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Crosstex | Industrial はCrosstex InternationalのⅠ部門で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cis a division of Crosstex International, a 
Cantel Medical Company (NYSE:CMN)です。私共は感染　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　. We are a leading 
制御と滅菌保証製品の世界的な製造会社です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　global manufacturer of infection control and sterilization 
我々の製品は独創的で高品質で革新的な商品です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほとんどのassurance products.  We create high quality, innovative 
ほとんどの製品は米国で製造されております。我々の幅広　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　products, the majority of which are manufactured in the 
い商品群はバィオロジカル インジケータ―、ケミカル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　United States. Our broad range of products include the 
インジケーター、品質管理試験用菌液、滅菌バックそして　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　following key product lines: Biological Indicators, Chemical 
ロール状の滅菌バックなどです。特注のインジ ケーター、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Indicators, Quality Control Test Suspensions, Sterilization 
マスク、効果の高い消毒液なども取り扱っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pouches and Tubes, Custom Indicator Labels, Face Masks 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and High Level Disinfectants. 

我々の製品は製薬、医療用具/機器製造、滅菌受託、研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所Our global market segments include medical device, 
所、ヘルスケア、歯科関連、食品/飲料そしてバイオ企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pharmaceutical, contract sterilizer, laboratory, food and 
など広範囲に用いられております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　beverage and biotechnology companies which we serve 
我々は11の製造所/販売拠点を世界中に持っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　through a worldwide distribution network. With eleven 
(米国に8ヶ所の拠点と米国以外に3ヶ所の拠点を持ってお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ります)manufacturing/distribution facilities around the world – eight 
ります)我々はこれらの拠点を通じ世界の感染制御又は
滅菌保証市場へ効率的にタイムリーにサービスを提供して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in the United States and three internationally – Crosstex 
おります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　| Industrial services the global infection control community 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in an efficient and timely manner.

Crosstex’の感染制御製品と滅菌保証製品は米国FDA規制施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fs infection control and sterilization assurance 
認証ISO 13485 2012に基ずいて製造されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄手 products are manufactured in FDA regulated facilities 
Crosstexは全ての商品に幅広く求められる証明書などを保管　　化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ecertified to ISO 13485:2012.  Globally, Crosstex maintains a 
しております。必要な方は代理店の(株)センコムへご連絡を。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　点comprehensive list of accreditations and certifications.

販売、サービスと研究拠点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sales, Service and R&D Office
959 Illinois Avenue, Suite B 

Maumee, OH 43537

USA

輸入総発売元 株式会社センコム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Visit our websites at:
110-0016　東京都台東区台東4-1-9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SterilizationProducts.com  or  crosstex.com

　　 Tel(03)-3839-6321 Fax(03)3839-6324                                                                                    03111teL(567) 803-1220 | (800) 860-1888
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                                                                                                                                            Email: ProductOrders@crosstex.com
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6789 W. Henrietta Road
Rush, NY 14543
USA

31 Water Street
Cuba, NY 14727
USA
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乾熱滅菌用 (BI)                                           バィオロジカルインジBiological Indicators for Dry Heat

バィオロジカル インジケーターはISO 11138-4に適合しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　isoBiological Indicators – ISO 11138-4 Compliant  
Crosstex が製造する乾熱滅菌用のバィオロジカル インジケーターはISO 11138-4に適合しております。BIは7mmx38mmの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふぃるたーbiＢＩmanufactures a biological indicator for Dry Heat sterilization which is compliant with ISO 11138-4. The BI consists 
フィルターペーにBacilus atophaeus芽胞が接種されグラシン袋に包装され100枚単位で専用の箱に入っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静養のof a 7 mm x 38 mm filter paper strip inoculated with Bacillus atrophaeus spores, packaged in a white glassine pouch. The 
用いるべきBIのＤ値は乾熱滅菌160℃で2.5分以上あるべきとの要求がISO 11138-4です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　configuration offers an increased D value at 160°C of not less than 2.5 minutes meeting the requirements for dry heat resis-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tance as outlined in ISO 11138-4. 

   • BIを滅菌機の中の最も滅菌の困難な所(コールドスポット)                                                                             Place BIs into the most difficult area of the sterilizer or 
      に又は非滅菌物に設置します。一般的に各滅菌サイクルに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　device/article to be sterilized. In general, a minimum of 
      10枚以上のBIを用いるべきです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10 BIs are utilized in each cycle

   • BIの包装形態は滅菌機の中や滅菌物などに簡単に設置し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Packaging allows for easy placement in sterilizer or 
      又は滅菌後に容易に取り出すことができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　device/article and transfer post-exposure

担体へ接種したバィオロジカル インジケーター(BI)                                                                                      Inoculated Carriers & Biological Indicators 
Crosstex は乾熱滅菌モニタリング用の担体に接種したBIとその他の形状のBIを含めてフルラインで製造しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　manufactures a comprehensive line of Inoculated Carriers and Biological Indicators (BIs) for use in monitoring Dry 
私共の最も人気のある接種担体BIとその他の形状のBIは最新式の装置で製造しております。このことは、各々のBIの菌数、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Heat sterilization processes. Our most popular inoculated carriers and biological indicators are packaged using state of the art 
純度そして品質が常に均一であることを保証できるのです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　equipment, which provides assurance that each glassine pouch contains a biological indicator. 
   • 1箱に100枚入りの使い易さです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Convenient shelf packages of 100 units per box 
   • 商品の成績書には、菌数、純度、抵抗特性が記載されております。(該当する場合には、Ｄ値、ｚ値、生存/死滅時間も　　　　　記載されます)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Products are accompanied by a Certificate of Analysis and are certified with population, purity, and resistance characteristics 
      記載されます)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(D value, z value, survival and kill where applicable)

標準 ストリップ BI               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミニ　　 ミニ                                                                      Traditional Spore Strips 
7mmx38mmのフィルターペーパーに芽胞菌が接種されたスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リップConsist of inoculated filter paper, each 7 mm x 38 mm, 
リップです。取り扱い易いグラシン紙に包装されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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裂くと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The strips can be easily removed from the glassine 
      容易に開き培地に容易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
   • ISO 11138-1に準拠しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant with ISO 11138-1

標準 ストリップ　BI    　　　　　　　ミニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Traditional Spore Strips 
Bacillus atrophaeus Cell Line 9372
使用有効期限　製造から24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life

Crosstex コード　　　　　菌数　　　　　　　　　入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code            Population                      Quantity  

BG-104           104  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box
BG-105                  105  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box
BG-106                  106  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      10        100/箱 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box

ミ二 ストリップBI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mini Spore Strips 
2mmX10mmのフィルターペーパーに芽胞菌が接種されたミニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Consist of inoculated filter paper, each 2 mm x 10 mm, 
ストリップで、色々なサイズがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　packaged in a variety of options. The small size of the Mini 
ミ二サイズのストリップは標準サイズのストリップが使用　　　　　　　　　　　　　　　　Spore Strips allows them to fit into areas of a device where 
出来ないシリンジの中やチューブの中、そしてフタの中など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にstandard sized spore strips cannot be used, such as within a 
に用います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　syringe barrel, inside tubing or under a cap. 
   • Crosstex のミニ スポアー ストリップには2のサイズが                          Mini Spore Strips are available packaged in 
      あります。大きいサイズは25mmx50mm(STN-062)と小さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　~XMM3LJRglassine envelopes of two sizes: a larger envelope 25 
      サイズ25mmx25mm(STN-062MG)です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm x 50 mm (STN-062) or a mini glassine envelope 25 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mm x 25 mm (STN-062MG) 
   • ストリップを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとまとめにThe product is also 
      ひとまとめにした　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　available as an ino-
      バルク仕様もあります。culated carrier in bulk  
      (グラシン紙に入らな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いno glassine packag-
      い)(STN-062B)                                                                    ing - STN-062B)
   • ISO-11138-1に準拠し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てCompliant with 
      ております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ISO 11138-1

ミ二  ストリップ　BI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mini Spore Strips
Bacillus atrophaeus Cell Line 9372 
使用有効期限　製造から30ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life

Crosstex コード　　　　　　　　　　　　　　 菌数        入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code                 Packaging           Population         Quantity

STN-062         グラシン紙入り　　　　 10       100/箱　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Glassine envelopes          106                   100/box
STN-062B       バルク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bulk              106                   100/box
STN-062MG   ミ二グラシン紙入り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mini glassine envelopes   106                   100/box

このBIはISO 11138-4に適合しております。Biological Indicators – ISO 11138-4 Compliant 
Bacillus atrophaeus Cell Line 9372
有効期限　製造から24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24 month shelf life

Crosstex コード　　　　　　　　　　　　 菌数           入数　　　　　　　　　　Code                                         Population             Quantity

BG-106DH                                         106                         100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box
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乾熱滅菌用バィオロジカル インジケーター                                                       Biological Indicators for Dry Heat

糸状 スポアー (BI)                                                                                        Spore Threads 
   • 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設置する理想的なBIです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＢIdeal for use in tubing, lumens and other devices/instruments where larger 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BIs and carriers cannot be utilized
   • ISO 11138-1に準拠しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant with ISO 11138-1

糸状 スポアー(BI)                                                                              Spore Threads
Bacillus atrophaeus Cell Line 9372
使用有効期限　製造から24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life

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

THN-06           　　　綿　糸　25mmx0.1mm      バルク　　　10     100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M　Cotton Thread, 25 mm x 0.1 mm    Bulk         106       100/box

 ディスクBI                                                                                  Spore Discs
Crosstex のスポアーディスクは2種類のサイズがあります。直径3mmと6mmです。このディスクは滅菌の困難(コールド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MSpore Discs are available in two different sizes, 6 mm and 3 mm diameters. The discs are designed to be 
スポット)な場所に直接設置するために設計されたものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　utilized as an inoculated carrier for placement directly into areas of a device which are the most difficult to sterilize. 
   • ディスクは包装から出し入れし易く又、バルクは取り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 のディスクは器具の狭い所などに使用するために設計されております。標準のストリップが入らない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Spore Discs will fit into small areas of a device where a standard-sized spore strip 
      シリンジの円筒部、チューブの中、バイアルやフタの中などに用います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cannot be used, such as within a syringe barrel, inside tubing and vials or under a cap
   • ISO 11138-1に適合しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant with ISO 11138-1 

6 mm 3 mm

6 mm

3 mm

スポアー ディスクBI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Spore Discs
Bacillus atrophaeus Cell Line 9372
使用有効期限  24ヶ月(BG-106D) / 30ヶ月(DN18-06)                                            db month shelf life (BG-106D) / 30 month shelf life (DN18-06)

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

BG-106D             6 mm               バルク　　 10             100/箱 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bulk           106                  100/box
DN18-06             3 mm               バルク　   10             100/箱 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bulk               106                  100/box

スボアーサスペンジョン(芽胞懸濁液)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Spore Suspensions
Crosstex が製造するスボアーサスペンジョンは乾熱滅菌工程の滅菌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　manufactures Spore Suspensions utilized in Dry Heat ster-
モニターに用いられます。サスペンジョンは純粋な懸濁液でＤ値も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ilization processes. The Spore Suspensions are pure suspensions of 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M0.1spores with known resistance characteristics and a variety of popula-
幅広い菌数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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tion levels standardized per 0.1 mL. The Spore Suspensions allow for 
接種できます。とりわけ、ストリップ型のBIが用いられない製品の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　direct inoculation of products, typically to verify sterility of devices 
滅菌性の確認に有用です。併せて微生物に関わるテスト、洗浄の効果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てすとwhere a traditional biological indicator spore strip cannot be used.  
に関する試験、バイオバーデン回収率そして静菌作用/静真菌性(BF)                                                                                     bThey can also be used for a variety of other microbiological tests 
試験にも用いられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　including cleaning effectiveness studies, Bioburden percent recovery 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and Bacteriostasis/Fungistasis (BF) testing. 
   • 10mlの使い易いバィアルの中に20%エタノールに懸濁されたBIです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Each vial contains 10 mL of suspension. Diluent contains 20% 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ethanol
   • 医薬グレードガラスバィアルにネジ込みフタとセブタム付きです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ或るPharmaceutical grade glass vials with screw cap and  septum 
   • サスペンジョンは冷蔵保存して下さい。(2℃ から 8℃)                                                                                           くださいSpore Suspensions require storage under refrigerated conditions 
                                                                                                                                  (2°C to 8°C)
   • ISO 11138-1 に準拠しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant

 スボアーサスペンジョン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Spore Suspensions 
 Bacillus atrophaeus Cell Line 9372  
 使用有効期限　製造から18ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
  Crosstex コード　　　　　　　　菌数/0.1mL                                                         MCode     Population per 0.1 mL

  VBA-102   102

  VBA-103   103

  VBA-104   104

  VBA-105   105

  VBA-106   106 
  VBA-107   107

  VBA-108   108
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乾熱滅菌用ケミカル インジケータ-　ヶるChemical Indicators for Dry Heat

ケミカル プロセス インジケーター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chemical Process Indicators
Crosstex の製造する乾熱滅菌用のケミカル プロセス インジケーターは(CPIs)はCrosstexの要求する品質システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ISO 13486)と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dry Heat Chemical Process Indicators (CPIs) meet the requirements of Crosstex’s Quality System (ISO 13485) 
(ISO 13485)に合致し併せて、各々のISOとUSPの脱パイロジェン工程の標準サイクルの概要をバリデートしております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自演and have been validated per standard cycles outlined in ISO and USP for Depyrogenation processes. Our Chemical 
これらのインジケーターは迅速に安定して目視で乾熱滅菌工程の照射を確認できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Process Indicators provide a fast and consistent visual check on items there were exposed to Dry Heat processes.

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24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life 

Crosstex コード　　　　概要　　　　　　　　　　　　枚数/ロール　　　　　　　未照射　　　　　　　照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code                Description                               Indicators Per Roll               Unexposed                      Exposed

CPI-DH01      円形　　　　　　　　　　　　　 1000                                                                 Circle Indicator Label                    1,000
          12.7 mm (乾熱滅菌)                                                                                              Dry Heat)
          オレンジからブラウン(≦180℃) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　orange to brown (≤ 180°C)

CPI-DP1        円形　　　　　　　　　　　　　　500                                                      　　　　Circle Indicator Label                  500
           12.7 mm (脱バィロジェン)                                                                             Depyrogenation)
           高温又は脱バィロジェン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　High temperature or Depyrogenation - 
                        ピンクから紫/ダークブラウン(≦250℃)                                                                        ムラサきpink to violet/dark brown (≤ 250°C)

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

DIL -1000         円形　　　　　　　　　　　　　　　　　1000                                                                     Circle Indicator Label                                1,000
      19 mm

DTL-125           ラベル　日付と使用者記入欄あり　       125                                                                                     Indicator Label with operator                        125
              19mm X 32mm                                                                                                           Mand date 19 mm x 32 mm

ケミカル インジケータ- ストリップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じChemical Indicator Strips
Crosstex の乾熱滅菌用ケミカル インジケータ- ストリップは革新的なインジケータ-で並み外れた性能を示しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dry Heat Chemical Indicator Strips are innovative indicator strips which demonstrate exceptional performance 
併せて多くの特注品も提供しております。Crosstexは商品の性能を継続的に保証するために全てのロットの品質の評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and are customized for the most widely utilized Dry Heat processes. Crosstex evaluates the performance of every lot to 
試験を行っております。商品には品質保証が添付されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ensure consistent and reliable performance.  Each shipment includes a Certificate of Analysis for assurance of product 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　quality and performance.

ケミカル インジケーター ストリップ                                                                      Chemical Indicator Strips
使用有効期限　製造から24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
Crosstex コード　　　　　　　　　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     大きさ　　　　　　　　　　　　　枚数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りCode                    Description                                 Dimensions                                  Quantity

DH-250                     ケミカル インジケータ- ストリップークラス-4　   115mm X 19mm　             100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    む゜ひChemical Indicator Strip – Type 4                   115 mm x 19 mm                               250/box
DIS-100                     ケミカル インジケータ- ストリップークラス-1　   100mm x 16mm               100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　01Chemical Indicator Strip – Type 1                   100 mm x 16 mm                               100/box

DRY ISO 11140-1 Type 4 

LOT
Reference:
Acceptable if indicating square is equal
to or darker in color than reference arrow

• 照射後は明瞭にグリーンからダークに色変化します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provides a distinct color change from green to dark   
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　when processed
• 記録記入欄があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Writable strip for record keeping
• ISO 11140-1 クラス1に準拠しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type 1 Compliant

DRY ISO 11140-1 Type 4 

LOT Reference:
Acceptable if indicating square is equal
to or darker in color than reference arrow

• 鉛とラテックスは含まれておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lead & latex free
• 色移行なくオレンジからブラウンへ変化します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Irreversible color transition from orange to brown
• ISO 11140-1 クラス4に準拠しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type 4 Compliant 

照射後 (DH-100)                                                                                                                                                        Exposed (DH-250)

未照射 (DH-100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(DIS-100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed (DH-250)

照射後(DIS-100)                                                        dExposed (DIS-100)

未照射　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed (DIS-100)

Dry Heat
Indicator

DATE

OPERATOR

Dry Heat
Indicator

DATE

OPERATOR

T.HAYASHI
テキストボックス
100



乾熱滅菌用包装バック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Packaging for Dry Heat

ナイロン製セルフ シール滅菌バックとロール状滅菌バック                                          Nylon Self-Seal Sterilization Pouches and Roll Stock Tubing
Crosstexのナイロン製滅菌バックとロール状滅菌バックは215℃までの乾熱滅菌に使用できるように設計されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　までの Nylon Self-Seal Sterilization Pouches and Roll Stock Tubing are manufactured for use in Dry Heat processes up 
ナイロン素材は透明です。強く破れにくく使用温度までは耐久性高く使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to 215°C. Nylon material is clear, strong and puncture resistant, maintaining a durable barrier for instrumentation until 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　point of use. 

   • 滅菌バックにはのり付テープがついておりヒートシール又はインジケーターテープの取付の手間が省けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pouches have built-in adhesive tape which eliminates the need for a heat sealer or indicator tape 
   • 各滅菌バックには滅菌後開封が容易にできる様にV字の刻み目と外部にケミカルインジケーターが付いております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Each pouch is notched for ease of opening after processing, and complimentary external chemical indicator labels are 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　included
   • ロール状滅菌バックはどのような長さにも切ることがます。そして機械的にシール又はテープで封をして下さい。　　　　　　　　　　　　　　　Roll stock tubing is designed to be cut to any length prior to packaging and then mechanically sealed or taped closed
   • ラテックスは含まれておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Latex free

ナイロン製セルフ シール滅菌                                                                             バックNylon Self-Seal Sterilization Pouches 

Crosstex コード　　大きさ  　　　　　　　　　　　　　　　　　 　枚数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code             Dimensions                                         Quantity

NSP-400 5cmx25cm                            100/箱                                     2” x 10” (5 x 25                                 cm)      100/bx
NSP-405 8cmx25cm                            100/箱                                                                                      3” x 10” (8 x 25 cm)      100/bx
NSP-410 10cmx25cm                           100/箱                                                                                       4” x 10” (10 x 25 cm)       100/bx
NSP-420 18cmx25cm                           100/箱                                                                                     7” x 10.5” (18 x 25 cm)      100/bx
NSP-430 24cmx25cm                           100/箱                                                                                           9.5” x 13” (24 x 25 cm)       100/bx

ナイロン製ロール状滅菌バック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nylon Sterilization Tubing

Crosstex コード　　 大きさ　     　　　　　　　　　　　　　　　　　ロール                                                                                                                      　Code                           Dimensions                                  Quantity

SN2         5cmx30cm                            12ロール/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケース                                                                               2” x 100 ft (5 cm x 30 m)         16 rolls/cs
SN3         8cmx30cm                            12ロール/箱                                                                                           1 3” x 100 ft (8 cm x 30 m)         12 rolls/cs
SN4         10cmx30cm                           12ロール/箱                                                                                        4” x 100 ft (10 cm x 30 m)       12 rolls/cs
SN6   15cmx30cm                           12ロール/箱                                                                             6” x 100 ft (15 cm x 30 m)       12 rolls/cs
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Tyvek® はEI.du Pont de Nemours 社の登録商標です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company.

バィオロジカル インジケーター 標準スボアー ストリップ                                                               　　Biological Indicators - Traditional Spore Strips 
Crosstex は二酸化塩素滅菌用のバィオロジカル インジケーターを製造しております。BIは細心の注意の元に製造されて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否時manufactures Biological Indicators (BIs) for use in monitoring Chlorine Dioxide sterilization processes. Our BIs 
おります。BIはグラシン紙の中に包装され安定した菌数と純度を保持しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　are manufactured using precise care, which provides assurance that each pouch contains a biological indicator consistent 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in population and purity.
   • 7mm x 38mmのフィルターペーパーに菌が接種されたBIが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Consist of inoculated filter paper, each 7 mm x 38 mm, 
      操作し易いTyvekグラシン紙の中に包装されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　individually packaged in easy-to-handle Tyvek®/Tyvek® 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pouches.
   • ストリップBIはグラシン紙を引き裂き容易にグラシン紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The strips can be easily removed from the pouch for 
      から取り出し培地へ移動できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　transfer to culture media
   • 1箱100枚入りで大変に扱い易い単位です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Convenient shelf packages of 100 units per box
   • 商品には分析証明書そして菌数と純度の証明書が付いて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Products are accompanied by a Certificate of Analysis 
      おります。　室温で保存できます。(15℃～30℃)                                                                                             and are certified with population and purity
   • ISO 11138-1に準拠しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iICompliant with ISO 11138-1 

標準スポアーストリップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Traditional Spore Strips
Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953 
使用有効期限　製造から30ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
Crosstex コード　　　　包総　　　　　　　菌数　　　 枚数                                                                                                              Code      Packaging     Population       Quantity

TCDS-06           Tyvek®/ Tyvek®        106         100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box

二酸化塩素滅菌用バィオロジカル インジケーター                                             Biological Indicators for Chlorine Dioxide
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蒸気-ホルムアルデヒド滅菌用バィオロジカル/ケミカルインジケータ-　/蒸気-ホルヒドムアルでBiological & Chemical Indicators for Steam-Formaldehyde

バィオロジカル インジケーター標準スポアーストリップ                                                          Biological Indicators - Traditional Spore Strips
Crosstex は蒸気-ホルムアルデヒド滅菌用のバィオロジカル インジケーター(BI)を製造                                                     して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　manufactures Biological Indicators (BIs) for use in 
しております。BIは細心の注意の元に製造されております。BIはグラシン紙の中に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6LJRmonitoring Steam-Formaldehyde sterilization processes. Our 
包装され安定した菌数と純度を保持しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BIs are manufactured using precise care, which provides as-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　surance that each glassine pouch contains a biological indicator 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　consistent in population and purity. 
   • 7mm X 38mmのフィルターペーパーに菌が接種されたBIが操作し易いグラシン紙の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MConsist of inoculated filter paper, each 7 mm x 38 mm,
      中に包装されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　individually packaged in easy-to-handle glassine pouches          
   • ストリップBIはグラシン紙を引き裂き容易にグラシン紙から　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取り出し培地へ移動The strips can be easily removed from the glassine
      取り出し培地へ移動できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pouch by tearing open for transfer to culture media
   • 1箱100枚入りは大変に扱い易い単位です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イConvenient shelf packages of 100 units per box
   • 商品には分析証明書が添付されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Products are accompanied by a Certificate of Analysis 
   • ISO 11138-1に準拠しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant with ISO 11138-1 

標準スボアーストリップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Traditional Spore Strips 
Geobacillus stearothermophilus Cell Line 7953
使用有効期限　製造から30ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life

Crosstex コード　　　 　菌数　　　　　　  　　枚数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code            Population                     Quantity  

STSF-05                  105  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box

STSF-06                  106  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box

ケミカル プロセス インジケーター                                                                      ヶChemical Process Indicators
Crosstex の蒸気-ホルムアルデヒド滅菌用ケミカル プロセス インジケーター(BI)はISO 11140-1 ヘルスケアー製品-                                   ケミカル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身もbiSteam-Formaldehyde Chemical Process Indicators (CPIs) are manufactured to meet performance specifications 
ケミカル インジケーターPart 1:一般的要求事項、クラス 1 プロセス インジケーターの概要に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1as outlined in ISO 11140-1 Sterilization of health care products - Chemical indicators - Part 1: General requirements, 
このインジケーターは滅菌暴露の完了を迅速に安定して目視確認ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for Type 1 Process Indicators.  Our CPIs provide a fast and consistent visual check on items that were sterilized by Steam-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Formaldehyde.    
   • 色移行せず紫からグリーンに変化します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Consistent and irreversible color transition from violet to green 
   • 光に感応しない重要な特徴を持っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No light sensitivity issues
   • 永久的な糊の接着力。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Permanent pressure-sensitive adhesive

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60ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
Crosstex コード　　　　概要　　　　　　　　　　枚数/巻　　　　　　 　　　未照射　　　　　　照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code            Description             Indicators Per Roll                      Unexposed               Exposed

CPI-SF01          円形　　　　　　　　　  5000                                                                    Circle Indicator Label    5,000
             12.7 mm

ケミカル インジケ-ター ストリップ                                                                           Chemical Indicator Strips
Crosstex の蒸気-ホルムアルデヒド滅菌用ケミカル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Steam-Formaldehyde Chemical Indicator Strips 
インジケ-ターストリップは革新的なインジケーターで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　demonstrate exceptional performance and are custom-
並み外れた性能を示しております。併せて、多くの特注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ized for the most widely utilized Steam-Formaldehyde 
品も提供しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sterilization processes and provide a distinct color change.  
Crosstex は商品の性能を継続的に保証するために全てのロットの品質の評価試験を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　evaluates the performance of every lot to ensure 
行っております。商品には品質保証書が添付されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　consistent and reliable performance.

   • 滅菌照射後、赤からグリーンに色変化いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Indicator turns from red to green when processed

   • 商品には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

   • ISO 11140-1 クラス4に準拠します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type 4 Compliant 
ケミカル インジケ-ター ストリップ                                         Chemical Indicator Strip
使用有効期限　製造から24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
Crosstex コード　　　　　　　　　概要　　　　　　　　　　　大きさ　　　　　　　　枚数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よCode                Description              Dimensions               Quantity

SFS-250            ケミカルインジケータークラス4　100mm x 16mm      250/箱　　　　Chemical Indicator Strip – Type 4   100 mm x 16 mm     250/box

販売資料にプリントされたケミカル インジケーターの色は、実際の使用時と異なる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ことがあるかも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Colors shown are representations of printed ink initial and signal colors but may vary 
ことがあるかも知れません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from actual use.

• 保存は室温です(15℃～30℃)                                           ＿Room temperature storage (15°C to 30°C) 
• 商品には各基準への準拠書と分析証明書が添付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　th Each shipment is accompanied by a Certificate of 
   されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Analysis to ensure product quality and consistency

照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exposed

未照射　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unexposed
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Timely.
Accurate.
Experienced.
We’re with you 
from start to finish.

Monitoring Products for Ethylene Oxide

Trusted.
Tailored.
Precise.
We can help you
ensure the safety
of your product.

Monitoring Products for Gamma & E-Beam Sterilization IRRADMonitoring Products for Steam Sterilization

Consistent.
Reliable.
Innovative.
Your most trusted
partner for sterilization
products and 
services.

Quality Control Test Suspensions - Growth Promotion

Precise.
User-friendly.
Flexible.
We’re here to verify your
product performance.

Steam-Formaldehyde

Secure.
Tested.
Certified.
We solve problems
with confidence
and creativity.

FORM

Monitoring Products for Dry Heat

Chlorine Dioxide

DRY

                                                                 SterilizationProducts.com
                                                                      crosstex.com
                                                              (567) 803-1220 | (800) 860-1888
                                                            Fax: (419) 666-1715
                                                               Email: ProductOrders@crosstex.com

Innovative.
Smart.
Trusted.
We’re your partner for 
sterilization products.

Monitoring Products for Vaporized Hydrogen Peroxide
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