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参考資料：
カリフォルニア州プロポジション65 警告ラベル

 2018年8月30日から
– 新しい警告ラベルが必要になります！

 Article 6, Clear and Reasonable Warning (規制名）

 プロポジション65にリストされている化学物質を含有する製

品などが対象となります。化学品、消費者製品、機械など幅
広くカバーされます。

 消費者から工場での作業者などをプロポジション65にリスト
された化学物質の暴露から保護することを目的としています。

 警告方法は、複数あるので、適した方法を利用することがで
きます。（注：法規制の内容に適合していなければなりませ
ん。ご注意ください。）

1



www.BOMcheck.net     ©2018 Environment Japan KK     www.EJKK.co.jp

カリフォルニア州プロポジション65 警告ラベル

 Proposition 65 Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 
1986 (プロポジション65飲料水安全および有害施行法）

 発がん性や生殖毒性を引き起こす、または、可能性のある有害化学物質リ
スト（プロポジション65リスト）に収載された化学物質を含有する製品/化学

品等をカリフォルニア州内で流通する時に、事前に有害物質による暴露を
知らせることを目的とする。

 家庭または職場での暴露、または環境放出による暴露等が対象となる。

 警告ラベル
– セーフハーバ警告

 無影響量（発がん性のNSRL〔No Significant Risk Lebel：著しいリスクを示さない量〕または（生殖毒性のMADL〔Maximum 
Allowable Dose Level：最大許容投与量〕）以下の場合、警告ラベル等が免除される。セーフハーバーレベル
と呼ばれる。無影響量以上の場合、ラベルが必要になる。

– セーフハーバー警告代替警告などがある。

 プロポジション65収載化学物質： 約900ケミカル

– http://oehha.ca.gov/proposition-65/chemicals (chemical list)
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http://oehha.ca.gov/proposition-65/chemicals


Proposition 65 New Warning Label Examples（セーフハーバー警告）
Article 6, Clear and Reasonable Warning effective in August 30th, 2018

WARNING: This product can expose you to chemicals including
[name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California 
to cause cancer.  For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. 

WARNING: This product can expose you to chemicals including 
[name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California 
to cause cancer, and [name of one or more chemicals], which is [are] known to 
the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.  
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

WARNING:  This product can expose you to chemicals including 
[name of one or more chemicals], which is [are] known to the State of California 
to cause birth defects or other reproductive harm.  
For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

発がん性物質に暴露する場合（例） For carcinogen

生殖毒性物質に暴露する場合（例） For reproductive toxins

発がん性物質と生殖毒性物質の両方に暴露する場合（例）For carcinogens and reproductive toxins-contained products

発がん性と生殖毒性の両方を示す化学物質に暴露する場合（例） For carcinogens and reproductive toxins 

WARNING:  “This product can expose you to chemicals including [name of 
one or more chemicals], which is [are] known to the State of California to 
cause cancer and birth defects or other reproductive harm.  For more 
information go to www.P65Warnings.ca.gov.” 
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セーフハーバー警告の代替警告
(short-form warning)

 直接製品またはパッケージに貼付する方法

（消費者製品など）
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WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

発がん性と生殖毒性の両方を示す化学物質に暴露する場合（例）
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その他の警告

 インターネット警告
– ハイパーリンク “WARNING”

 インターネットショッピング（カリフォルニア住民のみ対象）

 オーダーメイド警告（tailored warnings)
消費者製品限定暴露警告

– アルコール飲料、食品、非アルコール飲料、処方箋薬、

歯科ケアー製品、木材ダスト、家具、ジーゼルエンジン、自動車、

レクリエーション用自動車

– 屋内駐車場、遊園地、石油系製品、ガソリンステーション、

自動車修理工場、特定禁煙所等
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その他

要注意

 Consumer advocacy groups/Bounty hunters
 消費者擁護団体/バウンティハンター（報奨金目当てで違反

製品を探す人々）

 セーフハーバー警告がベースになっているが、使用が強制
されてはいない。これ以外の警告方法を利用しても構わない。

ただし、根拠を明確にしておくことが必要である。

 情報のご利用の際のお願い。最終判断は、貴社の責任でお
願いします。
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参考資料

 https://oehha.ca.gov/proposition-65
 https://www.p65warnings.ca.gov/new-proposition-

65-warnings
 https://www.p65warnings.ca.gov/
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