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セルフ-バィオロジカル インジケーター(SCBI)                                                                Self-Contained Biological Indicators
Crosstex の蒸気滅菌用のSCBIは滅菌工程の結果を目視でいち早く確認することができます。このSCBIを使用することに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Self-Contained Biological Indicators (SCBIs) for monitoring Steam sterilization processes provide fast, visible, 
よりBI内の汚染の可能性が減少し、併せて潜在的に起こり得る滅菌後のBIの移動でのコンタミに関わる問題を最小化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民consistent and reliable results offering peace of mind for assurance of effective steam sterilization processing. Use of 
します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Crosstex’s SCBIs reduce the possibility of contamination and minimizes the potential for false positives associated with 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　post-exposure transfer.      
   • 培養液が紫色から黄色に変わったら陽性です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Visually distinct positive results from purple to yellow 
   • BIに貼られているケミカル シンジケーターで滅菌の                                                                                                暴露Chemical Indicator on label provides instant indication of 
       暴露は即座に判別できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まf@h\f exposure 
   • 標準ストリップBI使用時に行われる無菌下の培養操作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Saves time by eliminating aseptic culturing required 
      が除かれ時間と作業が短縮されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with traditional spore strips
   • ISO 11138-1と11138-3に準拠しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant with ISO 11138-1 and 11138-3
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標準のSCBI                                                                                         Traditional SCBIs 
耐久性のあるポリカーボネートのフタつきバィアルと押し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糸Consist of a durable polycarbonate vial with cap, a crush-
つぶすことのできるガラスアンプル、そしてpH調整された　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　able glass ampule with an exclusively formulated Trypticase® 
TSB培地とG,stearothermophilusが接種されたディスクか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Soy Broth (TSB) modified with pH indicator, and a disc 
ら構成されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　inoculated with Geobacillus stearothermophilus spores.
      • 培養時間は24時間に短縮されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reduced incubation time of 24 hours
      • 厳重な製造法により厳しい条件下の滅菌暴露でもSCBI                                                                                     Heavy duty construction allows for exposures under 
         の損傷の心配なく使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　extreme conditions without concern of causing 
         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　damage to the SCBI
      • 大きさは13mm x 61mmでラックやかごに入れオート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Larger size, 13 mm x 61 mm, fits directly into auto-
         クレーブに入れることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プclave racks/baskets
      • ユニークな梱包により、使用したSCBIは梱包の中で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unique packaging insert keeps SCBIs in upright posi-
         フタの位置が変わっているので使用済と未使用の判別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tion and allows for quick reference to the number of 
         が容易にできます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　units remaining in the package

  SporView®10(時間培養) SCBI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s 
   サーモプラスチックバィアルと褐色のフタで押しつぶすこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Consist of a thermoplastic vial and a brown cap, a crushable 
   のできるガラスアンプル、そして専用的に作られたpH調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pglass ampule with an exclusively formulated Trypticase® Soy 
   されたTSB培地とG,stearoyhermophilusが接種されたディスク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 tBroth (TSB) modified with pH indicator, and a disc inoculated 
   から構成されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with Geobacillus stearothermophilus spores
      • 標準のドライ ブロック インキュベーターを使い10時間          で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 hour final readout using standard dry block incubator 
         で培養結果を得られます。(55°C to 60°C)
      • 信頼性高いこのSCBIは酵素を使用しない生物学的判別法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reliable biological readout without the use of enzyme 
         です。そのため、特別な技術や培養法又はモニタリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　based technology or specific and specialized incubators 
         装置などは必要ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　or monitoring devices 
      • ユニークな梱包により、使用したSCBIは梱包の中で蓋の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unique packaging insert keeps SCBIs in upright position 
         位置が変わっているので使用済と未使用の判別が容易に　　　　　　　　　　　　　　　　　　and allows for quick reference to the number of units 
         できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　remaining in the package
      • 8.4mm x 45.5mmと小さく滅菌の困難な場所に直接設置でき　　　　ますSmaller size, 8.4 mm x 45.5 mm, designed to fit in chal-
         ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lenging sterilization areas

Biological Indicators

  SporView® SCBI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s 
   耐久性のあるポリカーボネートのバィアルと褐色のフタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化Consist of a thermoplastic vial and a brown cap, a crushable    
   付きです。押しつぶすことのできるガラスアンプル、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　glass ampule with an exclusively formulated Trypticase® 
   そしてpH調整されたTSB培地とG,stearothermophilusが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 atrophaPSoy Broth (TSB) modified with pH indicator, and a disc  
   接種されたディスクで構成されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　inoculated with Geobacillus stearothermophilus spores.
      • 培養時間は24時間に短縮されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reduced incubation time of 24 hours
      • 8.4mm x 45.5mmと小さく滅菌の困難な場所に直接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Smaller size, 8.4 mm x 45.5 mm, designed to fit in chal-
         設置できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lenging sterilization areas

SporView®10 SCB                                         Is
Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953
使用有効期限　製造から最長18ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life 
Crosstex コード 　菌数　 　　　培養時間　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りCode   Population    Incubation Time                 Quantity

SVT-050 105      10 時間　　　　50/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hours            50/box
SVT-106 106      10 時間　　　　50/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hours            50/box

SporView® SCBI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s
Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953
使用有効期限　製造から最長24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
Crosstex コード 　菌数　 　　　培養時間　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りCode   Population    Incubation Time                 Quantity

SCS-100 105      24 時間　　　　　100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hours          100/box
SCS-106 106      24 時間　　　　　100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hours          100/box

  標準のSCBI                                                     Traditional SCBIs 
  Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953
  使用有効期限　製造から最長24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life

  Crosstex コード　菌数　　　　培養時間　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code   Population    Incubation Time                Quantity

  SCS-05 105      24 時間　　　　50/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hours                 50/box
  SCS-06 106      24 時間　　　　50/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hours                 50/box
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1 mL アンプル BI                                                                                           Spore Ampules
          • アンプル BIの長さは58mmで直径は10.8mmです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3y2[. Spore Ampules are approximately 58 mm in length 
             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and 10.8 mm in diameter 
          • アンプルの折れ部にロット番号が印刷されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Each snap top ampule is imprinted with lot number
          • ネガティブ コントロール(10本)が収納された特注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Negative Controls (SA1-NC-10) are available in 
             商品も販売しております。(SA1-NC-10)                                                                                                 convenient packages of 10 per box

1 mL アンプル BI                                                                                         Spore Ampules
Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953 
使用有効期限　製造から最長24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
Crosstex コード　　　菌数　　　　　　容量　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りCode          Population               Volume                     Quantity

SA1-15-04              104       1 mL        15/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box
SA1-50-04              104       1 mL        50/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box
SA1-15-05              105       1 mL        15/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box
SA1-50-05              105       1 mL        50/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box
SA1-15-06              106       1 mL        15/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box
SA1-50-06              106       1 mL        50/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box

1 mL ネガティブ コントロール BI                                                                                  Negative Control Ampules 
使用有効期限　製造から最長24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
Crosstex コード　　　　　　　　容量　　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りCode                              Volume                                Quantity

SA1-NC-10               1 mL                           10/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box

0.4 mL ミニ アンプル BI                                                          Mini Spore Ampules 
Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953 
使用有効期限　製造から最長24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
Crosstex コード　　　　菌数　　　　　　　容量　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code      Population          Volume                            Quantity

OS1-50-06          106        0.4 mL    50＋5/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  50/box + 5 
                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　negative controls

アンプル BI                                                                                                 Spore Ampules
Crosstex のアンプルBIは液体蒸気滅菌のバリデーションやルチーンのモニタリングに理想的なアンプルBIです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Spore Ampules are ideal for use in validation and routine monitoring of liquid steam sterilization cycles. Spore 
アンプルはホウ珪酸ガラスを用いた密封型です。アンプルの中には培地としてpH指示薬とTSB(Tryptic Soy Broth)と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ampules are manufactured using hermetically sealed Type I borosilicate glass containing an exclusively formulated Trypticase® 
特定された菌数のG,stearothermophilus又は、B,subtilisから成ります。菌の増殖がありますと培地に濁りがでる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Soy Broth (TSB) modi.ed with pH indicator, and Geobacillus stearothermophilus spores. No activation is required; simply 
か又は、培地の色が変わるかで滅菌の判別を致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　expose Spore Ampules to the sterilization process and incubate. 
   • 滅菌時間が48時間に短縮されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reduced incubation time of 48 hours 
   • 菌の増殖がありますと培地は紫色から黄色に色変化又は、明らかな濁りにより目視で菌の増殖を判別できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clear, visible results as growth is evident by turbidity and/or a color shift of the media from purple to yellow 
   • 標準ストリップBIのように無菌下での操作の必要がなく時間の短縮となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Saves time by eliminating aseptic culturing required with traditional spore strips
   • ユニークな梱包により、アンプルは箱の中に垂直に立ててありますので未使用のアンプルがすぐに判別できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unique packaging insert keeps Ampules in upright position and allows for quick reference to the number of units 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　remaining
   • 保存は冷蔵保存して下さい(2℃～8℃)『冷凍保存は厳禁です』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Storage under refrigerated conditions (2°C to 8°C) is required. Do not freeze 
   • ISO 11138-1と11138-3に準拠しております。(菌数10^5又はそれ以上の菌数)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant with ISO 11138-1 and 11138-3 (population 105 or greater)

Biological Indicators

0.4 mL ミ二 アンプル BI                                                                                   Mini Spore Ampules
          • ミニ アンプルBIの長さは32mmで直径は6.4mmです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mini Spore Ampules are approximately 32 mm in    
             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　length and 6.4 mm in diameter 
          • 1mLアンプルが設置できない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Small size allows for 
 狭い場所に用いることが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　placement in areas 
             できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　where the larger 1 mL 
             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ampule will not fit
          • ネガティブ コントロール入りの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mini Ampules are 
             キットも販売しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sold in kits which 
             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  5はネガティブコントロール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　include negative 
             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　controls
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Biological Indicators

デジタル ドライ ブロック インキュベーター                                                                     ゅDigital Dry Block Incubators
Crosstexのデジタル ドライ ブロック インキュべーターは標準の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペーターユゅThe Crosstex Digital Dry Block Incubator is designed for convenient and reliable incubation of 1 mL Spore Ampules, 
SCBIとSporView SCBIの培養のために便利に確実な器具を設計しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SporView® SCBIs, SporView®10 SCBIs and Traditional SCBIs.
   • 電気加熱式アルミニュームブロックは10本までのSCBIがセットできます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The electronically-heated aluminum block holds up to 10 units
   • ブロック径は13mmです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13 mm well size
   • 温度と培養時間はデジタルで表示します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Temperature and incubation time are displayed digitally
   • 調整可能温度は５℃から70℃で培養時間は0分から99時間59分です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Adjustable temperature (5°C to 70°C) and incubation time 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(0 to 99h 59m)
   • 70℃までの培養温度には15分程で到達します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reaches the set point temperature in 15 minutes or less
   • 透明カバーは温度の安定とSCBIの保護に役立ちます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Transparent lid included to ensure consistent temperature 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 and to protect the units  
   • 電源は110-220V共通です。保証は出荷から12ヶ月です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12 month limited warranty

   デジタル ドライ ブロック インキュベーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Digital Dry Block Incubators

   Crosstex コード　　電圧　　　　　　 プラグタイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code    Voltage                             Plug Type

  INC-13A 110-220V 北米及び日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　North & South America 
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　INC-13E 110-220V Europe 
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　INC-13U 110-220V United Kingdom 
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　INC-13AC 110-220V Australia & China 

TSB 液体培地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prepared Culture Media
Crosstex のTryptic Soy Broth(TSB液体培地)はpH調整され体系的に作り上げられたTSB                                                                     Prepared Culture Media consists of an exclusively formulated Trypticase® 
液体培地です。蒸気滅菌においてCrosstexのBIとこの液体培地を同時に用いることによ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りSoy Broth (TSB) modified with pH indicator.  A reduced incubation time of 24 hours for 
りBIの培養時間の短縮が可能になることは、すでに確証されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　steam sterilization has been validated when Crosstex Biological Indicator Spore Strips 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and Discs are used in conjunction with Crosstex’s Prepared Culture Media.  
   • 培養時間が24時間に短縮されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Visually distinct results from purple to yellow in a minimum of 24 hours
   • 13 mm x 100 mm の底が平らなホウ珪酸ガラスでネジ込みフタ付き試験管タイプです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　flat bottom tubes of Type I borosilicate glass with screw caps
   • 各ロットには分析証が付いています。(G,stearothermophilus Cell Line 7953を用いた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E((ach lot is accompanied by a Certificate of Analysis and is certified with growth 
      培地性能試験書がついております)                                                                                                                  promotion capabilities using Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953
   
  TSB 液体培地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prepared Culture Media
   使用有効期限　製造から最長12ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
   Crosstex コード　　　　　　容量　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code  Volume          Quantity

  GMBCP-100   5 mL  100 本/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tubes/box

標準型ドライ ブロック インキュベーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゅStandard Dry Block Incubators
Crosstexの標準型ドライ ブロック インキュベ―ターはブロック径11mmと13mmが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The Crosstex Standard Dry Block Incubators are available with both 11 mm and 
あります。11mm径は(NDB-060)SporView SCBI用です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13 mm well sizes.  The 11 mm well size option (NDB-060) is designed for use 
13mm径は(NDB-056)標準のSCBI用です。併せて、13mm径は標準ストリップBI用の
培地培養にも用いられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with SporView® and SporView®10 SCBIs. The 13 mm well size option (NDB-056) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is designed for use with our Traditional SCBIs and Prepared Culture Media tubes.
   • コンパクト設計で設置場所をとりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compact design allows for minimal counter space to be utilized
   • SCBIは同時に15本まで培養できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aluminum block holds up to 15 units
   • 11mm径ブロックはバィアル クラッシャ組込みです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者The 11 mm well size options come with a built-in vial crusher 
   • 保証は出荷から5年です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5 year limited warranty

  標準型ドライ ブロック インキュベーター                                                           Standard Dry Block Incubators
  Crosstex コード　　温度範囲　　　　ブロック径　　  　電圧　　　プラグタイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶろＺｈ　Code    Temperature             Well Size             Voltage                Plug Type

  NDB-060 55°C～ 60°C        11 mm            110V      北米及び日本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　North & South America    

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NDB-060-E 55°C to 60°C       11 mm  220V     Europe 

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NDB-060-A 55°C to 60°C        11 mm  220V     Australia & China 

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NDB-056 60°C                     13 mm            110V      North & South America 

T.HAYASHI
タイプライターテキスト
NDB-056         60℃                     13 mm            110V      北米及び日本



ミニ ストリップ BI                                                     Mini Spore Strips 
2mm x 10mmのフィルターペーパーに芽胞菌が接種された　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Consist of inoculated filter paper, each 2 mm x 10 mm, 
ミニ ストリップで色々なサイズがあります。ミニサイズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　packaged in a variety of options. The small size of the Mini 
ストリップは、標準サイズのストリップが使用できない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りっふめSpore Strips allows them to fit into areas of a device where 
シリンジの中やチューブの中、そしてフタの中などに用い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　standard sized spore strips cannot be used, such as within a 
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　syringe barrel, inside tubing or under a cap. 
   • Crosstex のミ ニストリップには2つの包装サイズが                                         Mini Spore Strips are available packaged in  
      あります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　glassine envelopes of two sizes: a larger envelope 25 
      大きいサイズは25mm x 50 mm (STS-062)と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 or a mini glassine envelope 25 
      小さいサイズ25mm x 25 mm (STS-062MG) です。
   • ストリップをグラシン紙の中に入れず、ひとまとめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The product is also available as an inoculated carrier in 
      したバルク仕様もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bulk (no glassine packaging – STN-062B)
   • 菌数10^6以外の商品も特注としてお受けいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Population levels other than 106 are available upon request

ミニ ストリップ BI                                                          niMini Spore Strips
Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953 
使用有効期限　製造から最長30ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d94 30 month shelf life

Crosstex コード　　　包装　　　　　　　　菌数　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code                 Packaging         Population       Quantity

STS-062         グラシン紙　　　　　10^6     100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Glassine envelopes         106                 100/box

STS-062B       バルク　　　　　　　10^6     100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bulk            106                  100/box

STS-062MG   ミニグラシン紙　　　10^6     100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mini glassine           106                  100/box
            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　envelopes

6

標準型ストリップ BI                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミニ                                                                               Traditional Spore Strips 
7mm x 38mmのフィルターペーパーに芽胞菌が接種された　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Consist of inoculated filter paper, each 7 mm x 38 mm, 
ストリップです。取扱い易いグラシン紙に入っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　individually packaged in easy-to-handle glassine pouches. 
   • ストリップをグラシン紙から取り出すには袋を引き裂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くかThe strips can be easily removed from the glassine 
      くと容易に取り出せて培地に移すことができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pouch by tearing or peeling the pouch open for transfer 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to culture media or challenge device assembly
   • Crosstex はG,stearothermophilusを121℃又はそれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上のoffers both Geobacillus stearothermophilus 
      以上の温度の蒸気滅菌モニターに、そしてB,subtilis                                                                                              for monitoring processes of 121°C and higher and 
      を低温蒸気滅菌モニターに用いることを推奨いたし
　 ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eBacillus subtilis strips for monitoring low temperature  
                                                                                                                                                            steam sterilization processes

接種担体とバィオ ロジカル インジケーター (BI)                                                                                   Inoculated Carriers & Biological Indicators 
Crosstex は蒸気滅菌のモニタリング用の接種担体とバィオロジカル インジケーター(BI)をフルラインで製造しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　manufactures a full line of Inoculated Carriers and Biological Indicators (BIs) for use in monitoring Steam sterilization 
私共の最も人気のある接種担体のバィオロジカルインジケーターは最新式の装置で製造しております。このことは、各々の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せいぞうしておりますprocesses. Our most popular inoculated carriers and biological indicators are manufactured using state of the art equipment, 
グラシン紙の中のBIの菌数、純度、品質が常に均一であることが保証されるのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　which provides assurance that each glassine pouch contains a biological indicator consistent in population, purity and dimension. 
   • 1箱に100枚入りの使い易さ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Convenient shelf packages of 100 units per box 
   • 商品の試験成績書には菌数、純度、D値、ｚ値、生存/死滅時間(該当する場合)が記載されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Products are accompanied by a Certificate of Analysis and are certified with population, purity, and resistance characteristics 
      (お客様のご指定条件によるD値測定の受託測定については当にお問い合わせ下さい)                                                                       D value, z value, survival and kill where applicable)
   • ISO 11138-1と11138-3に適合しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant with ISO 11138-1 and 11138-3

標準型ストリップ BI                                                                                                                    Traditional Spore Strips 
Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953
使用有効期限　製造から最長24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life

Crosstex コード　　　 　菌数　 　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code            Population                      Quantity  

BS-104           104  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/box
BS-105                  105  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box
BS-106                  106  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box

Bacillis subtilis Cell Line 5230  

使用有効期限　製造から最長15ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d94 15 month shelf life

Crosstex コード　 　　　菌数　　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code            Population                     Quantity  

BS52306                 106  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box

Biological Indicators

T.HAYASHI
タイプライターテキスト

T.HAYASHI
タイプライターテキスト
標準型ストリップBI

T.HAYASHI
テキストボックス
※上記以外の菌数もご用意しております。10^2、10^3、10^7、10^8



糸状 BIとワィヤ―状 BI                                                                                      Spore Threads & Spore Wires
   • チューブやカテーテルなどの器具/装置など標準のBIが用いられない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ideal for use in tubing, lumens and other devices/instruments where 
      所に設置する理想的な特殊BIです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　larger BIs and carriers cannot be utilized
   • Crosstexの製造工程は糸状/ワィヤ―状の担体に均一に菌数が接種され　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る’s manufacturing process is designed to ensure that the entire 
      るように設計されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　length of the threads and wires contains a consistent number of spores
   • ワィヤ―状BIは硬く、曲がり難い構造であり器具への挿入や引き抜きが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容易に行えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Spore Wires have a rigid structure which allows for easy insertion and 
      容易に行えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　removal from a device 
   • 金属構造のワィヤ―状BIは一切水分の吸収がありませんので水滴のある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The steel construction of our Spore Wires does not absorb moisture 
      カテーテルなどの内部の使用に適します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しようwhich is ideal when there is condensation within the lumen
   • ISO 11138-1に合致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant with ISO 11138-1
 

糸状 BIとワィヤ―状 BI                                                                                Spore Threads & Spore Wires
Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953   
使用有効期限　製造から最長24ヶ月(糸状)　と最長12ヶ月(ワイヤ―状)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d94 24 month shelf life (Threads) / 19 month shelf life (Wires)

Crosstex コード　　　　　　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　包装　　　　　　　　　　 　菌数　 　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code              Description                Packaging         Population      Quantity

THS-05                   綿糸　　　　　　　　　　　バルク　　　　　　　　10^5           100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cotton Thread               Bulk                  105                    100/box
                               25 mm x 0.1 mm

THS-06                   綿糸　　　　　　　　　　　バルク　　　　　　    10^6           100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cotton Thread               Bulk                  106                    100/box
                               25 mm x 0.1 mm

SWS-06                  編み製金属　　　　　　　　バルク　　　　　      10^6           100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Braided Steel                  Bulk                  106                    100/box
                               40 mm x 1.5 mm

ディスク BI                                                                                                Spore Discs
Crosstex のディスクBIには2種類のサイズがあります。直径3mmと6mmです。ディスクは滅菌が困難な(コールド                                            Spore Discs are available in two sizes, 6 mm and 3 mm diameters. The discs are designed to be utilized
スポット)場所に直接設置するために設計されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as inoculated carriers for placement directly into areas of a device which are the most difficult to sterilize. 
   • ディスクBIは出し入れし易く、又バルクは取扱い易いように包装されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The Inoculated Carriers are packaged in easy-to-access and handle bulk packaging  
   • Crosstex のディスクBIは器具の狭い所に使用するために設計されております。シリンジの円筒部、チューブの中、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Spore Discs will fit into small areas of a device where a standard-sized spore strip 
      バィアルやフタの底などに設置します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cannot be used, such as within a syringe barrel, inside tubing and vials or under a cap
   • ISO 11138-1に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant with ISO 11138-1 
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6 mm 3 mm

6 mm

3 mm

ディスク BI                                                        Spore Discs
Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953 
使用有効期限　製造から最長24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life (BS-106D) / 30 month shelf life (DS18-06)

Crosstex コード　　直径　　　　　包装　　　　　　菌数　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code      Disc Diameter    Packaging      Population                  Quantity

BS-106D            6 mm           バルク　　　10^6          100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bulk           106                  100/box
DS18-06             3 mm           バルク　　  10^6   　     100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bulk                  106                  100/box

Biological Indicators

T.HAYASHI
テキストボックス
THS-06P              綿糸 25mm x 0.1mm     ｸﾞﾗｼﾝ紙　　　　　 10^6　　　　 100/箱

T.HAYASHI
タイプライターテキスト

T.HAYASHI
タイプライターテキスト

T.HAYASHI
タイプライターテキスト
(ｸﾞﾗｼﾝ紙無)

T.HAYASHI
タイプライターテキスト
(ｸﾞﾗｼﾝ紙無)

T.HAYASHI
タイプライターテキスト
(ｸﾞﾗｼﾝ紙無)



8

Biological Indicators

サスペンジョン BI(芽胞懸濁液)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Spore Suspensions
Crosstex が製造するサスペンジョンBIは蒸気滅菌工程の滅菌モニターに用います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　manufactures a wide range of Spore Suspensions utilized in Steam sterilization processes. The Spore Suspensions 
サスペンジョンは純粋な懸濁液でD値も明記されております。併せて、菌数は0.1mL当たりの菌数が標準化され幅広い菌数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　are pure suspensions of spores with known steam resistance characteristics and a variety of population levels standardized 
レベルが用意されております。懸濁液は客先の製品に直接接種できます。とりわけ、ストリップ型のBIが使えない形態の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　per 0.1 mL. The Spore Suspensions allow for direct inoculation of products, typically to verify sterility of devices where a 
製品の滅菌モニタリングに有用です。併せて、微生物に関わるテスト、洗浄の効果に関わるテスト、バィオバーデン回収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てすとのtraditional biological indicator spore strip cannot be used.  They can also be used for a variety of other microbiological tests 
率、そして静菌作用/静真菌作用(BF)試験にも用いられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　including cleaning effectiveness studies, Bioburden percent recovery and Bacteriostasis/Fungistasis (BF) testing. 

   • 使い易い10mLバィアルの中にエタノール20%に懸濁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　されたEach vial contains 10 mL of suspension. Diluent 
      されたBIです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　contains 20% ethanol
   • 医薬グレードガラスバィアルにねじ込みフタと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セブタム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pharmaceutical grade glass vials with screw cap and  
      セブタム付きです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　septum 
   • 菌数の異なるG,stearothermophilus(Cell Line 6633)                                                                                         A variety of organisms including Geobacillus stearo-
      121℃蒸気滅菌モニター用とB,subtilus(Cell Line                                                                                                                           5230)thermophilus and Bacillus subtilis (Cell Lines 6633 and 
      5230)は低温蒸気滅菌モニターにお使い下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 for low temperature processes (<121°C)
   • 保存は冷蔵保存して下さい。(2℃～8℃)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くださいSpore Suspensions require storage under refrigerated 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　conditions (2°C to 8°C)
   • 各々の商品には菌株番号、菌数、D値、使用有効期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Each vial of Spore Suspension is accompanied by a 
      が添付されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Certificate of Analysis detailing the source, assayed 
      (D値は濾紙に懸濁液を接種して測定します)                                                                                                   population, resistance characteristics on paper carrier 
                                                                                                                                          and expiration date 
   • ISO 11138-1 に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant

 サスペンジョンBI                                                 Spore Suspensions 
 Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953   
 使用有効期限　製造から最長24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life

  Crosstex コード　　　　　　　　菌数/0.1mL                                                         Code     Population per 0.1 mL

  VGS-102   102

  VGS-103   103

  VGS-104   104

  VGS-105   105

  VGS-106   106 
  VGS-107   107

  VGS-108   108

  Bacillus subtilis Cell Line 5230   
  使用有効期限　製造から最長15ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうこう15 month shelf life

  Crosstex コード　　　　　　　　　菌数/0.1mL                                                Code     Population per 0.1 mL

  US52304   104 
  US52305   105

  US52306   106

  US52307   107

  US52308   108 

  Bacillus subtilis Cell Line 6633   
  使用有効期限　製造から最長14ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14 month shelf life

  Crosstex コード　　　　　　　　　菌数/0.1mL                                                   Code      Population per 0.1 mL

  SBS-04   104

  SBS-05   105 
  SBS-06   106

  SBS-07   107 
  SBS-08   108



ケミカル プロセス インジケーター                                                                          Chemical Process Indicators
Crosstex の蒸気滅菌用ケミカル プロセス インジケーターはISO 11140-1の医療用具滅菌-ケミカル インジケーター                                       Steam Chemical Process Indicators (CPIs) meet performance specifications as outlined in ISO 11140-1 
パート1:一般要求事項 クラス 1 プロセス インジケーターの要求事項に合致しております。
                                                                                                                                      *Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements, for Type 1 Process Indicators.  
我々のこれらのインジケーターは迅速に安定して目視で蒸気滅菌工程の照射の確認ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Our Chemical Process Indicators provide a fast and consistent visual check on items that were sterilized by steam.    

   • 色移行することなく青色からピンク色に変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Consistent and irreversible color transition 
   • 自然光に影響することはありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No light sensitivity issues
   • 糊の接着力は半永久的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Permanent pressure-sensitive adhesive
   • 保存は室温です。(15℃～30℃)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Room temperature storage (15°C to 30°C) 
   • 各商品には各基準の合致書と製造品質書が添付されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Each shipment is accompanied by a Certificate of Analysis to ensure product quality and consistency

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケミカルプロセスインジケーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chemical Process Indicators
使用有効期限　製造から最長24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
Crosstex コード　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　枚数/卷　　　　　　　　　　　照射前　　　　　　　　　　　照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code     Description                        Indicators Per Roll            Unexposed                              Exposed

CPI-S01                 無地12.7mm 円形　　　　　　　　　　5.000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Circle Indicator Label     　　　　　　　　　　無地 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.7 mm                       5,000

SP-S05                  インジケーターラベル　　　　       1.000                                                                                    　　　　Label with Indicator                            1,000
     64 mm x 38 mm

使用有効期限　製造から最長36ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
Crosstex コード　　　　　　概要　　　　　　　　　　　 　　　　　枚数/卷　　　　　　　　　　　　照射前　　　　　　　　　　照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code     Description                        Indicators Per Roll            Unexposed                              Exposed

SIL-1000    インジケーターラベル 円形          1.000                                                                                  Circle Indicator Label                     1,000
     19 mm

SGL-1000    DUAL™ インジケーター 円形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Circle Indicator Label           1.000                                                                                     1,000
     19 mm (蒸気滅菌とEOG滅菌に反応します)                                                                                    for use in both Steam and EO)

STL-250    インジケーターラベル 作業者と日付け記入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Indicator Label with operator and date        250
     19 mm x 32 mm 　　　　　　　　　　  250                                                                                      250(0.75” x 1.25”) 
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☆販売資料にプリントされたインジケーターの色は実際の使用時と異なる場合があるかも知れません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Colors shown are representations of printed ink initial and signal colors but may vary from actual use.

Chemical Indicators
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ケミカル プロセス インジケーター
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ケミカル インジケーター、インティグレーターとエミュレーター                                                       Chemical Indicators, Integrators and Emulators
Crosstex の蒸気滅菌用ケミカル インジケーター、インティグレーター及びエミュレーターは幅広いレンジの商品を製造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　manufactures a large range of Chemical Indicators, Integrators and Emulators used for Steam sterilization. Our 
しております。我々の革新的なインジケーターは並外れた性能を示しております。併せて多くの特注品も提供しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　indicators demonstrate exceptional performance and are customized for the most widely used steam sterilization processes.
   • 保存は室温です。(15℃～30℃)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Room temperature storage (15°C to 30°C)
   • 各商品には製造品質保証書が添付されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Each shipment includes a Certificate of Analysis for assurance of product quality and performance

照射前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed

照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exposed

10cm蒸気滅菌ストリップ-クラス 4                                         4” Steam Indicator Strips – Type 4
• 色移行なく青色から薄黒色に変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Irreversible color transition from blue to dark
• ISO 11140-1 クラス 4 に適合しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type 4 Compliant

照射前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed

照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exposed

STEAMPlus™ 蒸気滅菌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization
インティグレータークラス 5                                                                                       Integrators – Type 5
• ウィッキング式により即座に判読できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っImmediate read-out with wicking style movement
• 滅菌の主要な変動制に反応いたします(時間、温度、蒸気)                                                                                         Reacts to all three parameters of sterilization (time, 
                                                     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　照射                                                                                             temperature, saturated steam)
• 使用温度は121℃～135℃です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operation range 121°C to 135°C
• FDA によりBIと同等の性能であることが確証されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cleared as equivalent in performance to a 
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　biological indicator
• ISO 11140-1 クラス 5 に適合します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type 5 Compliant

照射前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed

照射暴露-通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exposed – Pass

照射暴露-失敗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exposed – Fail

EmPlus エミュレータークラス 6             Emulators – Type 6
• ウィッキング式により即座に判読できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Immediate read-out with wicking style movement
• 判読が容易です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Easy to interpret
• 132℃4分の3つの要素に反応します(時間、温度、蒸気)                                   Reacts to all three parameters of sterilization (time, 
                                                                                  temperature, saturated steam) at 132°C for 4 minutes
• ISO 11140-1 クラス 6 に適合します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type 6 Compliant

照射前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed

照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exposed - Pass

• 青色から薄黒色に変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Color transition from blue to dark
• 20cm長さのストリップは大きな滅菌パックに　　　　　又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8” strips can be used for larger packs or 
   小さいパックにはミシン目で半分にします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　torn in half at perforation for smaller packs
• ラミネートされた商品もあります(SIL-250-L)                                    Laminated option available (SIL-250-L)
• ISO 11140 -1 クラス 4 に適合しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type 4 Compliant

EmPlus 134™ エミュレータークラス 6                                                                 Emulators – Type 6
• 蒸気滅菌器のプレ-バキュームで134℃、3.5分以上で用います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For use in pre-vacuum steam sterilizers operating at 134°C 
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for 3.5 minutes or longer
• インジケーターは緑色から褐色に変わり滅菌器の機能を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Indicator turns from green to brown when sterilizer performs
   直接的に判別できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as directed
• ラテックス、鉛そして重金属は含まれておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manufactured free of latex, lead and heavy metals
• 滅菌サイクルの主要な変動性(時間、温度と蒸気)を繰り返し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reacts to all critical variables (time, temperature and steam)
   判別できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for a specified sterilization cycle
• プラスチックでラミネートされております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plastic laminated
• ISO 11140-1 クラス 6 に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type 6 Compliant

照射前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed

照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exposed

20cm蒸気滅菌ストリップ-クラス 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インディケーター8”Steam Indicator Strips – Type 4
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　照射前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed

 照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exposed

ケミカル インジケーターテープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Indicator Tapes
Crosstex の提供する多くの種類のケミカル インジケーター テープは滅菌工程を通過しますとテープの色が変化し、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　offers a wide selection of chemical indicator tapes which provide immediate identification of processed items 
即座に滅菌暴露の確認ができます。これらは丈夫なエンボス紙と感圧接着剤で構成されております。テープ接着剤は先ず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　while also securing sterilization packs.  Color change indicator verifies exposure to sterilization process. Our indicator tape 
紙に、そして、紙/プラスチックに織られ、織り処理され、包装されます。接着剤はテープを剥がした後も安全性を保持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　consists of a strong crepe-embossed paper with a pressure sensitive adhesive. The Indicator Tapes adhere to paper, paper/
しるように設計されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　plastic, woven, treated woven and non-woven wraps. The 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　adhesive allows for secure seals yet is easy to remove. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Designed to aid in distinguishing processed from unprocessed 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　loads. 

   • テープは幾つかの幅の商品と長さは55mロールで包装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tapes are individually packaged in 55 meter rolls 
      されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(60 yards) and available in multiple widths
   • テープ ディスペンサーは幅25mmのテープを2卷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tape dispenser is also available and holds up to 
      までセットできます。又、自重で設置安定です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 rolls of 1” tape and has a weighted base
   • ISO 11140 -1 クラス 1 に適合しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type 1 Compliant

  ケミカル インジケーター テープ                                                                            Indicator Tapes
   Crosstex コード　　　　　　幅　　　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色の変化　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bCode                            Width                                        Description                                        Color Transition                    Quantity

  ST- 072  13 mm 　　  インジケーターテープ　　　　　　　　　白色から褐色　　     36卷/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Indicator Tape    white to dark  36 rolls/cs
  ST- 048   19 mm        インジケーターテープ              　  白色から褐色　　　　 24卷/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3/4”)  Indicator Tape    white to dark  24 rolls/cs
  ST- 036  25 mm        インジケーターテープ                　白色から褐色         18卷/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1”)  Indicator Tape    white to dark  18 rolls/cs
  BT-048  19 mm        青色インジケーターテープ            　白色から褐色         24卷/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ty 　―　(3/4”)  Blue Indicator Tape   white to dark  24 rolls/cs
  BT- 036  25 mm        青色インジケーターテープ            　白色から褐色         18卷/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d\e\ (1”)  Blue Indicator Tape   white to dark  18 rolls/cs
  LF2-048  19 mm        インジケータ-テープ ラテックス/鉛なし 赤色から褐色         24卷/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3/4”)  Indicator Tape – Latex / Lead Free   red to dark  24 rolls/cs
  LF2- 036  25 mm        インジケータ-テープ ラテックス/鉛なし 赤色から褐色         18卷/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1”)  Indicator Tape – Latex / Lead Free   red to dark  18 rolls/cs
  TD- 001                  テープ ディスペンサー                                       1台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tape Dispenser                Each

ケミカルインジケータ-ペン　　Chemical Indicator Pen
ケミカル インジケーターペンは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chemical indicator pen allows 
蒸気滅菌工程の暴露と作業者の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　users to identify and monitor 
確認に有効です。蒸気暴露で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なitems that are steam processed. 
インクの色は黒色から赤色に変わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りInk changes color from black to 
ります。通気性のない平らな表面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　red when processed. Works on
に書くことができます(金属、ガラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nonporous surfaces (i.e. metal, 
プラスチック等です)                                       glass or plastic).

ケミカル インジケーター、インティグレーターとエミュレ―ター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chemical Indicators, Integrators and Emulators
Crosstex コード　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　クラス　　　　大きさ　　　　　　　　　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code             Description                                   Type                               Dimensions                                      Quantity

EMP2503         EmPlus 134™ エミュレ―ター　　　　クラス6　　101mm x 13mm                   250/袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Emulator                    Type 6      101 mm x 13 mm (4” x 0.50”)        250/bag 
EMP-1004        EmPlus 　　　エミュレ―ター　　　　クラス6　  101mm x 19mm                  1000/袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Emulator                               Type 6      101 mm x 19 mm (4” x 0.75”)       1000/bag
SSI -100             STEAMPlus™ インティグレーター　　クラス5　　101mm x 19mm                   100/袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Integrator                   Type 5      101 mm x 19 mm (4” x 0.75”)       100/bag
SSI -1000           STEAMPlus™ インティグレーター　　クラス5　　101mm x 19mm                  1000/袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Integrator                   Type 5     101 mm x 19 mm (4” x 0.75”)      1000/bag
SIL-250             20cm蒸気インジケータ-ストリップ　　クラス4　　203mm x 16mm                   250/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8” Steam Indicator Strip                    Type 4      203 mm x 16 mm (8” x 0.625”)     250/box
SIL-250-L           20cm蒸気ラミネート ストリップ      クラス4　　203mm x 16mm                   250/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もも8” Steam Indicator Strip Laminated  Type 4      203 mm x 16 mm (8” x 0.625”)     250/box
SIS -250            10cm蒸気インジケータ-ストリップ　　クラス4　　101mm x 19mm                   250/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ももー4” Steam Indicator Strip                    Type 4     101 mm x 19 mm (4” x 0.75”)       250/box
DMS-250          DUAL™ モニターストリップ         クラス1　　203mm x 16mm                   250/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Monitor Strip                        Type 1     203 mm x 16 mm (8” x 0.625”)     250/box
DMS -250-L       DUAL™ モニタ-ラミネ-トストリップ クラス1　  203mm x 16mm                   250/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Monitor Strip Laminated     Type 1     203 mm x 16 mm (8” x 0.625”)     250/box
SIP-001             蒸気滅菌ペン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5本/袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　Steam Indicator Pen                                      Each

20cm DUAL™ モニター ストリップ-クラス 1                                                                 Monitor Strips – Type 1
• EO暴露でクリーム色からオレンジ色に蒸気暴露でクリーム色からダークブラウンに変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Color transition from cream to orange in EO and cream to dark brown in Steam
• EOと蒸気滅菌に用いられるように作られております。そのため、在庫の軽減に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や、ることのDesigned to be used for both Steam and EO therby, reducing inventory, is error-
   寄与します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　free and saves money over single process indicators
• 20cmのストリップは大きな滅菌パックに小さいパックにはミシン目で半分にします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。す8” strips can be used for larger packs or torn in half at perforation for smaller packs
• ISO 11140-1 クラス 1 に適合しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type 1 Compliant
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ボウィ-ディック テスト パック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bowie-Dick Test Packs
 Crosstex AirView™ と Lantor Cube®  ボウィ-ディック テスト パックは蒸気滅菌器の保守管理のために提供いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bowie-Dick test packs evaluate the efficacy of air removal and steam penetration
非滅菌物内の空気除去/蒸気の浸透が確実に行われているかをテスト パックの中のインジケーターシートの色変化により                                in pre-vacuum sterilizers.  A Bowie-Dick Test Pass result indicates that the sterilizer successfully removed air and allowed 
判定するものです。滅菌効果のモニターではなく滅菌器の保守管理を目的としたテスト パックです。                                                    fywsteam to penetrate loads placed in the chamber.  Crosstex Bowie-Dick Test Packs consist of a series of steam penetration 
                                                                                                                                               barriers in the center of which is a chemical indicator sheet. 

Lantor Cube® 再利用可能なボウィ-ディック テスト パック                                                                 Reusable Bowie-Dick Test Packs
   • 25 枚のインジケータ―テスト シートがテスト パックに付属します。                                                                                  test sheets per pack and can be utilized 25 times before disposal (Requires 
      25回使用でき効果的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ますuse of metal clamp – one time purchase.) 

   • そのため在庫を軽減し無駄を省きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reduces waste and inventory space

   • 使い捨てパックに比べ経済的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Saves money over single-use test packs

   • インジケーター シートの青色から褐色の色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Easy to interpret indicator sheet with blue 
      変化で判定するため使用が簡単です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to dark color transition

   • 134℃ 3.5分で判別できます。                                                                                                                  Process at 134°C for 3.5 minutes

   • ISO 11140-5 クラス 2 に基ずき綿4kgに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　好きDesigned for simulating a 4 kg cotton pack 
      対応しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　according to ISO 11140-5 Type 2

  ボウィ-ディック テストパック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bowie-Dick Test Packs
   Crosstex コード　　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大きさ　　　　　　　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code                            Description                                       Dimensions                   Quantity

  LCR-025 Lantor Cube® 再使用可能ボウィ-ディック テストパック              　　　　25/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reusable Bowie-Dick Test Pack               25/cs
  LCP-001 Lantor Cube® 用 締め具                                                    1/袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロMetal Clamp                   Each
  MBD030 AirView™ II ボウィ-ディック テストパック  9.5x13x1.5cm                    30/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bowie-Dick Test Pack   9.5 x 13 x 1.5 cm      30/cs
  BDS-050 ボウィ-ディック テストシート             22x28cm                         50/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bowie-Dick Test Sheet     22 x 28 cm             50/pk
  BD-1XCS EU AirView™ ボウィ-ディック テストパック 13x12.5x2.85cm                    20/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bowie-Dick Test Pack   13 x 12.5 x 2.85 cm     20/cs

AirView™ II シングル-ユース ボウィ-ディック テストパック　　ゥSingle-Use Bowie-Dick Test Packs

   • シートが青色から褐色の変化で判定するため使用が簡単です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Easy to interpret indicator sheet with blue to dark color transition 

   • AirView™ II インクに鉛は用いておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　uses ink free of lead

   • 使用書はパックの裏面に印刷されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Instructions for Use (IFU) printed on back of each pack

   • 小型サイズです。(9.5x13x1.5cm)                                                                  Smaller size (9.5 x 13 x 1.5 cm)      

   • 134℃　3.5分で判別できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Process at 134°C for 3.5 minutes

   • ISO 11140-5 クラス 2 に基ずき綿4kgに対応しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Designed for simulating a 4 kg cotton pack according 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to ISO 11140-5 Type 2

   • テスト シート(BDS-050)は皆様のテストパックに入っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Individual test sheets (BDS-050) are available for 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　preparing your own test pack.

EU AirView™ シングル-ユース ボウィ-ディック テストパック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Single-Use Bowie-Dick Test Packs
   • 無害な物質に分解され併せてラテックスは含まれておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Biodegradable and latex free 
   • シートが青色から褐色の変化で判定するため使用が簡単です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Easy to interpret indicator sheet with blue to dark color transition
   • 丈夫で扱い易い構造です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Durable, easy-to-handle construction 
   • 便利な外装のケミカル プロセス インジケーターにより未使用のテスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パック                                                                  Convenient exterior Chemical Process Indicators allow for easy verification 
      パックが容易に確認できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of processed from unprocessed test packs
   • 蒸気滅菌でなく、高圧蒸気滅菌として使用します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　としてNo preferential route of steam entry; can be placed either way in autoclave 
   • 134℃ 3.5分 又は121℃ 15分が確証されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Validated for runs at 134°C for 3.5 min or 121°C for 15 minutes
   • ISO 11140-4 クラス 2 に基ずき綿7kgに対応しております。

Designed for simulating a 7 kg cotton pack according to ISO 11140-4 Type 2

照射前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed

蒸気暴露-通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exposed – Pass

照射前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed

蒸気暴露-通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exposed – Pass
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Sure-Check® 滅菌バック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Pouches
CDC のガイドラインは次の事柄を明確にしております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことをkinfection control guidelines make it clear - the only way to be sure an instrument has been sterilized is to expose it to 
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が唯一の確実性を得る方法である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　all three sterilization criteria: time, temperature and steam. Multi-variable indicators are designed to react to two or more 
そのために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その方法です。                           of the critical variables and are intended to indicate exposure to a sterilization cycle at a stated value of the chosen vari-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　able.Yet traditional sterilization pouches have an internal and/or external process indicator that reacts only to temperature.

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Pouches feature internal/external multi-variable
滅菌の三要素確認に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　indicator technology that confirms all three criteria for sterilization 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　have been met.

滅菌のCDCに合致するために、今まで以上に滅菌についての確認が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For CDC compliance, today more than ever, you need to be sure about 
それはSure-Checkが必要と言うことです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　葉sterilization – you need 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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meets CDC Guidelines for Disinfection and Sterilization in Healthcare 
      合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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、                                                                           When used in conjunction with weekly biological monitoring, provides 
      従来型の滅菌バッグとプロセス インジケーターで温度のみを検知                                                                               the highest level of sterility assurance, unlike traditional sterilization 
      するのと違い高レベルの滅菌保証が得られます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meets ANSI/AAMI ST79 Comprehensive Guide to Steam Sterilization 
      ANSI/AAMI ST79に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and Assurance in Health Care Facilities
   • 各々の滅菌バックに多くのインジケーターを入れる作業を省けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eliminates the extra step of adding separate multi-variable internal 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　indicators to each pouch

 Sure-Check® 滅菌バック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Pouches 
  Crosstex コード　　　　　　大きさ　　　　　　　　　　　　　　滅菌　　　　　　　　　　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code               Size                                                 Processes                                   Quantity

  SCXX2   6x10cm                    蒸気/EO                       200/箱、20/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.25” x 4” (6 x 10 cm)          Steam / EO   200/bx, 20/cs
  SCX2   7x23cm                    蒸気/EO                       200/箱、20/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.75” x 9” (7 x 23 cm)          Steam / EO   200/bx, 20/cs
  SCXS2  9x13cm                    蒸気/EO                       200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.5” x 5.25” (9 x 13 cm)          Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SCS2   9x23cm                    蒸気/EO                       200/箱、20/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.5” x 9” (9 x 23 cm)           Steam / EO   200/bx, 20/cs
  SCS25   9x23cm                    蒸気/EO                       500/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.5” x 9” (9 x 23 cm)           Steam / EO   500/bx, 10/cs
  SCL3222  9x56cm                    蒸気/EO                       100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.5” x 22” (9 x 56 cm)           Steam / EO   100/bx,  5/cs
  SCW2   13x17cm                   蒸気/EO                       200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.25” x 6.5” (13 x 17 cm)        Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SCM2   13x25cm                   蒸気/EO                       200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.25” x 10” (13 x 25 cm)         Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SCL5152  13x38cm                   蒸気/EO                       200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   5.25” x 15” (13 x 38 cm)         Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SCL2   19x33cm                   蒸気/EO                       200/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.5” x 13” (19 x 33 cm)          Steam / EO   200/bx,   5/cs
  SCL8162  20x41cm                   蒸気/EO                       200/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8” x 16” (20 x 41 cm)          Steam / EO   200/bx,  5/cs
  SCL10152  25x38cm                   蒸気/EO                       100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10” x 15” (25 x 38 cm)          Steam / EO   100/bx,  5/cs
  SCL10172      27x43cm                   蒸気/EO                       100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.5” x 17” (27 x 43 cm)         Steam / EO   100/bx,  5/cs
  SCL12152  30x38cm                   蒸気/EO                       100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12” x 15” (30 x 38 cm)            Steam / EO   100/bx,  5/cs
  SCL12182  30x46cm                   蒸気/EO                       100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12” x 18” (30 x 46 cm)           Steam / EO   100/bx,  5/cs
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 Duo-Check® ヒート シール 滅菌バック　                                                     　　　　Heat Seal Sterilization Pouches  
  Crosstex コード　　　　　　　　　　 大きさ　  　　　　 　　滅菌法　　　　　　　　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code                    Size                                                   Processes                           Quantity

  SC310HS     8x25cm            蒸気/EO                   200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3” x 10” (8 x 25 cm)       Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SC48HS    10x20cm           蒸気/EO                   200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4” x 8” (10 x 20 cm)       Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SC411HS    12x28cm           蒸気/EO                   200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fb 4.75” x 11” (12 x 28 cm)      Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SC610HS   15x25cm           蒸気/EO                   200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6” x 10” (15 x 25 cm)       Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SC622HS     15x56cm           蒸気/EO                   200/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6” x 22” (15 x 56 cm)       Steam / EO   200/bx, 5/cs
  SC713HS   19x33cm           蒸気/EO                   200/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7.5” x 13” (19 x 33 cm)       Steam / EO   200/bx, 5/cs
  SC1015HS   25x38cm           蒸気/EO                   200/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10” x 15” (25 x 38 cm)        Steam / EO   200/bx, 5/cs

 Steri-Coil™ 滅菌バックホルダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pouch Dividers
  Crosstex コード　　　　　　　大きさ　　　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code                Dimensions                                             Quantity

  SCD-001                 8.9 x 8.9 x 5.1cm           1                                                              3.5” x 3.5” x 20”    Each
  SCD-012                 6.3 x 1.5cm                 1                                                               2.5” x 6”     Each

Duo-Check® 滅菌バック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Pouches
Duo-Check® 滅菌バックは内部と外部のインジケーターにより滅菌物の保持が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Pouches with both internal and external indicators will 
三年間保たれます。蒸気滅菌とEO滅菌に同様に適合いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　maintain sterilization of instruments for up to three years. Compatible with Steam 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and EO sterilization agents only.
   • この滅菌バックにはヒートシールとセルフシールがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in heat-seal and self-seal options
   • シングル-ユース バックは再利用器具の滅菌にお勧めいたします。                                                                        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V字形のシール部の滅菌バックは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manufactured with medical grade paper and extra-wide chevron seal to 
      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 dark brown 
      EOガスに暴露しますと、こげ茶色に変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　when exposed to EO
   • 滅菌バックはISO 11140 と ISO 11607標準に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meets ISO 11140 and 11607 standards for pouch performance
   • ANSI/AAMI ST79の蒸気滅菌の包括的な指針とヘルスケアー施設の保証指針に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meets ANSI/AAMI ST79 Comprehensive Guide to Steam Sterilization and 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assurance in Healthcare Facilities

 Duo-Check® セルフ-シール滅菌バック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Self-Seal Sterilization Pouches  
  Crosstex コード　　　　　　　　　　大きさ　　　　　　　　　滅菌法　　　　　　　　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code                    Size                                                   Processes                           Quantity

  SCZ    5x20cm            蒸気/EO                  200/箱、20/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2” x 8” (5 x 20 cm)       Steam / EO     200/bx, 20/cs
  SCXX      6x10cm            蒸気/EO                  200/箱、20/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.25” x 4” (6 x 10 cm)        Steam / EO   200/bx, 20/cs
  SCX    7x23cm            蒸気/EO                  200/箱、20/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.75” x 9” (7 x 23 cm)        Steam / EO   200/bx, 20/cs
  SCQ    8x23cm            蒸気/EO                  200/箱、20/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.25” x 9” (8 x 23 cm)        Steam / EO   200/bx, 20/cs
  SCXS    9x13cm            蒸気/EO                  200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.5” x 5.25” (9 x 13 cm)       Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SCS    9x23cm            蒸気/EO                  200/箱、20/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.5” x 9” (9 x 23 cm)        Steam / EO   200/bx, 20/cs
  SCS5    9x23cm            蒸気/EO                  500/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.5” x 9” (9 x 23 cm)        Steam / EO   500/bx, 10/cs
  SCL322   9x56cm            蒸気/EO                  100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はこ3.5” x 22” (9 x 56 cm)        Steam / EO   100/bx, 5/cs
  SCB1X   11x28cm           蒸気/EO                  200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.25” x 11” (11 x 28 cm)       Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SCM    13x25cm           蒸気/EO                  200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.25” x 10” (13 x 25 cm)       Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SCL515   13x38cm           蒸気/EO                  200/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.25” x 15” (13 x 38 cm)       Steam / EO   200/bx, 10/cs
  SCL    19x33cm           蒸気/EO                  200/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137.5” x 13” (19 x 33 cm)        Steam / EO   200/bx, 5/cs
  SCL816   20x41cm           蒸気/EO                  200/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8” x 16” (20 x 41 cm)        Steam / EO   200/bx, 5/cs
  SCL1015   25x38cm           蒸気/EO                  100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10” x 15” (25 x 38 cm)        Steam / EO   100/bx, 5/cs
  SCL1215   30x38cm           蒸気/EO                  100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12” x 15” (30 x 38 cm)        Steam / EO   100/bx, 5/cs
  SCL1218   30x46cm           蒸気/EO                  100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12” x 18” (30 x 46 cm)        Steam / EO   100/bx, 5/cs
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 Sani-Roll® ロール状 滅菌バック                                                                                   Sterilization Tubing
  Crosstex コード　　　　　大きさ　　　　　　　　　　　滅菌法　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code                            Dimensions                                         Processes                       Quantity

  SCT2        5cm x 30m               蒸気/EO        16卷/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2” x 100 ft (5 cm x 30 m)             Steam / EO            16 rolls/cs
  SCT3        8cm x 30m               蒸気/EO        12卷/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3” x 100 ft (8 cm x 30 m)             Steam / EO            12 rolls/cs
  SCT4        10cm x 30m              蒸気/EO        12卷/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4” x 100 ft (10 cm x 30 m)            Steam / EO            12 rolls/cs
  SCT6        15cm x 30m              蒸気/EO        12卷/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6” x 100 ft (15 cm x 30 m)            Steam / EO            12 rolls/cs
  SCT2200       5cm x 200m              蒸気/EO         8卷/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2” x 656 ft (5 cm x 200 m)           Steam / EO              8 rolls/cs
  SCT3200       8cm x 200m              蒸気/EO         4卷/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3” x 656 ft (8 cm x 200 m)           Steam / EO              4 rolls/cs
  SCT4200       10cm x 200m             蒸気/EO         4卷/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4” x 656 ft (10 cm x 200 m)          Steam / EO              4 rolls/cs
  SCT6200       15cm x 200m             蒸気/EO         2卷/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6” x 656 ft (15 cm x 200 m)         Steam / EO              2 rolls/cs
  SCT8200       20cm x 200m             蒸気/EO         2卷/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8” x 656 ft (20 cm x 200 m)         Steam / EO              2 rolls/cs
  SCT12200       30cm x 200m             蒸気/EO         1卷/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12” x 656 ft (30 cm x 200 m)        Steam / EO              1 roll

ヒートシーラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らHeat Sealers
コンパクトで操作が容易です。各シーラーには取扱い説明書が添付されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らCompact and easy to operate, each heat sealer comes with instructions for 
シーラーの大きさは46cmと61cmの2器種があります。装置は使用の前に少しの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　use.  Heat sealers are available in 18”(46 cm) and 24”(61 cm) sizes and are 
ワームアップ時間が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ready to use after a short warm up period.
   • 1.3cmのシールは約2秒でシールできます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/2” (1.3 cm) seal in approximately two seconds
   • 仮に3mm以上厚いシールングの場合は作業員の危険回避のため操作が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具If object exceeding 1/8” (3 mm) thickness is in the sealing area, the heat 
      停止します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sealer will not operate, providing protection to employees
   • シール温度はシール素材により(紙/ポリエチレン/Tyvek)適切に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Temperature setting can be changed to properly seal paper/poly 
      設定できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and Tyvek® packaging products, as well as dust covers

                         ヒートシーラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーHeat Sealers
  Crosstex コード　　　大きさ　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code          Size                 Quantity

  MHS-002              46cm      1                                    18”    Each  
  MHS-003                61cm      1                                   24”    Each

CSR 滅菌包装材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Wraps
環境にやさしい木材パルプのセルロース素材から作られております。これらは石油製品ではありませんのでオイル分は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manufactured from environmentally friendly cellulose material made from wood pulp, not petroleum – Eliminates skin 
含まれておらず、皮膚への過敏な影響はありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sensitivity issues associated with oily residues inherent in plastic based wrappers.
   • 高度なBFE(bacterial filtration efficiency)のデーターは入手可能です。高い浸透性は価格的な効果をもたらします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Highest BFE (bacterial filtration efficiency) Data Available / Highly Permeable (no wet packs) / Cost Effective
   • 細菌の侵入を防ぎ空気媒介や水媒介の汚染を防止します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bacterial barrier to both airborne and waterborne contamination
   • 優れた排水性(水、アルコール、ヨウ素など)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Outstanding liquid repellency - water, alcohol, iodine
   • まれにみる引っ張り強度(濡れた状態でも乾燥状態でも)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exceptional tensile strength - wet or dry
   • EOガス滅菌と蒸気滅菌に用いて下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Use with EO and Steam sterilization processes
   • 手で触っただけでも小さなピンホールや破れなどが確認できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Even texture to allow for immediate visual detection of small pinholes/tears
   • FFA(Flammable Fabrics Act)の要求事項に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meets FFA (Flammable Fabrics Act) requirements

 CSR 滅菌包装材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Wraps  
  Crosstex コード　　大きさ　　　　　　　　滅菌法　　　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code              Dimensions                                    Processes                              Quantity

  SW12            30x30cm          蒸気/EO                100/箱、10/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　512” x 12” (30 x 30 cm)      Steam / EO             100/bx, 10/cs
  SW15            38x38cm          蒸気/EO                100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:\r　 15” x 15” (38 x 38 cm)      Steam / EO             100/bx, 5/cs
  SW18            46x46cm          蒸気/EO                100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18” x 18” (46 x 46 cm)      Steam / EO             100/bx, 5/cs
  SW20            51x51cm          蒸気/EO                100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20” x 20” (51 x 51 cm)      Steam / EO             100/bx, 5/cs
  SW24            61x61cm          蒸気/EO                100/箱、 5/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24” x 24” (61 x 61 cm)      Steam / EO             100/bx, 5/cs
  SW30            76x76cm          蒸気/EO                100/箱、 1/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              30” x 30” (76 x 76 cm)      Steam / EO             250/bx, 1/cs
  SW36            91x91cm          蒸気/EO                100/箱、 1/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36” x 36” (91 x 91 cm)      Steam / EO             250/bx, 1/cs
  SW40            102x102cm            蒸気/EO                          100/箱、   1/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40” x 40” (102 x 102 cm)  Steam / EO             250/bx, 1/cs
  SW48            122x122cm        蒸気/EO                100/箱、 1/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  48” x 48” (122 x 122 cm)  Steam / EO             100/bx, 1/cs
  SW54            137x137cm        蒸気/EO                100/箱、 1/ケース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54” x 54” (137 x 137 cm)      Steam / EO             100/bx, 1/cs

Sani-Roll® ロール状 滅菌バック(紙/プラスチック)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sterilization Tubing (Paper/Plastic)
   • 便利です! 長さや幅のある器具のための滅菌バックです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　為の1Convenient, economical way to package instruments/items – use  
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　only the length and width required
   • メディカルグレードペーパーで作られております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manufactured from medical grade paper; complete paper and film 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　separation
   • 青みがかった透明のフィルムは内容物の確認が容易にできます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Blue tinted transparent film easily identifies compromise in film due to  
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　puncturing or tearing
   • ケミカル インジケーターが付いております。蒸気とEOガス暴露で変色します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Easily visible color process indicators for Steam and EO sterilization
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