
二重の信頼!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　　　　　　　　　　

発注情報　　　　　　　　　nformation

セルフシール二重チェック滅菌バック　　　　　　　　　　　　　　　　　　Self Seal Duo-Check

概要　　　　　　　 数量     商品番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Description Quantity Ref. # 

 5 x 20 cm 200/箱 SCZ

 6 x 10 cm 200/箱 SCXX

 7 x 23 cm 200/箱 SCX

 8 x 23 cm 200/箱 SCQ

 9 x 13 cm 200/箱 SCXS

 9 x 23 cm 200/箱 SCS

 9 x 23 cm 500/箱 SCS5        .5” x 22”/9 x 56 cm 100/Box SCL322

 11 x 28 cm 200/箱 SCB1X

 13 x 25 cm 200/箱 SCM

 13 x 38 cm 200/箱 SCL515

.5˝ x 13  ̋/ 19 x 33 cm 200/Box SCL

                                                                                                                                                                                            20 x 41 cm  200/箱 SCL816

                                                                            25 x 38 cm 100/箱 SCL1015
30 x 38 cm 100/箱 SCL1215

30 x 46 cm 100/箱 SCL1218

ヒートシール二重チェック滅菌バック　　　　Heat Seal Duo-Check

  

8 x 25 cm 200/箱 SC310HS

10 x 20 cm 200/箱 SC48HS

12 x 28 cm 200/箱 SC411HS

15 x 25 cm 200/箱 SC610HS

15 x 56 cm 200/箱 SC622HS

19 x 33 cm 200/箱 SC713HS

25 x 38 cm 200/箱 SC1015HS

ロール状の滅菌バック　　　　　　　　　　　R

概要　             数量      商品番号 Ref. # 
2” Roll  100 ft RST-002 

3” Roll  100 ft RST-003 

4” Roll   100 ft RST-004 

6” Roll  100 ft RST-006 

8” Roll   100 ft RST-008 

10” Roll  100 ft RST-010
 = 天然ゴム製ではありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　
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Duo-Check® 
二重チェックの滅菌バッグ/パウチ　　　　　　　　　

セルフシールとヒートシール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Self Seal and Heat Seal Pouches  
の滅菌バックはV字形の切り目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　have thumb notches making the 

で開封が容易にできます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pouch easier to open.

Duo-Check® 滅菌バックは内部と外部のインジケーターにより　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Pouches with both internal  
滅菌物の保持が三年間保たれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and external indicators will maintain sterilization of instruments  
蒸気滅菌とEOG滅菌には同様に適合いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for up to three years. Compatible with steam and EtO  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sterilization agents only.

• シングル-ユース バックは再利用器具の滅菌に最適です。　　　　　　     概要                  数量　　　 商品番号      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数量　　　　　　商品番号

 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8\r Single-use pouches for sterilizing reusable instruments.

• メディカル グレード ペーパーと特別な幅の∧∨字形のシール状の滅菌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バック. Manufactured with medical grade paper and extra-wide chevron seal to 
バックは器具の滅菌性の向上に寄与いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　protect against instrument breaching.

• ピンクの矢印は蒸気滅菌に暴露しますと薄茶色に変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pink arrows will turn light brown when exposed to steam and   
 EOGガスに暴露しますと、こげ茶色に変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dark brown when exposed to EtO.

• 滅菌バックは ISO 11140 と11607 標準に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　standards for pouch performance.

• ANSI/AAMI ST79 の蒸気滅菌の包括的な指針とヘルスケァー施設の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けぁーComprehensive Guide to Steam Sterilization 
保証指針に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and Assurance in Healthcare Facilities.

• 米国FDAの承認を受けております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　US Food and Drug Administration cleared.

滅菌バックには併せて Tyvek® 製のセルフ シール バックと　　　　　　　　　ロール状self seal  
ロール状オプションがございます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and roll options.

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Be sure about sterilization.
CDC のガイドラインは次の事柄を明解にします: 滅菌の主要素である　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the only way to be sure an instrument 
滅菌時間、温度、蒸気の三要素を確認する唯一の方法です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　has been sterilized is to expose it to all 3 sterilization criteria: time, 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　temperature and steam.

 Duo-Check 滅菌バックとSTEAM Plus滅菌インテグレーターを用いる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Sterilization Pouches in conjuction with the  
ことにより滅菌の三要素をケミカルインジケーターから高いレベルの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　によりSTEAMPlus™ Sterilization Integrator and test to all 3 criteria–STEAMPlus™ 
無滅保証を表示します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　offers the highest level of sterility assurance from a chemical indicator.

滅菌の確認について
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Sure-Check™ 
滅菌バック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Pouches

滅菌バックの内部/外部のインジケーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Internal/external multi-variable 
は滅菌の三要素を検知した時に色変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　indicators only change color 
いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　when all 3 criteria for sterilization 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　have  been met:

時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Time
温度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Temperature
蒸気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Steam

t

CDC のガイドラインは次の事柄を明解にしております。  
:滅菌の主要素である滅菌時間、温度、蒸気の三要素を確認すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　all 3 
が唯一の方法です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時間、温度そして蒸気time, temperature and steam. 
今までのところ伝統的な滅菌バックの内部又は外部のプロセス 
インジケーターで温度に反応するのが唯一の方法です。

Sure-Check® 滅菌バックの内部/外部の温度に敏感なインジケーター技術は滅菌の三要素確認に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Pouches feature internal/external multi-variable indicator technology that 
合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　confirms all 3 criteria for sterilization have been met. 

滅菌のCDCに準拠するために、今まで以上に滅菌について確認が必要です。それはSURE-CHCKが必要とゆうことです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For CDC compliance, today more than ever, you need to be sure about sterilization – you need Sure-Check! 

滅菌の唯一の確実性はSURE-CHECK       
滅菌バックを用いることです。

Sure-Check®:
•  ヘルスケアー施設における消毒及び滅菌のCDCガイドライン2008に合致しております。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のMeets CDC Guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008.

•  独立した試験施設により試験され認証を受けております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tested and certified by an independent laboratory.

•  一週間に一度バイオロジカル モニターと共に用いることにより、伝統的な滅菌バッグとプロセス インジケーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高いレベルの無菌保証が得られます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   When used in conjunction with weekly biological monitoring, provides the highest level of sterility assurance, 
で温度のみを測定するのと違い高いレベルの滅菌保証が得られます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　unlike traditional sterilization pouches with process indicators that measure only temperature.*

•  蒸気滅菌とヘルスケアー施設の滅菌保証の包括的なガイドラインANSI/AAMI ST79に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meets ANSI/AAMI ST79 Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Assurance in Health Care Facilities.

•  各々の滅菌バックに多くの変動性のあるインジケーターを入れる作業を除くことができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にむEliminates the extra step of adding separate multi-variable internal indicators to each pouch.

•  米国FDAの承認を受けております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　US Food and Drug Administration cleared.

*  変性のあるインジケーター: 多変性のインジケーターは２つ又はそれ以上の主要な変性に反応するように設計されていなければ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修ようなMulti-Variable Indicators: a multi-variable indicator shall be designed to react to two or more of the critical variables and is       
 ならず、選択した変性の記載値で滅菌サイクルへの暴露を示すものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私都intended to indicate exposure to a sterilization cycle at a stated value of the chosen variable.

   Sure-Check 滅菌バックは有害廃棄物としての配慮は必要ありません。通常の廃棄物として廃棄して下さい。
   (40 CRF 261.24 tested using the TCLP, EPA 出版 SW-846). 特許取得

あなたはこのバックで三倍の信頼を得ます。　　　　をGiving You 3x The Confidence!

SURE-CHECK® 滅菌バック/パウチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Pouches
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無菌性は目で確認できませんが　　　　　　　　　　　　Because You Can’t See Sterile, 
Sure-Checkで確認できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Be Sure with Sure-Check:
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滅菌バック 内部/外部のインジケーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Internal/External Multi-Variable Indicators  - only 
滅菌の主要三要素を検知した時のみ、色変化致します。　　　　　　　　　　　　　　　change color when all 3 criteria for sterilization have been 
三要素:  時間、温度、蒸気。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　time, temperature and steam.

安全なシール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Secure Seal - Extra wide chevron to protect against  
幅広のV字形シールは器具の滅菌性の向上に寄与します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　instrument breaching.  

メディカル グレ－ド ペーパ－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Medical Grade Paper - Wet strength treated, virgin 
湿度に強く処理され、医療用滅菌バックの標準に適合です。　　　　　　　　　　　してます。medical grade paper that meets medical pouch standards.

透明なフィルム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ㇺTransparent Film - Allows a clear view of the contents as 
中の滅菌物の確認が容易に行えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　well as the internal indicators.

幅広のセルフ シールの粘着部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wide Self-Seal Adhesive Strip - Wider sealing area 
バックは容易に安全にシールされ、バックが開けられるまで　　　　　　　　　...of strip securely seals pouch and provides sterilization 
約三年間滅菌性は保持されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　およそintegrity of contents during storage. Contents will remain 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sterile for three years provided  the integrity of the pouch is 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　not compromised.

ミシン目のある折りたたみ部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Perforated Fold - Allows for accurate folding of adhesive 
接着部の折りたたみは滅菌バックが開けられるまで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　strip to form an airtight seal, maintaining the integrity of 
気密性を保持します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the pouch during storage after sterilization.

ペーパーとフィルムは完全に独立しております。　　　　　　　　　　　　　 Complete Film/Paper Separation - The high quality 
ペーパーとフィルムは高い品質の素材と粘着性の機能により　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of the materials and manufacturing process assures a 
滅菌物の無菌性を持続的に保持します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　consistently clean separation (peeling) of the film from 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the paper, maintaining the sterile integrity of the contents.

V字形の刻目　　滅菌バックの開閉が容易に行えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thumb Notch - Assures easy opening of pouch.

角の折り返しシール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Corner Tack Seals - Three tack seals on each corner 
折り返しシールは滅菌後のバックの角がねじ曲がることを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　prevent curling and possible separation after sterilization. 
防いだり、塵埃やシール部の汚染を防ぎます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　In addition they prevent the collection of dust and other 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　contaminants in the sealed area.概要　　　　　　　　　　　数量　　　　　　　　商品番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Description Quantity Ref. #   

      
.6 x10 cm 200/箱 SCXX2

7 x 23 cm 200/箱 SCX2

9 x 13 cm 200/箱 SCXS2

9 x 23 cm 200/箱 SCS2

9 x 23 cm 500/箱 SCS25

9 x 56 cm 100/箱 SCL3222

13 x 17 cm 200/箱 SCW2

13 x 25 cm 200/箱 SCM2

13 x 38 cm 200/箱 SCL5152

19 x 33 cm 200/箱 SCL2

20 x 41 cm 200/箱 SCL8162

25 x 38 cm 100/箱 SCL10152

27 x 43 cm 100/箱 SCL10172

30 x 38 cm 100/箱 SCL12152

30 x 46 cm 100/箱 SCL12182

発注情報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ordering Information

14種類の大きさがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AVAILABLE IN 14 SIZES!
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商品の御要望は輸入販売元の株式会社センコムへ　　　　　　　　　　　　　　　　　　For Questions Relating to Sure-Check® Sterilization Pouches 
電話　03-3839-6321  Email info@senkom.com
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製造元　 Crosstex社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
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1 安全なシール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Secure Seal
 二重チェックの滅菌バックはV字形のシール状で器具の滅菌性の向上に寄与します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Duo-Check offers extra wide chevron protection against instrument breaching.

2 メディカル グレード ペーパー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Medical Grade Paper
 湿度に強く処理され、無垢のメディカルグレードペーパーは医療用滅菌バックの標準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wet strength treated, virgin medical-grade paper that meets or exceeds medical 

に適合又はそれ以上の優位性があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をpouch standards.

3 青色の透明フィルムを使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Blue Tinted Transparent Film
 中の滅菌物の確認やフィルムの傷などの確認が容易に行えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Facilitates both easy instrument viewing and indentification of punctures or tears in film.

4 幅広のセルフ シールの粘着部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wide Self-Seal Adhesive Strip 
容易に安全にバックはシールされ、バックが開けられるまでシールは保持されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Easily and securely seals pouch, providing reliable seal until pouch is opened.

5 ヒート シールの範囲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Heat Seal Area 
滅菌バックは手動のヒートシーラで簡単にシールできます。シールはバックを開ける　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　までいらしーらPouch can be easily sealed using a manual heat sealer for a perfect fit and reliable seal  
まで完全に保持されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　until pouch is opened.

6 ミシン目のある折りたたみ部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Perforated Fold 
接着部の折りたたみは滅菌バックが開けられるまで気密性を容易に保持します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玖波Facilitates easy, accurate folding of adhesive strip to form airtight seal until pouch is opened.

7 ペーパーとフィルムは完全に独立しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Complete Paper-Film Separation 
ペーパーとフィルムは高い品質の素材と粘着性の機能により滅菌物の無菌性を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を持続的に保持しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Consistently clean separation (peeling) of paper and film is due to high-grade  
持続的に保持します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　materials and adhesives.

8 V字形の刻み目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thumb Notch 
滅菌バックを開けることが容易におこなえます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事がの解放Assures easy opening of pouch.

9 6ヶ所の折り返しシール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しーる貨Six Corner Tack Seals 
滅菌後のバックの角がねじ曲がることを防いだり、折り返し部は塵埃やシール部分の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prevents corners from curling after sterilization. Tacks resist collection of dust and  
汚染を防ぎます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　...contaminants near seal.

10 プロセス インジケーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Process Indicators 
内部と外部のインジケーターは滅菌の熱により色が変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これらのインジケーターはInternal and external indicators change color with sterilization heat; both indicators are  
蒸気滅菌に暴露しますと薄茶色に変わります。EOGガスに暴露しますとこげ茶色に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　easily visible and are compatible with steam (indicators turn light brown) and EtO  
変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(indicators turn dark brown) sterilization agents. 

 このインジケーターは蒸気滅菌用とEOGガス滅菌用のみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For steam and EtO only. 

Self Seal 
Duo-Check
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Duo-Check® 
二重チェックの滅菌バック/パウチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　id@(4Sterilization Pouches
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２つのタイプの滅菌バックがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in 2 Styles 
二重チェックの滅菌バックにはヒートシールとセルフシールが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Duo-Check® pouches are available in heat-seal and self-seal. Browse 
あります。皆様の用途に最適なタイプをお選び下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the comparison checklist below to see what’s best for your practice!
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