
 

 

毒物及び劇物指定令の改正に伴う製品の重要なお知らせ 
 

 

拝啓  

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  

平素は、シヤチハタ製品に対して格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  

この度、厚生労働省により毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案が取りまとめられ、2020 年 7 月 1 日  

から施行されることが決定しました。これにより、弊社製品の一部が劇物に該当することが判明致しました。  

つきましては、該当製品については「毒物及び劇物取締法」に従って、お取扱い頂く必要があります。該当製  

品をお取扱いのお客様は下記内容を必ずご確認頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。  

今後とも、製品品質の向上に尽力してまいりますので、引き続きご指導とご協力を頂き、弊社製品をご愛顧賜  

 りますよう、よろしくお願い致します。  

敬具  

 

 

【該当製品】 

 ・Y-70 インキを使用している全ての商品 

 ・RM-26 溶剤の商品 

・FX-QR インキを使用している全ての商品 

 

 

【該当製品をご使用のお客様へ】 

2020 年 7 月 1 日以降は毒物及び劇物取締法に則って、該当製品を取扱う必要があります。2020 年 9 月 30 日までの猶予期間が

設けられておりますが、出来るだけ早めにご準備して頂き、ご対応をお願い致します。 

 

・該当製品は紛失、盗難および漏洩防止の為、施錠可能な保管庫に保管し、管理表で適切に保管してください。 

・該当製品および保管庫に白地に赤色で医薬用外劇物と記載されたラベル等で表示してください。 

                                        例） 

 

 

 

【該当製品をご購入の販売店様へ】 

2020 年 7 月 1 日以降は該当製品を販売・授与する場合、販売業の登録および毒物劇物取扱責任者の設置が必要となります。2020

年 9 月 30 日までの猶予期間が設けられておりますが、出来るだけ早めにご対応をお願い致します。また、該当製品は毒物及び劇

物取締法に則って取扱う必要がありますので、あわせてご対応をお願い致します。 

 

 

以上、何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

※「毒物及び劇物取締法」および毒物劇物の適切な保管管理については、所在の都道府県等自治体または厚生労働省 医薬・生活 

衛生局 医薬品審査管理課 化学物質安全対策室または下記ホームページにお問い合わせください。 

 

http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/dokuindex.html 

http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/hokan/hokan.html 

 

 

 

【お問合せ窓口】 

その他質問等は下記お問い合わせフォームまでご連絡ください。   

 
   https://www.shachihata.co.jp/support/contact/index.php 

 

 

 

 

 

http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/dokuindex.html
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/hokan/hokan.html
https://www.shachihata.co.jp/support/contact/index.php


 

2020 年 7 月 1 日より施行された該当製品 

 

 

【Y70 インキタイプ】 

 

■スタンパー類 

商品名 品番 

TAT スタンパー 丸型 6 号 XQT-6CS / XQT-6CS-NRM 

TAT スタンパー 丸型 11 号 XQT-11CS / XQT-11CS-NRM 

TAT スタンパー 丸型 16 号 XQT-16CS / XQT-16CS-NRM 

TAT スタンパー 丸型 20 号 XQT-20CS / XQT-20CS-NRM 

TAT スタンパー 丸型 30 号 XQT-30CS / XQT-30CS-NRM 

TAT スタンパー 角型 1342 号 XQT-1342CS / XQT-1342CS-NRM 

TAT スタンパー 丸型 16 号 日付差替印 XQTD-16CSN 

TAT スタンパー 丸型 20 号 日付差替印 XQTD-20CSN 

TAT スタンパー 丸型 30 号 日付差替印 XQTD-30CSN 

 

■日付コマ類 

商品名 品番 

TAT スタンパー 差替コマセット N 12 号用 XQTD-12KSN 

TAT スタンパー 日付差替コマ 年/月/日 12 号用 XQTD-12KY/M/D 

TAT スタンパー 差替コマセット N 16 号用 XQTD-16KSN 

TAT スタンパー 日付差替コマ 年号/月/日 16 号用 XQTD-16KY/M/D 

TAT スタンパー 差替コマセット N 20 号用 XQTD-20KSN 

TAT スタンパー 日付差替コマ 年号/月/日 20 号用 XQTD-20KY/M/D 

TAT スタンパー 差替コマセット N 30 号用 XQTD-30KSN 

TAT スタンパー 日付差替コマ 年号/月/日 30 号用 XQTD-30KY/M/D 

TAT スタンパー 差替文字 数字セット XQT-PKS 

TAT スタンパー 差替文字 英字セット XQT-PKE 

TAT スタンパー 差替文字 ひらがなセット XQT-PKH 

TAT スタンパー 差替文字 カタカナセット XQT-PKK 

TAT スタンパー 用別寸コマ XQT-PBK 

TAT スタンパー 差替既製文字 バラ XQT-PK 

 

■補充インキ類 

商品名 品番 

TAT スタンパーインキ 20Y-70 黒/赤/藍色/紫/緑 XQTR-20/Y-70-K/R/B/V/G 

TAT スタンパー溶剤 20ｍL 26 XQTR-20-RM-26 

 

■その他 

 ・Y-70 インキを使用している全ての商品 

 ・RM-26 溶剤の商品 

 

 

 

 

 



 

【SP 油性隠しインキタイプ】 

 

■スタンパー類 

商品名 品番 

TAT スタンパー 6 号 SP 隠しインキ油性 XQT-6CS-FXQR 

TAT スタンパー 11 号 SP 隠しインキ油性 XQT-11CS-FXQR 

TAT スタンパー 16 号 SP 隠しインキ油性 XQT-16CS-FXQR 

TAT スタンパー 20 号 SP 隠しインキ油性 XQT-20CS-FXQR 

TAT スタンパー 30 号 SP 隠しインキ油性 XQT-30CS-FXQR 

TAT スタンパー 1342 号 SP 隠しインキ油性 XQT-1342CS-FXQR 

 

■補充インキ類 

商品名 品番 

タートスタンパーインキ 20FXQR XQTR-20/FXQR 

タートスタンパーインキ 60FXQR XQTR-60/FXQR 

 

■その他 

 ・FX-QR インキを使用している全ての商品 


