
私共は皆様の製品の安全性と確実性を支援いたします。　　　　　　　　合致　　　Trusted.
合致させます　　　　　　　　　　　　　　　　　Tailored.
　　　　　　　　　　　　　　　　Precise.
私共は皆様の製品の安全性と確実性を支援いたします。　　　　　　　　　We can help you
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ensure the safety
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of your product.

株式会社センコム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Monitoring Products for Gamma & E-Beam Sterilization IRRAD
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ケミカル インジケーター                                                       Chemical Indicators

ケミカル プロセス インジケータ-                                                                 Chemical Process Indicators
Crosstex のガンマー/E-ビーム滅菌用ケミカル プロセス インジケータ-(CPI)はCrosstexの環境に優しいインジケータ-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cがんまーGamma & E-Beam Chemical Process Indicators (CPIs) are manufactured with Crosstex’s Eco Friendly Indicating 
インクを用いて造られます。これらのインジケータ-は ISO 11140-1 ヘルスケアー製品-ケミカル インジケータ-Part 1:                  Inks and meet performance specifications as outlined in ISO 11140-1 Sterilization of health care products - Chemical 
一般的要求事項、クラス1 プロセス インジケータ-の概要に合致しております。このインジケータ-滅菌照射完了の状態を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eZindicators - Part 1: General requirements, for Type 1 Process Indicators.  Our Chemical Process Indicators provide a fast 
明瞭に目視確認ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and consistent visual check on materials that have been processed by Gamma or E-Beam sterilization processes.    

• 色移行せず黄色から赤に(≦10kGy)又は、グリーンからダークに(≦1kGy)に変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Consistent and irreversible color transition from yellow to red (≥10 kGy dose) or green to dark (≥1 kGy dose)
• 永久的な糊接着力を維持します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Permanent pressure-sensitive adhesive
• 製造から24ヶ月の長い使用有効期限です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life
• 室温保存ができます。(15℃～30℃)                                                                                                   Room temperature storage (15°C to 30°C)
• 商品には各基準への準拠書と製品品質保証書が添付されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Each shipment is accompanied by a Certificate of Analysis to ensure product quality and consistency

Crosstex コード　　　　概要　　　　　　　　　照射レベル　　　枚数/卷　　　　　　　未照射　　　　　　　照射後　　　　　　　　　　　　　　　　　Code Description Dose Level         Indicators Per Roll Unexposed Exposed

    CPI-R01      無地　円形 　　　　 　≦10kGy      5,000                                                              KCircle Indicator Label       ≥10kGy 5,000
 　12.7 mm

    CPI-R03      印字　円形　　　　　　 ≦10kGy      5,000                                                              KCircle Indicator Label       ≥10kGy 5,000
 12.7 mm                                                                                            with imprinted 

          　　　　＂赤は照射済＂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者ext “RED IS EXPOSED”

     SP-R58      印字　円形　　　        ≦10kGy　　 5,000                                                                 　 KCircle Indicator Label       ≥10kGy 5,000
 12.7 mm                                                                                                      with imprinted 

          　　　　＂赤γは照射済＂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者text “RED IS     EXPOSED”

     CPI-F01      無地　円形　            ≦1kGy　    5,000                                                                          KCircle Indicator Label        ≥1kGy 5,000
 12.7 mm

    CPI-R02      インジケータ-ラベル　　 ≦10kGy     1,000                                                                         Indicator Labels ≥10kGy 1,000
 手持ちサイズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for hand-held labeling

          25mm x 12mm                                                                                             MMXX Msystems
                                                                                                                    25 mm x 12 mm

    CPI-R06      インジケータ-ラベル　   ≦10kGy     1,000                                                                                         KIndicator Labels ≥10kGy 1,000
 手持ちサイズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for hand-held labeling

          25mm x 12mm                                                                                                    1Xsystems with indicator
                                                                                                                      25 mm x 12 mm

     SP-RXX      特注インジケータ-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Custom Indicator             Custom Varies
 ご要望をお聞かせ下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Labels. Please Inquire

ケミカル プロセス インジケータ-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chemical Process Indicators
使用有効期限　製造から24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life

2

サンプル見本です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Example of Label with Indicator
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Biological Indicators

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はガンマー線/E-ビーム滅菌工程モニタリング用のバィオロジカル インジケータ-を提供しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
これらのBIは細心の注意の元で製造されております。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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　()offers Biological Indicators (BIs) for use in monitoring Gamma & E-Beam sterilization processes. Our biological 
おります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　indicators are manufactured using precise care, which provides assurance that each glassine pouch contains a biological 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　indicator consistent in population, purity and resistance. 
   • 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中に包装されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 XInoculated filter paper, each 7 mm x 38 mm, individually packaged in easy-to-handle glassine pouches 
   • 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又はチャレンジ デバィスに移動できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B                 。The strips can be easily removed from the glassine pouch by tearing open for transfer to culture media or challenge 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　device assembly
   • 1箱100枚入りは大変に使い易い単位です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Convenient shelf packages of 100 units per box 
   • 商品には分析証と菌数、純度とＤ値が記載されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Products are accompanied by a Certificate of Analysis and 
      室温保存です。(15℃～30℃)　湿度は30%～80%を推奨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぇare certified with population, purity, and resistance 
      いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　characteristics 
   • ISO 11138-1に準拠しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compliant with ISO 11138-1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Traditional Spore Strips 
Bacillus pumilus Cell Line 27142
使用有効期間　製造から24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life

Crosstex コード　　　　　菌数　　　　　　　　　枚数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Code            Population                     Quantity  

PM-106           106  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box

PM-107                  107  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　box

PM-108                  108  100/箱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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ガンマー線/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　manufactures Spore Suspensions utilized in Gamma 
E-ビーム滅菌工程の滅菌モニターに用いられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　& E-Beam sterilization processes. The Spore Suspensions are
サスペンジョンは純粋な懸濁液です。併せて、このスボアー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pure suspensions of spores with known radiation resistance 
の放射線に対するＤ値も明記されます。菌数は0.1ml当たり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mcharacteristics and a variety of population levels standardized 
の菌数が標準化され幅広い菌数レベルが用意されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　per 0.1 mL. The Spore Suspensions allow for direct inoculation 
とりわけ、ストリップ型のBIが用いられない製品の滅菌性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　biＢＩof products, typically to verify sterility of devices where a 
の確認に有用です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　traditional biological indicator spore strip cannot be used.  
   • 10mlの使い易いバィアルの中に20%のエタノールに懸濁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふたPharmaceutical grade glass vials with screw cap and  
      付きです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　septum 
   • スボアーサスペンジョンは冷蔵保存して下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Spore Suspensions require storage under refrigerated 
      (2℃～8℃)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　conditions (2°C to 8°C)
   • 各々のスボアーサスペンジョンには菌株番号、菌数、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Each vial of Spore Suspension is accompanied by a 
      Ｄ値(濾紙に接種してＤ値を測定します)使用有効期限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Certificate of Analysis detailing the source, assayed 
      の明記が添付されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　population, resistance characteristics on paper carrier 
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and expiration date 
   • ISO 11138-1 に準拠しております。                              　　スポアーサスペンジョン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Spore Suspensions 

  Bacillus pumilus Cell Line 27142   
  使用有効期限　製造から24ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 month shelf life

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

  VBP-106   106

  VBP-107   107 
  VBP-108   108
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※上記以外の菌数もご用意しております。10^2、10^3、10^4、10^5

T.HAYASHI
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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.
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