○○○○＝日本バルカー工業製 
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アスベスト含有部品の各機毎の使用量については不明です。 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

箱型乾燥機 ＰＯ－○○○ 

ＰＨ－○○○ 

        ↑ 

能力別 

50,80,120,200 

ﾆｸﾛﾑ線ﾋｰﾀ部の絶縁

材 

石綿紙（T#6600） 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 40～50%

含有 

※ｼｰｽﾞﾋｰﾀに交換した場

合、石綿紙は使用しま

せん。 

HD-○○○S 本体と成

形機間のﾌﾗﾝｼﾞ部のｼ

ｰﾙ材 

通気式乾燥装置 ＨＤ－○○○Ｓ 

        ↑ 

能力別 

10,15,25,50,75,100, ﾋｰﾀﾕﾆｯﾄの上下ﾌﾗﾝｼﾞ

部のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

通気式乾燥装置 HD-○○○S架台式 

      ↑ 

能力別 

150,200,250,300 

上記の成形機を架台

と読み換える。 

その他は同一。 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

HD-○○○N 本体と成

形機間のﾌﾗﾝｼﾞ部のｼ

ｰﾙ材 

通気式乾燥装置 ＨＤ－○○○Ｎ 

        ↑ 

能力別 

10,15,25,50,75,100,

150,200,250,300, 

ﾋｰﾀﾕﾆｯﾄの上下ﾌﾗﾝｼﾞ

部と熱風接続ﾌﾗﾝｼﾞ

部及び排気ｻｲｸﾛﾝ接

続ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

HDⅡ-○○○本体と

成形機間のﾌﾗﾝｼﾞ部

のｼｰﾙ材 

通気式乾燥装置 ＨＤⅡ－○○○ 

          ↑ 

能力別 

10,15,25,50,75,100,

150,200,250,300, 

ﾋｰﾀﾕﾆｯﾄの上下ﾌﾗﾝｼﾞ

部と熱風接続ﾌﾗﾝｼﾞ

部及び排気ｻｲｸﾛﾝ接

続ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

通気式乾燥装置 HDⅡ-○○○架台式 

      ↑ 

能力別 

10,15,25,50,75,100,

150,200,250,300 

上記の成形機を架台

と読み換える。 

その他は同一。 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

    

備考：型式の後に「-2」「-n」「＋○○○－○○」「-OP」「-OM」が付く物も対象となります。 

※ 記号の説明：Ｔ＃○○○○＝ニチアス製、Ｖ＃○○○○＝日本バルカー工業製 

 

 

 

アスベスト含有部品の各機毎の使用量については不明です。 
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機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

乾燥装置本体と成形
機間のﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ
材 
再生ﾋｰﾀｰ部の上下ﾌﾗﾝ
ｼﾞ部とﾓﾘｷﾗﾎﾞｯｸｽ蓋用
(底用)ｼｰﾙ材及びﾌｲﾙﾀ
ｰﾕﾆｯﾄ吸気管のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

除湿式乾燥装置 ＤＭＶ〇 

      ↑ 

能力別 

2-15,4-25,4-50, 

5-75,5-100, 

 

乾燥ﾎｯﾊﾟｰ内の乾燥ﾋｰ
ﾀｰ部上下ﾌﾗﾝｼﾞ部と熱
風接続ﾌﾗﾝｼﾞ部及び排
気口接続ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰ
ﾙ材（通気式乾燥装置
参照） 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

乾燥装置本体と成形
機間のﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ
材 
再生ﾋｰﾀｰ部の上下ﾌﾗﾝ
ｼﾞ部とﾓﾘｷﾗﾎﾞｯｸｽ蓋用
(底用)ｼｰﾙ材及びﾌｲﾙﾀ
ｰﾕﾆｯﾄ吸気管のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

除湿式乾燥装置 ＤＭＷ－〇 

        ↑ 

能力別 

2-15,4-25,4-50, 

5-75,5-100, 

乾燥ﾎｯﾊﾟｰ内の乾燥ﾋｰ
ﾀｰ部上下ﾌﾗﾝｼﾞ部と熱
風接続ﾌﾗﾝｼﾞ部及び排
気口接続ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰ
ﾙ材（通気式乾燥装置
参照） 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

乾燥装置本体と成形
機間のﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ
材 
再生ﾋｰﾀｰ部の上下ﾌﾗﾝ
ｼﾞ部とﾓﾘｷﾗﾎﾞｯｸｽ蓋用
(底用)ｼｰﾙ材及びﾌｲﾙﾀ
ｰﾕﾆｯﾄ吸気管のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

除湿式乾燥装置 ＤＭＸ－〇 

        ↑ 

能力別 

6A-150,6A-200, 

7A-250,7A-300, 

乾燥ﾎｯﾊﾟｰ内の乾燥ﾋｰ
ﾀｰ部上下ﾌﾗﾝｼﾞ部と熱
風接続ﾌﾗﾝｼﾞ部及び排
気口接続ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰ
ﾙ材（通気式乾燥装置
参照） 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

乾燥装置本体と成形
機間のﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ
材 
再生ﾋｰﾀｰ部の上下ﾌﾗﾝ
ｼﾞ部と切替弁(DMZ- 
120 まで)のｼｰﾙ材 

除湿式乾燥装置 DMZ-〇〇〇-□□□ 

      ↑ 

能力別 

40,80,120,170,240, 

500,700,900 

 

乾燥ﾎｯﾊﾟｰ 

10,15,25,50,75,100,

150,200,250,300,400

,500,700,900,1100 

乾燥ﾎｯﾊﾟｰ内の乾燥ﾋｰ
ﾀｰ部上下ﾌﾗﾝｼﾞ部と熱
風接続ﾌﾗﾝｼﾞ部及び排
気口接続ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰ
ﾙ材（通気式乾燥装置
参照） 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

備考：型式の後に「-2」「-n」「＋○○○－○○」「-OP」「-OM」が付く物も対象となります。 

※ 記号の説明：Ｔ＃○○○○＝ニチアス製、Ｖ＃○○○○＝日本バルカー工業製 
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機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

ﾎｯﾊﾟｰﾄﾞﾗｲﾔｰ下部ﾌﾗﾝ

ｼﾞ及び吸排気管ﾌﾗﾝｼﾞ

のｼｰﾙ材、 

ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ両側ﾌﾗﾝｼﾞ及

びｴﾙﾎﾞのｼｰﾙ材 

膨張ﾀﾝｸ上部ﾌﾗﾝｼﾞ及

びﾕﾆｵﾝｼﾞｮｲﾝﾄのｼｰﾙ材

5方向弁の取合い口の

ｼｰﾙ材 

マルチジェット MJ-○○-□□-L 

MJ-○○-□□-H 

MJ-○○-□□-A 

↑ 

能力別 15,25 

切替弁のｴﾙﾎﾞﾌﾗﾝｼﾞの

ｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

再生ﾋｰﾀ下部ﾌﾗﾝｼﾞのｼ

ｰﾙ材 

四方向弁の取合い口

のｼｰﾙ材 

ﾎｯﾊﾟｰ下部ﾌﾗﾝｼﾞのｼｰﾙ

材 

輸送ﾉｽﾞﾙ上部ﾌﾗﾝｼﾞの

ｼｰﾙ材 

乾燥ﾋｰﾀ上下ﾌﾗﾝｼﾞ部

のｼｰﾙ材 

ﾎｯﾊﾟｰ吸気管及び排気

管ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材 

マルチジェットⅡ MJⅡ-○○-L-L 

MJⅡ-○○-H-L 

MJⅡ-○○-A-L 

MJⅡ-○○H-L-L 

MJⅡ-○○H-H-L 

MJⅡ-○○H-A-L 

↑ 

能力別 15,25 

膨張ﾀﾝｸ取付及びふた

部ﾌﾗﾝｼﾞのｼｰﾙ材(-A ﾀｲ

ﾌﾟのみ) 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

 

 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

金型温度調節機 Ｍ  Ｃ－○○Ｌ 

ＭＣⅡ－○○Ｌ 

ＭＣⅢ－○○Ｌ 

ＭＣＮ－○○Ｌ 

ＭＣＮ－○○Ｌ－LL

ＭＣＤ－○○Ｌ 

ＭＣＤ－○○ＬＬ 

ＭＣＤⅡ－○○Ｌ 

ＭＣＤⅡ－○○ＬＬ

Ｍ  Ｃ－○○Ｈ 

ＭＣⅡ－○○Ｈ 

ＭＣⅢ－○○Ｈ 

ＭＣＮ－○○Ｈ 

ＭＣＤ－○○Ｈ 

ＭＣＤ－○○ＨＬ 

ＭＣＤⅡ－○○Ｈ 

ＭＣＤⅡ－○○ＨＬ

         ↑ 

能力別 15,30,60 

機内配管のﾕﾆｵﾝｼﾞｮｲﾝ

ﾄ部のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

備考：型式の後に「-2」「-n」「＋○○○－○○」「-OP」「-OM」が付く物も対象となります。 

※ 記号の説明：Ｔ＃○○○○＝ニチアス製、Ｖ＃○○○○＝日本バルカー工業製 
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機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

膨張ﾀﾝｸの上及び媒体

ﾀﾝｸ間のﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ

材 

金型温度調節機 Ｍ  Ｃ－○○Ａ 

ＭＣⅡ－○○Ａ 

ＭＣⅢ－○○Ａ 

ＭＣＮ－○○Ａ 

ＭＣＤ－○○Ａ 

ＭＣＤⅡ－○○Ａ 

          ↑ 

能力別 15,30,60 

機内配管のﾕﾆｵﾝｼﾞｮｲﾝ

ﾄ部のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

金型温度調節機 ＭＣⅡ－○○ＨＸ 

ＭＣⅢ－○○ＨＸ 

ＭＣＮ－○○ＨＸ 

          ↑ 

能力別 150,200,400 

機内配管のﾕﾆｵﾝｼﾞｮｲﾝ

ﾄ部のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

機内配管のﾕﾆｵﾝｼﾞｮｲﾝ

ﾄ部のｼｰﾙ材 

金型温度調節機 ＭＣⅡ－○○ＡＸ 

ＭＣⅢ－○○ＡＸ 

ＭＣＮ－○○ＡＸ 

↑ 

能力別 135,200,350 

膨張ﾀﾝｸと媒体ﾀﾝｸ間

のﾌﾚｷ管のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

熱媒接液部のﾌﾗﾝｼﾞ部

ｼｰﾙ材 

内外輪付渦巻き形ｶﾞｽｹｯﾄ

(V#596VSES) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 90%含有 

代替品：V#6596 

機内配管のﾕﾆｵﾝｼﾞｮｲﾝ

ﾄ部のｼｰﾙ材 

水フレキ管のｼｰﾙ部 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

金型温度調節機 ＭＣ－○○ＡＡ 

          ↑ 

能力別 165,250,350 

ﾎﾟﾝﾌﾟの上下ﾌﾗﾝｼﾞ部

のｼｰﾙ材 

ｶﾞｽｹｯﾄ(T#1804 相当) ｸﾘｿ

ﾀｲﾙ＝白石綿 80%含有 

代替品：T#1804NA 

 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

金型冷却機 ＭＨＣ－○○○Ｗ 

↑ 

能力別 300,500,750,

1000,2000,3000 

機内配管のﾕﾆｵﾝｼﾞｮｲﾝ

ﾄ部、ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75% 

又は(T#1100)67%含有 

代替品：V#6500 

 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

カラーリング装置 ＪＣＲ－○○ＰＦＢ

ＪＣⅡ-○○ｎ□□ 

        ↑ 

能力別 10,20,30 

混合機の回転軸部のｼ

ｰﾙ材 
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ(V#7133) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 60～75%

含有 

代替品：V#7233 

    

備考：型式の後に「-2」「-n」「＋○○○－○○」「-OP」「-OM」が付く物も対象となります。 

※ 記号の説明：Ｔ＃○○○○＝ニチアス製、Ｖ＃○○○○＝日本バルカー工業製 

 

アスベスト含有部品の各機毎の使用量については不明です。 
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※ 以下は 2002 年 3 月製造分までが対象です（機械銘板等でご確認ください）。 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

金型冷却機 ＭＣＣ－○○○ 

↑ 

能力別 200,300, 

 

機内配管のﾕﾆｵﾝｼﾞｮｲﾝ

ﾄ部、ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75% 

又は(T#1100)67%含有 

代替品：V#6500 

機内配管のﾕﾆｵﾝｼﾞｮｲﾝ

ﾄ部、ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75% 

又は(T#1100)67%含有 

代替品：V#6500 

金型冷却機 ＭＣＣ－○○○ 

↑ 

能力別 

500,750,1000,1500,

2000, ﾀｶｷﾞ冷機社製のｺﾝﾌﾟﾚ

ｯｻｰのﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材

ｶﾞｽｹｯﾄ(T#1901) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 45% 

代替品：T#1901-NF 

 

※ 以下は 2003 年 1 月製造分までが対象です（機械銘板等でご確認ください）。 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

機内配管のﾕﾆｵﾝｼﾞｮｲﾝ

ﾄ部、ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75% 

又は(T#1100)67%含有 

代替品：V#6500 

金型冷却機 

 

 

 

 

ＭＫＣ－○○○Ｗ 

↑ 

能力別 

200,300,500,750, 

1000,1500,2000 

 

ﾀｶｷﾞ冷機社製のｺﾝﾌﾟﾚ

ｯｻｰのﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材

ｶﾞｽｹｯﾄ(T#1901) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 45% 

代替品：T#1901-NF 

 

※ 以下は 2005 年 10 月製造分までが対象です（機械銘板等でご確認ください）。 

◆ システム関係 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

空気源 ＪＬ－○○ＶＣ 

ＢＳ－○○＋ＢＦ－□

       ↑ 

能力別 

50,65,80,100,125,150

ｱﾝﾚｯﾄ社製のﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜ

のｼｰﾙ材 

ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ(T#1303) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 81%含有 

代替品：T#1120 

 

※ 以下は 2000 年 9 月製造分までが対象です（機械銘板等でご確認ください）。 

◆ システム関係ユニット等 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

ロータリーバルブ ＲＶ－○○ 

       ↑ 

能力別 

5,10,15,30,40,50, 

100 

回転軸部のｼｰﾙ材 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ(V#7137) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 55～75%

含有 

代替品：V#7233 

備考：型式の後に「-2」「-n」「＋○○○－○○」「-OP」「-OM」が付く物も対象となります。 

※ 記号の説明：Ｔ＃○○○○＝ニチアス製、Ｖ＃○○○○＝日本バルカー工業製 
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機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

スクリュー 

フィーダー 

ＳＦ－○○Ａ 

↑ 

サイズ別 

65,80,100,150,200,

250,300 

回転軸部のｼｰﾙ材 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ(V#7137) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 55～75%

含有 

代替品：V#7233 

混合機 Ｐ－○○ 

↑ 

能力別 10,20,30 

回転軸部のｼｰﾙ材 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ(V#7133) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 40～50%

含有 

代替品：V#7233 

 (空気)配管系  JIS ﾌﾗﾝｼﾞ部のｼｰﾙ材 

 

MPJ(ﾏﾂｲﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ)

を使用している場合 

を除く 

ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

捕集機 ＭＶＨ－○○ 

↑ 

容積別 7,10,20,30, 

40 

吸引ｴﾙﾎﾞのｼｰﾙ材 ｶﾞｽｹｯﾄ(V#1500) 

ｸﾘｿﾀｲﾙ＝白石綿 75%含有 

代替品：V#6500 

備考：型式の後に「-2」「-n」「＋○○○－○○」「-OP」「-OM」が付く物も対象となります。 

※ 記号の説明：Ｔ＃○○○○＝ニチアス製、Ｖ＃○○○○＝日本バルカー工業製 

 

◆ 制 御 盤 

機  種 型  式 取付箇所及び用途 石綿含有部品 

ノーヒューズブレー

カ(三菱製 1994 年迄)
NF-S、AE-S 

絶縁モールド部品 ｸﾘｿﾀｲﾙ含有 

含有率は不明 

サーマルリレー(富士

製 1994 年迄) Rca、TH 

ﾓｰﾀ、ﾌﾞﾛﾜ類 

ヒートエレメントの

絶縁板 

ｸﾘｿﾀｲﾙ含有 

含有率は不明 

↑破壊しない限り飛散することはないとのメーカの説明です。 

 

アスベスト含有部品の各機毎の使用量については不明です。 

 

上記の表に明示されていない機種については、アスベスト含有部品は未使用と思われます。 

 

また、2000 年末までに納入しました、システム物件（特注扱い）については、個々に調査い

たしますので、弊社までお問合せください。 

 

アスベスト含有部品のＭＳＤＳ（製品安全データシート）等を必要とされる場合は、各メー

カーまで型式（T#○○○○／V#○○○○）を指定の上、直接お問合せください。 

 

◆ ニチアス株式会社 アスベスト相談窓口 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ： 0120-112-669（受付時間：土･日･祝を除く 09:00～11:30、13:00～17:30） 

 

◆ 日本バルカー工業株式会社 アスベスト相談窓口 

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ： 0120-208-231（受付時間：土･日･祝を除く 09:00～11:50、13:00～17:30） 
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交換作業の見積・部品については、下表の営業所まで、ご連絡ください。 

名称 所在地 TEL & FAX 

押出システム販売部   

東京押出機器グループ 〒171-0014 

東京都豊島区池袋 2-43-1 青柳ビル 11F 

tel:03-5992-3191㈹ 

fax:03-5992-2910 

大阪押出機器グループ 〒573-1132 

大阪府枚方市招提田近 2-19 

tel:072-851-9700㈹ 

fax:072-851-9760 

●東日本営業部   

東北営業所 〒984-0821 

仙台市若林区中倉 2-19-17 

tel:022-239-3651㈹ 

fax:022-239-3653 

北関東営業所 〒373-0853 

群馬県太田市浜町 18-50 

tel:0276-57-6131㈹ 

fax:0276-57-6132 

東京営業所 〒171-0014 

東京都豊島区池袋 2-43-1 青柳ビル 11F 

tel:03-5992-3183㈹ 

fax:03-5992-2910 

南関東営業所 〒252-0216 

神奈川県相模原市中央区清新 6-18-19 

tel:042-700-7211㈹ 

fax:042-700-7216 

●中日本営業部   

静岡営業所 〒422-8035 

静岡市駿河区宮竹 2-3-45 

tel:054-238-1765㈹ 

fax:054-238-1726 

名古屋営業所 〒457-0831 

名古屋市南区荒浜町 5-8 

tel:052-614-2601㈹ 

fax:052-614-2626 

●西日本営業部   

大阪営業所  〒573-1132 

大阪府枚方市招提田近 2-19 

tel:072-851-1774㈹ 

fax:072-851-9760 

広島営業所 〒730-0854 

広島市中区土橋町 2-40-201  

tel:082-295-8300㈹ 

fax:082-295-8355 

福岡営業所 〒812-0006 福岡市 

博多区上牟田 1-28-25 

tel:092-452-5223㈹ 

fax:092-452-5219 

大分出張所  〒871-0024 

大分県高津市中央町 2-4-48 

tel:0979-23-4397㈹ 

fax:0979-23-4397 

 

 

 








