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ようこそ!                                               Welcome!

今日の世界の幅広い産業界の各種製造法は標準化され管理された製造　　　　法が求めら　　　　　　　　　　　　　　れ　　　　　　　　　　　　　クリ－ンルームと管理された環境は、厳しい洗浄のニーズ　　　　　　　　　　　　In today’s world, the call for controlled manufacturing is standard 
法が求められております。バィオテクノロジーや製薬製品の製造工程　　　　　　　　　　　　や洗浄管理　　　　　　　　　　　　　には増々厳しいじ　に対する正しい製品を提供するMicronovaとつながっています。　　　　　　　　　　　　　　　　macross a wide range of industries. Processing and cleaning controls 
や洗浄管理は増々厳格な管理が求められます。同時に溶液製品やナノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テクノロジ　　　　ー　　　　　　　　　　多数の米国特許と申請中のものがあります。私共の研究チームは　　　　　　　　　　　　　クリcontinue to grow ever more stringent in biotechnology and pharmaceutical
テクノロジー等はより高い洗浄管理の達成が摸索されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　にクリ－ンルームとその周辺のメンテナンスの標準を確立すべく製品　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　production –  at the same time engineers in wafer production and 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の開発を続けております。これこそが私共の仕事です。　　　　　　　　　　nanotechnology search for methods to attain higher yields.

これらのことに挑戦することが Micronovaの商品開発の原点なのです。　　　　　　　　　　　　These issues are a key factor in the development of Micronova’s range of
それらは:モップ、洗浄の特殊用具、石鹸、洗剤、スポンジ、ワイプと　　　　テープなどです。　　　　　それproducts which include: mops, support hardware, soaps, detergents and
テープなどです。それらは清潔な環境で製造されることが常に配慮　　　　し　　　て　　　設計されて　　　　　　　　　　お
されて設計されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tape. Each is designed with clean manufacturing in mind – down to the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　last detail.

1984年以来、世界中のクリーンルームと管理された環境に携わる人々　　　　　　　　　　　　　　美Since 1984, cleanrooms and controlled environments the world over have
は厳しい洗浄の要求に対する正しい製品を提供するMicronovaと              ルームcome to rely on Micronova to provide the right products for their critical
つながっています。私共には多数の米国特許と申請中のものがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S
私共の研究チームはクリーンルームのメンテナンスの標準を確立すべ　　　く　　　　　　　　　　　　　　ャ巣cleaning needs. With several U.S. Patents in place and others pending, 
く製品の開発を続けております。私共は高レベルの要求に合う厳格な　　　　　　　　　　　our research team continues to develop the products that set the standard
製品の必要性を認識しております。それこそが私共の仕事です。　　　　　　in cleanroom maintenance. At Micronova, we understand the necessity of
いつでも品質を至上命題とするあなたは、輸入元の(株)センコムにご連　　　絡meeting strict production requirements with the highest level of control.
絡下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　It’s our job.

あなたのクリーンルームにはその価値があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Where quality is imperative, choose Micronova. 



   www.senkom.com                                                   www.senkom.com                                                  micronova-mfg.com
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String Floor Mops                                 ストリングモップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理された　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部す具すString Floor Mops

MicroLoop Mops                                 マイクロループモップ(MicroLoop)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ループ　　MicroLoop　　　　　　　™ 
　　　　　　　　　　　　　　　Mops

NovaKnit Mops                                                                     ノバ ニット モップ(NovaKnit Mops)

機能的なループ状モップです。クリ－ンルームに隣接するサービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A functional looped mop which can be used for service areas outside the cleanroom
エリアや〝きれいな造り"計画などに用いられます。このモップには　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and for “clean build” projects. The MicroLoop heads attach to the stainless steel 
ステンレススチールハンドルとSSA-3 Acmeを取り付ます。(ページ8参照)                               handle by way of the SSA-3 Acme Thread Adapter (see page 8).

ML-1 MicroLoop PVA                                                            マイクロループ PVA                                                MicroLoop PVA
クリ―ンルームの維持管理に有用です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、建設の後や〝きれいな造り"計画などに用います。　　　　　　　　　　　　For cleanroom support, post-construction and clean-build projects.

ML-9 MicroLoop PolyGen                                                   マイクロループ         PolyGen                                  MicroLoop PolyGen
経済的なポリエステルモップヘットは強い消毒剤の使用に適します。　　　　　　　　　　　〝有害マット"でこぼれを管理します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　An economical polyester mop head ideal for “Hazmat” and general spill control.

吸収性高く、管理された区域と重要な環境の洗浄と水分吸収効率に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　An absorbent, deceptively robust mop for cleaning and liquid pick-up in 
特徴があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　controlled and critical environments.
独特のうね織り模様の撚り糸仕上のモップです。低塵埃性と高い吸収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The unique ribbing of the strands produces a mop that is both low linting and
性が特徴です。ノバニットには二つの織り方があります。100%ポリエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スabsorbent. The NovaKnit is available in two fabrics, 100% Polyester 
ステル(MP52-31-12W)とポリエステル/ナイロン(MP53-31-12W)混合です。                                                                          理恵 or a Polyester/Nylon Blend (MP53-31-12W) for applications
これらは吸収性の高い商品です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                     SSU-1          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ステンレス 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g(4d(4pe requiring greater absorbency.
中まで同じ素材で出来たモップは耐久性のある織布と結合し強い消毒　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剤や、作りのThe solid construction of the mop, combined with the durable fabrics allow the
剤の使用に適します。洗濯ができます。再使用が可能です。　　　　　　                                                    MH-1          Polypropylene                                 ファイバーグラス/ポリプロピレン                                             Mi 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やmop to be used with strong disinfectants, laundered and re-used.  Theバニットはオートクレィブ滅菌が可能です。放射線滅菌済モップも在りみ角プNovaKnits hold up to autoclave and are available irradiated.

Micronovaの提供する広い洗浄域を迅速に効率的               PP                                                                            にmMicronova offers a selection of string mops for
に洗浄する織布モップです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cleaning large surface areas quickly and efficiently.

消毒剤をモップに浸すか又は乾燥したモップで仕上をき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れいにする　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かWhether laying down disinfectant or cleaning to a dry finish,
れいにするか、目的に応じた多くの種類の織布モップは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　半導体/電子工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学マイクロエレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　different designs and fabrics address the various protocols
半導体/電子工学から食品加工そして製薬工場へと使用範　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囲は拡大され　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　found in many cleaning scenarios from microelectronic fabs to囲は拡大されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　food processing and pharmaceutical production.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PVA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PVA                                                                                              PVA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Low-linting and
                                                                                             低塵挨性と吸水性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　absorbant. PVA低塵埃性                                                                                          pva                                                                                                オートクレーブ不可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Non-autoclavable

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NovaLite                                                                                                       NovaLite
                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　　－ト オート　　　　　　　　　　　オートオート                              Autoclavable and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　usable with strong
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　disinfectants

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PolyGen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プPolyGen                                              Economical, auto-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　clavable, low-linting

　　　　　　　　　　　　NovaPoly
　　　　　　　　　　　ートクレーブ可　　　　　　　　　　　　　　　Autoclavable, 
　　　　　　　　　　　　低　　　　　　　　　　　塵挨性　　　　　　　　　　　　　　　　　　low-linting

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop Head and Mop Cover Materials (See page 5 for details)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. DescriptionMP52-31-12W Polyester NovaKnit                               ポリエステル ノバ ニット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyester NovaKnit
MP5231-12WIR Polyester NovaKnit Irradiated                    ポリエステル ノバニット滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyester NovaKnit Irradiated
MP53-31-12W Poly/Nylon NovaKnit                                ポリ/ナイロン ノバ ニット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Poly/Nylon NovaKnit
MP5331-12WIR  Poly/Nylon NovaKnit Irradiated                        ポり/ナイロンノバニット滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Poly/Nylon NovaKnit Irradiated
PG9-12 PolyGen Mop                                        モップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop
PG9-12IR PolyGen Mop Irradiated                                 モップ 滅菌済                                         Mop Irradiated
MZLM5-12 M-Zone Loop Mop                                     モップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop
MZLM5-12IR M-Zone Loop Mop Irradiated                            モップ 滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop Irradiated
MZCRMS11-12 M-Zone MegaSorb Mop                              モップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop
ML-1 MicroLoop Mop PVA                                        モップ PVA                                        Mop PVA
ML-9 MicroLoop Mop PolyGen                              モップ PolyGen                                Mop PolyGen
CRM-1 Micro Mop PVA                                       モップ PVA                                                    Mop PVA
CRM-2 Micro Mop NovaLite                                       モップ NovaLite                                              Mop NovaLite
CRM-6 Micro Mop Polyester                                モップ ポリエステル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop Polyester
CRM-66 Micro Mop Polyester Die-Cut                          モップポリエステル打ち抜き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　致Mop Polyester Die-Cut
MICRO21-1 Micro Mop Deluxe PVA                               モップ デラックス PVA                                  Mop Deluxe PVA
PPM4-MM15 PharmaPly Mop                                       モップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop
PPM4-MM15IR PharmaPly Mop Irradiated                             モップ 滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop Irradiated
CRMS-LB NovaSorb Mop                                    モップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop
CRMS-LBIR NovaSorb Mop Irradiated                         モップ 滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop Irradiated
QDMH-1 Micro Mop Adapter                                 モップ アダプター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop Adapter
SSU-1 Stainless Steel Ext.                                  伸縮自在 ハンドル　　　　　　　　　　　　　　Ext. 

Handle 91cm-182cm                               ハンドル 91cm-182cm                            　Handle 36”-72”
MH-1 MicroMop Handle Fiberglass and                    モップハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mop Handle Fiberglass and 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polypropylene
SSA-3 Acme Thrrad Adapter for use with               ネジアダプター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thread Adapter for use with

ML-1 & ML-9 とSSU-1 Handles                        hハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and SSU-1 Handles

商品番号    概要

モップヘッドとモップカバーの素材

PVA
低塵埃性と吸水性
オートクレーブ不可 

NovaLite
強い消毒剤に
使用可能 

PolyGen
オートクレーブ可
低塵埃性 

NovaPoly
オートクレーブ可
低塵埃性 
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囲は拡大されます。



CRM-1 MicroMop PVA                                                                            マイクロモップ    PVA                                                                   MicroMop® PVA

このモップは並みはずれた水分吸収力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と手This mop offers exceptional absorbency and
と低塵挨性が特徴です。水分吸収性は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゃlow linting features. With an absorbency of
自重の600%.で床の乾燥時間は10秒～12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 and a drying time of 10-12 seconds, 

秒です。このモップはハイテックに携わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るかかわる秒the CRM-1 is an obvious choice for high-tech 
る人々に利用され洗浄面に塵挨残留の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　applications where the need for dry, 
ない高い効果を発揮します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　residue-free surfaces is paramount.

MICRO21-1 MicroMop PVA                                                                    マイクロモップ　 PVA                                                                MicroMop® PVA

このMICR021-1は標準のCRM-1モップ素材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The MICRO21-1 is a perforated version of
に穴をあけた改造版です。穴のあいた撚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吸収性　　　　　　　　　　　　　　　　　吸収　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塵埃性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吸収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the standard CRM-1 mop. It offers increased 
糸状の織布は水分の吸収を増大さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　absorbency and wicking with its perforated 
せ洗浄する床面積を拡大します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　strands which increase the surface area of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mop fabric in contact with the floor.

CRM-2 MicroMop Lite                                                                               マイクロモップ　　Lite                                                                      MicroMop® Lite

管理された環境やクリーンルーム区域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tyl A sturdy mop for controlled environments
には、この頑丈なモップは最適です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and cleanroom support areas. The latex
ラテックスレィヨンの混合繊維は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rayon blend will retain its absorbency and
水分保持が高く使用耐久性も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しいefficiency over several uses. 
増大させます。オートクレーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The CRM-2 can be autoclaved 
滅菌が可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for medical and 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sterile applications.
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3半導体/電子産業　　　　　　　　　　　　　　実験/研究室　　　　　　病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Semiconductor/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Electronic

製薬/バィオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バィオテック　Pharmaceutical/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バィオテック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノロジー　Biotech

使用する主な産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　器用Key To Usage By 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Primary Industry: Lab / Research Hospital

CRM-6 MicroMop® Polyester

効率高く水分吸収ができ、レーザーカットで　　　　　　　　　　　　　　　　　A substantial mop which efficiently wicks away 
微粒子の付着を抑えた丈夫なモップです。　　　　　　　　　　　　　　　　　moisture and is laser cut to minimize particulate. 
モップ先端内部のレンガ状織布は非常に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がA concealed foam brick at the top of the mop 
丈夫で汚れの多い所などに効果的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　強いoffers a dual-cleaning action for high traffic 
使用されます。強い殺菌剤にも使用できます。　　　　　　　　　　　　　areas and heavy duty cleaning. The CRM-6 
蒸気滅菌が可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　will hold up to strong disinfectants 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and steam sterilization.

CRM-66 MicroMop®

Polyester Die-Cut (写真表示なし)                                     not shown)

PPM4-MM15 PharmaPly™ Mop 

このポリエステル/レーヨン混合モップは水分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吸収性　　　　　　　　　　　This polyester/rayon blend mop combines superior
が極めて高くポリエステルは低　　　　　　　　　　　　　　　absorbency with the clean, low-linting qualities of
の高い素材です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　polyester. Ideal for cleaning and disinfecting 
製薬企業のクリーンエリアや病院、　　　　　　　　　　　　　　　　　　pharmaceutical support areas, hospitals and 
研究室などの日常の厳重な清掃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　laboratories with stringent cleaning routines. 
管理に最適です。オートクレーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　滅菌が可能です。　　　　　　　　　　　　Holds up to strong disinfectants and 
滅菌が可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　can be autoclaved. 
放射線滅菌済み製品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available Irradiated.

画期的な低塵挨性と高水分吸収性　　　　　　　　　　　　　　　　　An innovative low-linting and highly
のマィクロファイバー製モップです。　　　　　　　　　　　　　　　absorbent microfiber mop, based on the
このMegaSorbはマィクロファイバー　　　　　　　　　　　　　　traditional string mop design. The
管より作られ、通常のポリ/コットン　　　　　　　　　　　　　　　　　　MegaSorb is made up of microfiber tubes
製モップなどに比べ小さな粒子の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くらべwhich draw up and trap small particles
吸着、捕獲に抜群の威力を発揮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場more effectively than standard poly/cotton
します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mops which roll over the dirt. Ideal for
洗濯して再使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　laying down strong disinfectants and
オートクレーブとガンマー滅菌が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　drawing up spills. Can be laundered and 
できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　re-used and holds up to autoclave and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gamma-irradiation. 

MZCRMS11-12 M-Zone™

MegaSorb™ Mop

MZLM5-12 LoopMop™

製薬企業、無菌環境工程そして医療　　　　　　　　　　　　　　　　　A functional knitted polyester mop for 
用具生産に関わる殺菌性の保持に　　　　　　　　　　　　　　　　　効applying disinfectant in pharmaceutical,
効果を発揮します。毛細管状の撚り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aseptic processing and medical device
糸のモップは水分吸収効率が高く　　　　　　　　　　　　　　　　　　applications. The tubular strands of the mop
殺菌効果を高めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　draw up moisture efficiently and ensure that 
耐久性のある作りは洗濯又はオートクレーブに　　　　　　　　　　　　　　　　　つくdisinfectants are laid down for the required
より再使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　contact time. The durable construction of the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mop allows it to be laundered, autoclaved 
放射線滅菌済み製品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芽if necessary, and used several times. 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Also available irradiated.

PG9-12 PolyGen Mop                                                                                      ポリジェン　　　　Mop                                                                          モップPolyGen™ Mop

経済的で低塵挨のポリエステル モップです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　An economical low-linting polyester mop.
ヘリンボーン状の撚糸ループ仕上げで粒子の付着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The herringbone weave in the looped
がなく、広い洗浄面での強い殺菌性や乾燥時間の短縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うstrands ensures no raw edges, guaranteeing
にも配慮した設計です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　low particulation. The PolyGen is designed to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cover large areas and to apply disinfectants
強い消毒剤にも使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　that require extended drying time. 
オートクレーブ滅菌が可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The PolyGen holds up to strong 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　disinfectants and can be autoclaved.

放射線照射の殺菌アプリケーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For sterile applications, 
についてはPoplyGen 商品番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用品ask about our irradiated 
PG9-12IRをご使用下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PolyGen Mop - 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part Number PG9-12IR
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M-Zone SnapMop™

• 病院/薬局や製薬企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Designed for controlled
の製造工程など管理さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れたenvironments, 
れた環境のために設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pharmaceutical production
されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and hospital pharmacies

• ラテックスは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Suited to ‘Latex Free’
使用しておりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Environments

• モップ機能は洗剤を洗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浄　Quality features of covered
浄面に一様に散布でき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るfoam combined with 
る経済設計です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　economical design

• 薄型設計です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形Low Profile design 
• ヘッド角度は洗剤や消毒剤に効率的に機能する角度です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トAngled head for easy application of disinfectant or detergent
• サイズは豊富です。(23cm,35cm,46cm)                                                                                                 Variety of sizes (9”, 14”, 18”)
• 素材はPolyester,Microfiber,MegaTexとPolySorbがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in Polyester, Microfiber,  MegaTex, and PolySorb materials
• 洗濯/オートクーブが可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Launderable/Autoclavable 
• ガンマー滅菌済み製品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available Gamma Irradiated

PocketMop™

• クリ―ンルームグレードの合成素材で　　　　　　　　　　　　　　　　　Cleanroom grade materials of
経済的に設計されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　construction combined with 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　economical design

• 薬品製造、薬品合成、食品製造工程、　　　　　　　　　　　　　　　　Suited to pharma production,
健康増進のための機能性食品工場や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イcompounding pharmacies, food
病院に効果的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そして医療用具製造現場で用いること　　　　　　　　　　　　　　　　processing, nutraceuticals, 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hospitals and medical device

• ヘッド角度は洗剤や消毒剤に効率的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　装束Angled head for easy application
機能する角度です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どof disinfectant or detergent

• NovaPoly,PolySorb,Microfiberそして　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<Available in NovaPoly, PolySorb,
MegaTexの素材の商品があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Microfiber and MegaTex materials

株式会社センコム　　03-3839-6321　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Contact Us (888) 816-4276 Outside the U.S. Call (310) 784-6990

Cleanroom Mops
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SlimLine™ Mop

• 電気磨き仕上のスチール枠。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るElectropolished steel frame
• 両方向　180度の回転ヘッド。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き晃Rotates 180º in both directions
• 床、壁面そして部屋の隅もスム―スに清掃できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へーEasy coverage of floors, walls and corners
• ヘッドカバーは3サイズあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in three sizes with a choice of slipcovers
• バケツはSlimLine又はSlim の ＂T＂バケツをお使い下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gb@4 Use with SlimLine or Slim “T” bucket systems
• 放射線滅菌済み製品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available irradiated

Flat Head Mops
床と壁面清浄用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8と床tfor Floor and Wall Cleaning

SnapMop™,PocketMop™and PadMop™ 下の写真は SlimLine モップ アダプターと互換性があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shown Below are Compatible with the SlimLine™ Mop Adapter Series

PadMop™

• バィオ-テック/無菌環境用に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bio-tech / aseptic processing
• 薄型設計です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Low profile design
• ヘッド角度は洗剤や消毒剤に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Angled head for easy 
効率的に機能する角度です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どapplication of 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　disinfectant / detergent

• 濃い洗剤は両側面で使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　揃って　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thicker foam allows use
出来ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of both sides

• 幅サイズは選択できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Choice of widths
• 洗濯/オートクレーブ可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Launderable / autoclavable
• 放射線滅菌済み製品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available irradiated
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商品番号　　　　　　概　要(商品番号の後にIRは放射線滅菌済です)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SlimLine™ Mop
QDSL-9, 14 & 18 Stainless Steel SlimLine Mop Adapter 23,35又は46cm                9”, 14” or 18”
QPSL-9, 14 & 18 Plastic SlimLine Adapter 23cm,35cm又は46cm                                            9”, 14” or 18”
SLSC6-9, 14 & 18 NovaPoly Cover 23cm,35cm又は46cm                                9”, 14” or 18”
SLSC6-9IR, 14IR & 18IR NovaPoly Cover 23cm,35cm又は46cm 放射線滅菌済み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゜9”, 14” or 18” Irradiated
SLSC6AA-9, 14 & 18 NovaPoly/MicroFiber Cover 23cm,35cm又は46cm                              9”,14” or 18”
PadMop™

SLP6-9, 14 & 18 NovaPoly PadMop 23cm,35cm又は46cm                                    9”, 14” or 18”
SLP6-9IR, 14IR & 18IR NovaPoly PadMop 23cm,35cm又は46cm放射線滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9”, 14” or 18” Irradiated
M-Zone SnapMop™

MZSM56-9, 14 & 18 NovaPoly Cover 23cm,35cmと46cm                                 9”, 14” & 18”
MZSM56-9IR, 14IR & 18IR 　Irradiated NovaPoly Cover 23cm,35cmと46cm                              9”, 14” & 18”
MZSM6AA-9, 14 & 18 MicroFiber Cover 23cm,35cmと46cm                                          9”, 14” & 18”
MZSM6AA-9IR, 14IR & 18IR Irradiated MicroFiber Cover 23cm,35cmと46cm                                      9”, 14” & 18”
MZSM620-9, 14 & 18 MegaTex Cover 23cm,35cmと46cm                                 9”, 14” & 18”
MZSM620-9IR, 14IR & 18IR Irradiated MegaTex Cover 23cm,35cmと46cm                                    9”, 14” & 18”
MZSM11-9, 14 & 18   PolySorb Cover 23cm,35cmと46cm                                             9”, 14” & 18”
MZSM11-9IR, 14IR & 18IR  Irradiated PolySorb Cover 23cm,35cmと46cm                                      9”, 14” & 18”
PocketMop™

QPSL-14, 18 Plastic Adapter 35cm,46cm                                               14, 18”
STAH-60WH Plastic Handle 152cm                                             60”
PKM6-14, 18 Polyester PocketMop 35cm,46cm                                               14, 18”
PKM11-14, 18  PolySorb PocketMop 35cm,46cm                                          14, 18”
PKM20-14, 18 MegaTex PocketMop 35cm,46cm                                      14, 18”
PKMAA-14, 18 Microfiber PocketMop 35cm,46cm                                          14, 18”

商品番号　　　概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
PilloMop™

QDPH-1 PilloMop Adapter
PM-6 PilloMop NovaPoly
PM-648 PilloMop NovaPoly 10cmx20cm                                                                                                4” x 8” 
PMC-648 PilloMop NovaPoly Slip Cover
その他の織物のモップもあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in additional fabrics

PilloMop™

• ポリエステルのフックとループの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アダプタ手Attaches to the QDPH-1 Adapter with polyester
アダプターでQDPH-1に取りつけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hook and loop strips

• ヘッドの標準サイズは23cmx13cmです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そStandard size head is 9” x 5” with custom 
特注サイズも承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sizes available

• ヘッドの動きは前後左右にスム―スです　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Head moves easily up and down and from side
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to side

• 作業の困難なコーナーや勾配の所そして　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　狽Ideal for reaching awkward corners and angles
狭い容器など容易に作業できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for cleaning shelving and narrow chambers

重要なアプリケーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旬In super stringent 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　applications it’s
異なった表面に使用する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　important to 
モップは目的に合わせて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　distinguish between
選択することが極めて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mops used for 
重要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　different surfaces.

Micronova は織糸と平面モップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　has a selection
のさまざまな種類を掲載して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of string and flat head
おります。(ページ2～5)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mops (see pages 2
豊富な種類からの選択で使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はthrough 5) in various 
者は清浄中のクロス-コンタミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民sizes so that operators 
ネーションを防止できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　can guard against 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cross-contamination 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　while cleaning.

PolyGen
100% ポリエス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyester
テル、ヘリボー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Herringbone
ン状の撚糸、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね練Weave provides
水分吸収性高く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　greater wicking.
強い殺菌剤使用　　　　　　　　強い殺菌剤使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Can be used
可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with strong 
オートクレーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　disinfectants.
可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Autoclavable.

NovaPoly
100% ポリエス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyester.
テル、強い殺菌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イCan be used
剤使用可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with strong 
オートクレーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　disinfectants.
可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Autoclavable.

MicroFiber
80% ポリエス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyester
テル、20% ポリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyamide.
アミド、400% 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　absorbency
水分吸収性、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Can be used 
強い殺菌剤使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with strong 
d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　isinfectants.
オートクレ－ブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Autoclavable.

PolySorb
100% ポリエス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyester
テル、水分吸収　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with a waffle
を高めるために　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　weave for
目の込んだ編方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　increased
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　absorbency. Can
可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　be used with
オートクレーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　strong disinfec-
可能。　　　　　可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tants.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Autoclavable.

MegaTex
織物ではなく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　し。　　　　　　　　　　　　　　　Non-woven
熱接合ポリアミド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どPolyamide 
繊維。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イtextured thermo
強い殺菌剤使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可能。　　　　　　　　　　　　　　　bonded surface.
可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　Can be used
オートクレーブ可。　　　　　　　　　　　　　　with strong 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　disinfectants.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Autoclavable.

ガンマー線滅菌済みモップは次の商品です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Other Gamma Irradiated Mops (not shown): 

• NovaPoly • NovaLite
• MegaTex • MicroFiber Mops

注文時に商品番号の後にIRの文字を追加して下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　When ordering, add the letters IR after the Part Number.

水分吸収が少なく又はドライモップはページ28を参照下さい　　　　　　　　　　　　　　　Foam Free Mop Options Available - See Page 28.

モップとモップカバーの素材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かばーMop Head and Mop Cover Materials

kitada
テキストボックス
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Special Tools & Accessories

MegaSwat™ Adapter

このモップは重要な製造工程の装置　　を持つ装置　　　　　　　　　　　　For applications cleaning around heavy
や校正された器具の周辺の清浄に用　　　いて77process equipment or calibrated 
いて下さい。特徴は柔軟性のあるポ　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　apparatus. Features a flexible 
リエチレンです。スリップカバーは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がpolyethylene interior with a choice of
選択できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　slip covers.

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.        Description
QDMS-16      MegaSwat Adapter 
                    6.4cmx41cm                              2.5” x 16” Blade

MS1-16NS     MegaSwat Cover – PVA
MS2-16NS     MegaSwat Cover – 
                    NovaLite

MS6-16NS     MegaSwat Cover – 
                    NovaPoly

MSAA-16NS   MegaSwat Cover – 
                    Microfiber

QDMS-8        MegaSwat Adapter 
                    7.6cmx20cm                                 3” x 8” Blade

MS6-8             MegaSwat Cover – 
                    NovaPoly

MSAA-8         MegaSwat Cover – 
                    Microfiber
特注サイズも承ります。　　　　　　　　　　　　　　滅Custom sizes available
滅菌済みのポリエステルカバーは注文　　　　　　　　　　　　　　　　う文るPolyester covers available irradiated, add
時に商品番号の後にIR を記載下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to end of part number when ordering.

MegaTip™ Swab

丈夫な＂SWAB＂モップです。　　　　　　　　　　　　　　　　A substantial cleaning “swab,” the
MegaTip は10cmx3.9cmのブローブ　　　　　　　　　　　　　　is a 4” x 1.5” probe which,
です。ユニバーサル ハンドルと　　　　　　　　　　　　　　　　　　どwhen used with the Univesal Handle,
共に用います。壁の凹凸部やコーナ　　　　　　　　　　　　　will easily reach to clean lighting
そして壁や天井の角などを容易に　　　　　　　　　　　　　　　　可recesses, corners and angles between
清浄できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　walls and ceilings and other areas
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特注サイズも承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　where a mop or wiping area is not ideal.

特注サイズも承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　うけたまわCustom sizes available.

　　　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　art No. Description
QDMT-1 MegaTip Adapter, 23cm 長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　9” long
MT-1 MegaTip Cover - PVA
MT-2 MegaTip Cover - NovaLite
MT-6 MegaTip Cover - NovaPoly
MT-6IR      MegaTip Cover - NovaPoly

放射線滅菌済み　　　　　　　　　　　　　Irradiated

NovaSqueegee™ Adapter

壁面、窓やスクリーン洗浄用の板ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　Squeegee adapter for cleaning walls, win-
ムを用いた清浄具です。PVAに交換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dows and screens. Sold with a standard
するオプションもあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アrubber blade, PVA replacement blade 
30cm,46cmと56cm幅の商品があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　optional. 12”, 18” and 22” widths available.
NovaSqueegee adapter はSSUのハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　attaches to the SSU
に取り付けます。オートクレーブ可。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　series of handles. Autoclavable.

商品番号　　　　　　概　要　　　　商品番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品　　番号　　　　　　　　Part No. Description
QDNS-12, 18, & 22 NovaSqueegee アダプタ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Adapter 

30,46,56cm                                                         5とと0546,<12”,18” & 22” Blade
NS-12, 18, & 22 30,46,56cm                                                       12”,18” & 22” 

PVA 清浄具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Blade
RS-12, 18, & 22 30,46,56cm                                                      12”,18” & 22” 

ゴム清浄具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rubber Blade

FlexBrush Adapter

ポリエステル又は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12” bendable brush with
マイクロファイバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　polyester or microfiber
製の30cmの折り曲げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cover. Use with extend-
られるブラシです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　able handle or stand
窪みのある部材や深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　alone for cleaning over-
いタンクなどに最適　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　head pipes, coving and
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　deep tanks. Acme
カバーはオートクレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーthreaded end. Covers are
ーブ可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　autoclavable.

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.              Description
FB-12                 FlexBrush Adapter 
                          Zinc/Polypropylene
BRWM-22512J   FlexBrush Adapter Stainless Steel 
FBC-611             NovaPoly Cover
FBC-611IR          NovaPoly Cover 放射線滅菌済み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Irradiated
FBC-AA               Microfiber Cover

Isolator Tool™

• 隔離装置用、クリーンルームや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For Isolators, Containment  
中間エリヤの清浄のためのモップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and Bio-Hoods in 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cleanroom and Buffer Areas

• 薄型設計です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Low Profile Design 
• ヘッド角度は洗剤や消毒剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Angled head for easy 
に効率的に機能する角度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　application of disinfectant 
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　or detergent

• 簡単な操作で伸長自在な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Modular and extendable 
モジュールハンドル。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　handles for small pass thrus 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and extended “reach”

• スリップカバーは洗濯/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Launderable/Autoclavable 
オートクレーブ可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Slipcovers

• 滅菌済みのスリップカバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Slipcovers Available 
もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Irradiated

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.              Description
QDIT-09               23cm Stainless Steel Isolator Tool                                                                9” Stainless Steel Isolator Tool
QPIT-09               23cm Plastic Isolator Tool                                                                      9” Plastic Isolator Tool
STAH-12WH         30cm Plastic Handle                                                                         12” Plastic Handle
ITC11-9NS           PolySorb Cover, Envelope style (糊しろはなし)                                                                       no elastic or snaps)
ITC620-9              Polyester/MegaTex Cover
ITC6-9                  Polyester Cover
ITCAA-9                Blue Microfiber Cover
ITCAW-9              White Microfiber Cover
滅菌済み商品については注文時に商品番号の後にIRを追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available irradiated – add IR to end of part number. Covers available
して下さい。内部に泡沫の入ったカバーもあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with foam interior for increased absorbency.

Curtain Cleaner™

クリーンルームの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A simple, effective
カーテンやソフト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウdesign to clean 
ウォールなどを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等をの囲いなど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をcleanroom curtains and
容易に清浄します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　softwall enclosures. 
クリーニングヘッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具The cleaning head
ドをカーテンの上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へclamps the curtain at
部にあてがい次に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the top and then slides
滑り落としながら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　down to apply or
カーテンに洗剤を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　squeegee the cleaning
塗布し洗浄します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　agent on both sides of
カーテンクリーナは30cmです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the curtain. The Curtain Cleaner 
スリップカバーはサイズが異なります　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　measures 12” and has a selection of 
ので選択して下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手different slipcovers for cleaning in cleanroom
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　support, critical and sterile environments.

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
CCH-24 Curtain Cleaner (61cm,長さ)                                                                 24” length)
CCH-48 Curtain Cleaner (122cm,長さ)                                                               48” length)
CCSC-1 PVA Slipcover
CCSC-2 NovaLite Slipcover
CCSC-6 NovaPoly Slipcover
CCSC-6IR NovaPoly Slipcover 放射線滅菌済み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Irradiated
CCSC-68 PolyMesh Slipcover
CCSC-20 MegaTex Slipcover
CCSC-AA MicroFiber Slipcover
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PowerHead™

The PowerHead family
offers a variety of different
mop heads for use with our
self wringing electropolished stainless steel handle. 
Disposable mop heads come in different types and densities 
of foam and with the option of polyester covers.

Available in 10” and 14” widths, the entire unit is autoclavable and
features a quick disconnect fitting allowing it to be used with the
standard or extendible range of Universal Handles.

Part No. Description Units/Pack
QDPHH-10 & 14 PowerHead 10” & 14” 1
SSU-6 25” Universal Handle 1
PHU-120 & 124 Absorbent Foam 10” & 14” 1
PHU-150 & 154 Wide Pore Foam 10” & 14” 1
PH6-150 & 154 NovaPoly Covered Foam 10” & 14” 1

www.senkom.com                                                                                                                   micronova-mfg.comCleanroom Mops
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Self Wringing & Squeegee Style

Twist Mop
An economical mop
system which cuts
back on cleaning
time and unneces-
sary hardware by
incorporating a 
simple self-wringing
action in the TH-1
handle. The handle 
is constructed of 
aluminum and 
plastic and can be
autoclaved. The mop head is available in two different fabrics to
cope with varying cleanroom protocols.

Part No. Description Units/Pack
TM-1 Twist Mop PVA 1
TM-9 Twist Mop PolyGen 1

EconoMop™

• Designed for easy 
application of disinfectant

• Economical Design 
• Multiple Cleaning Surfaces

Part No. Description
QDECM-14CP EconoMop Adapter 14”
ECM12-2314 EconoMop Foam 14”
ECSC7-14 PolyTex SlipCover

Why is the PowerHead Handle only 28 inches? 
Why do I have to buy a separate handle?

The PowerHead was designed to clean walls and floors. Reaching a 
12 foot wall or high ceiling with the standard mop handle is difficult.
To solve this, we made it possible for the self-wringing PowerHead to
fit any of the SSU- series handles. This way the operator can 
customize the handle length to fit the need. For a standard length for
floors, add the SSU-6 handle.

T-Mop™

• Low profile mop for cleaning floors, walls and ceilings
• Rotates 180º
• Wide surface is ideal for 

general cleaning and applying 
disinfectants in sterile 
environments

• Cleans under equipment and reaches 
awkward angles on shelving and narrow chambers

• Available in three sizes with a choice of slipcovers
• Available irradiated

Part No. Description
QDT-10, 14 & 18 T-Mop Adapter 10”, 14” or 18”
QDST-10, 14 & 18 Square T-Mop Adapter 10”, 14” or 18”
T1-10, 14 & 18 T-Mop Cover PVA 10”, 14” or 18”
T2-10, 14 & 18 T-Mop Cover NovaLite 10”, 14” or 18”
T6-10, 14 & 18 T-Mop Cover NovaPoly 10”, 14” or 18”
T6-10IR, 14IR & 18IR T-Mop Cover NovaPoly 10”, 14” or 18” Irradiated
T612-10, 14, & 18 NovaPoly Cover, Thick Foam 10”, 14” or 18”
T2012-10, 14, & 18 MegaTex Cover, Thick Foam 10”, 14” or 18”
TAA-10, 14, & 18 MicroFiber Cover 10”, 14” or 18”

kitada
テキストボックス
パワーヘッドハンドルは何故71cmだけなのでしょう?何故セパレィトハンドルを買わなければならないのでしょう?パワーヘッドは壁と床の清掃のために設計されております。標準のモップハンドルでは3.6メートルの壁又はそれ以上高い天井の清掃は困難です。この解決のために、セルフしぼりパワーヘッドをSSU-のハンドルに取り付けられるように設計しました。これにより使用者はハンドルの長さを必要に調整できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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PowerHeadの商品群は多くの種類のモップヘッドと電気磨きされ

kitada
テキストボックス
たステンレススチール製のハンドルを提供いたします。使い捨てモップは様々なタイプとポリエステルカバーの付属品があります。PowerHeadは25.4cmと35.6cmがあります。これらは全てオートクレーブ滅菌が可能です。これらは標準又は伸縮自在のユニバーサルハンドルにワンタッチで装着できます。

kitada
テキストボックス
簡単なTH-1自動しぼり機能ハンドルにより清掃の時間が大幅に短縮されます。ハンドルはアルミニウムとプラスチックで出来ております。オートクレーブが可能です。

kitada
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モップヘッドは織の違う2種類があります。クリーンルームでの清掃の仕方によって選択して下さい。

kitada
テキストボックス
・床、壁や天井を清掃する為の低アングルの       モップです

kitada
テキストボックス

kitada
テキストボックス
・180°回転です。・消毒剤などを用いながら広い表面の清掃に適します。

kitada
テキストボックス

kitada
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・消毒剤の使用の為に設計されました。・多目的な清掃面に応用できます。

kitada
テキストボックス

kitada
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kitada
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・器具の下や困難な角度の場所、棚の上そして狭い場所などに用います。・3つのサイズがあります。スリップカバーも選択して下さい。・ガンマー滅菌済みの製品もあります。

kitada
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ユニバーサル ハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Universal Handle

モップの中核はユニバーサル ハンドルです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The core of the hardware system is the Universal Handle.
電気磨き仕上ステンレス スチール ハンドルに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The electropolished stainless steel handles have Delrin® 

Delrinを用いております。この素材は接続部の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　components giving strong all-around conections and hard-
全般にわたり強い特性を持っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　w　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　earing properties. The handle is available in extendible or 
ハンドルは伸縮自在と固定長があります。蒸気滅菌可。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　single-length models. The entire unit can be autoclaved.

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.        Description
SSU-1           Extendible Handle 96cm-182cm 　長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38”-72” Long
SSU-3           Extendible Handle 157cm-300cm  長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62”-120” Long
SSU-8           Extendible Handle 36cm-58cm    長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14”-23” Long
SSU-1836     Extendible Handle 46cm-91cm    長さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18”-36” Long
SSU-2           20cm  Handle                                                                                                8” Handle
SSU-4           155cm Handle                                                                                               61” Handle
SSU-5           94cm  Handle                                                                                                     37” Handle
SSU-6           64cm  Handle                                                                                            25” Handle
SSU-7           130cm Handle                                                                                                 51” Handle
SSU-9           30cm  Handle                                                      をを                                      12” Handle

ACME Thread Adapter

ユニバーサル ハンドルは二つの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The adaptability of the Universal Handle 
アダプターの内の1つを追加する事に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より、その適合性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　zcan be increased by adding one of two
より利便性が増加されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アダプター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　adapters, available in “female” or “male”
アダプターはメスネジとオスネジです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むunits. Made with stainless steel and Delrin®,
ACMEアダプターはネジを切ったアダプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the ACME Thread Adapter is threaded to
ターです。これは使用者が他のヘッド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　allow the operator to add other janitorial
やハンドルを追加するためです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　heads or handles to the Universal System.

T モップ又はMegaTipを使用する場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　When used with the “T” Mop or MegaTip,
ACMAアダプターは新たな清浄システムや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総the ACME Adapter can be combined to 
隔離された所や同じように隔離された排　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　気　　　　　　　　　　　　　　　　create a viable cleaning system for isolators
気エリアなどを清浄します。　　　　　　　　　　　　　　　　　and similar enclosed “hoods.”

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SSA-2 “メス＂ACME Thread Adapter                                 bbFemale” ACME Thread  Adapter
SSA-3 “オスMale” ACME Thread  Adapter

Universal Handles and Micronova’s
Quick Disconnect System
マイクロノバのモップは交換可能に設計されて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Micronova’s mopping systems are designed to be
おります。モップの中核のシステムは電気磨き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　interchangeable. The core of each of our mop 
仕上のステンレス スチール ハンドルです。                                                                       systems is the Electropolished Stainless Steel
多様なモップに伸縮自在に取り付けられるハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Handle. Available in a variety of fixed and
ドルやアダプターは簡単な取り付けと取り外し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　extendible lengths the handle connects easily to the
ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　various mop frames and adapters by means of a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　quick disconnect. 

完全なモップ システムとは何が必要でしょうか?                                                                            すかWhat do I need to complete a mop system? 
• SSU- シリーズのハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　series handle
• QD シリーズのモップ枠/アダプター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　series mop frame/adapter
• 選択した織布とモップ又はそれに対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一致したモップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The corresponding mop or slipcover in 
したスリップカバー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぷyour selected fabric

どのACMAアダプターを使用　　　　　　　　　　　　　　　　　Which ACME Thread Adapter
したらよいでしょうか?                             do I use?

Micronovaのモップアダプター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　To use a Micronova Mop Adapter
(QD シリーズ)でACMAハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Series) with an ACME
(STA-シリーズ)はSSA-2を使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Threaded Handle (STA-series)
下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　select the SSA-2

メスネジや板ゴムを用いたモップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をTo use a standard head such as 
など標準ヘッドのユニバーサル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a female threaded broom,
ハンドル(SSU-シリーズ)はSSA-3                               squeegee or janitorial style mop
をご使用下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　frame with your Micronova
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Universal Handle (SSU-series),
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　use the SSA-3

Plastic Handles

• 軽量で経済的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lightweight & Economical
• 化学的な耐性に優れております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Excellent chemical resistance
• オートクレーブ滅菌が可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Autoclavable
• ACME ハンドルはQPシリーズ アダプターと直接接続できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　threaded ends connect directly to QP series adapters
• ハンドルは30cm-600cmまで揃っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Handles available from 12” up to 237”

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
STAH-12WH 30cm Handle                                                                                                           ハンドルHandle                                                                                                 12” Handle
STAH-24WH 61cm Handle                                                                                                           24” Handle
STAH-36WH 91cm Handle                                                                                                      36” Handle
STAH-48WH 122cmHandle                                                                                                    48” Handle
STAH-60WH 152cmHandle                                                                                                   60” Handle
STAEH-072WH 100-183cm 伸縮ハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40-72” Extendible Handle
STAEH-101WH 100-257cm 伸縮ハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旬40-101” Extendible Handle
STAEH-183WH 172-465cm 伸縮ハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　俊68-183” Extendible Handle
STAEH-237BL 173-600cm 伸縮ハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68-237” Extendible Handle

Hardware & Accessories
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MicroMop® Handle

Micronovaの織布モップ用のグラスファイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　An economical, fiberglass and polypropylene
バーとポリプロピレン製のハンドルです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　handle for use with Micronova’s string mops.

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
MH-1 163cm マイクロモップ ハンドル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64” MicroMop Handle

Buckets & Wringers

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
B-1 Yellow Plastic Bucket with 7.7cm casters,opening size:32cm                        3” casters, opening size: 12.5” x 19”, 

x48cm.capacity: 42L.                                                     44 quarts
W-1 Yellow Plastic Wringer (use with B-1), capacity: 680g～1020g.                                         24 to 36 oz. capacity
B-2 Yellow Plastic Bucket with 5cm casters,opening size:33cm x                                       *2” casters, opening size: 13” x 17”, 

43cm,capacity: 33L.                                                                   35 quarts
W-2 Yellow Plastic Wringer (use with B-2), capacity:454g～907g.                                    16 to 32 oz. capacity
B-3 Circular Stainless Steel Bucket with 5cm casters,                                       opening 2” casters, opening diameter: 

opening diameter:35cm,capacity:30L.                                       13.75”, capacity: 32 quarts
B-3A Circular Stainless Steel Bucket with 7.7cm casters,opening                         3” casters, opening diameter: 

diameter:35cm,capacity:30L.                                              13.75”, capacity: 32 quarts. Autoclavable
B-11A Circular Stainless Steel Bucket with 7.7cm casters,opening                            3” casters, opening diameter: 

diameter:40cm,capacity:42L.オートクレーブ可能.                                      る16”, capacity: 44 quarts. Autoclavable
W-6 Stainless Steel Downward Press Wringer (use with B-3),capacity: 

454g～907g.オートクレーブ可能.                                            16-32 oz. capacity. Autoclavable

管理された環境で使用する用具を買い替える時の要素は長寿命　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蒔Longevity and ease of replacement are factors which affect each 
であり使い易さです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　controlled environment to a different degree.

我々の設計によるハードウェーア群は標準的な清浄システムの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　In addition to its own designs in hardware, Micronova offers 
選択項目のバケツでありモップしぼり器です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a selection of buckets and wringers to complement their 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　standard cleaning systems.

ページ10と11のバケツと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　See Pages 10 and
モップしぼり器をご参照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11 for More Buckets 
下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and Wringers

B-2 / W-2

B-3 / W-6

Over Under
Accordion Handle

電気磨き仕上げのステンレス スチール折りたたみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　An electropolished stainless steel collapsible 
式ハンドルです。スペースが限られた場所や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かぎらdg handle designed to deal with the unique space limitations
隔離された場所、排気口などに効果的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in isolators and containment hoods.
サイズは20cm,33cmと48cmです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,Available in 8”, 13” and 19” sizes, each section 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　features a delrin hinge and quick disconnect to allow for
オートクレーブが出来ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　attachment of additional sections and ultimately the mop
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　adapter. Autoclavable. 

このユニークな設計により使用者は折りたたみ式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The unique design allows the operator to fit the collapsed
のハンドルで隔離された場所の内側の清浄に必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　handle into the pass thru and once inside the isolator pro-
なモップの長さや角度を活用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vides the extended reach necessary to cover all surfaces.

Outside of the Isolator:
アコーデングハンドルを標準ハンドルに接続する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　When connected to a standard handle, the Accordion
とクリ―ンルーム内の障害物に対して効果的な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Handle allows the operator to angle 
角度で清浄することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the mop head to effectively and comfortably clean ‘over 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and under’ obstacles in a cleanroom or 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　controlled environment.  

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.       Description
QDAH-08      20cm Accordion Handle                                                                                                              8” Accordion Handle
QDAH-13      33cm Accordion Handle                                                                                                      13” Accordion Handle
QDAH-19      48cm Accordion Handle                            c                                                                              19” Accordion Handle
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商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.           Description
C-22S               Stainless Steel Double Bucket Cart includes Blue and Yellow Polypropylene Buckets.
                        23L capacity per buket.                                                               CACAPACITY 6 gallon capacity per bucket.
C-33S               Stainless Steel Triple Bucket Cart includes Blue, Yellow and Red Polypropylene 
                        Buckets. 23L capacity per bucket(C-33Sの青いバケツです)                              6 gallon capacity per bucket (shown with blue buckets).
C-225               Stainless Steel Double Bucket Cart with Two 19L Electropolished Stainless                  　 電気磨き仕上げステンレススチール　　　　　　　　　　　　　　　地5-gallon Electropolished Stainless 
                        Steel Buckets.
C-22PTBB         Stainless Steel Double Bucket Cart with one 30L and one 42L Electropolished                  8-gallon and one 11-gallon Electropolished 
                        Stainless Steel Buckets.
C-22PTBD        Stainless Steel Double Bucket Cart with two 42L Electropolished Stainless                        11-gallon Electropolished Stainless 
                        Steel Buckets (shown).
C3A-02             Hang-On Basket (shown).
C3A-03             Downpress Wringer Bar for use with C-22S or C-33S carts.
W-10                MegaWringer for use with C-22S or C-33S carts (shown).
B-7DB              Replacement 23L Polypropylene Bucket,Dark Blue,Autoclavable (shown)                   lll6 gallon Polypropylene Bucket, Dark Blue, Autoclavable (shown).
B-7RE               Replacement 23L Polypropylene Bucket,Red,Autoclavable.                               6 gallon Polypropylene Bucket, Red, Autoclavable.
B-7YE               Replacement 23L polypropylene Bucke,Yellow,Autoclavable.                           6 gallon Polypropylene Bucket, Yellow, Autoclavable (shown).
BKL7-3119IR    Gamma Irradiated Bucket Liners for B-7 bucket series.
B-7DBAC          Dark Blue Polypropylene Bucket w/Casters
B-7DGAC          Dark Green Polypropylene Bucket w/Casters
B-7REAC          Red Polypropylene Bucket w/Casters
B-7YEAC           Yellow Polypropylene Bucket w/Casters

クリーンルームや隔離された　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Working directly with facility 
施設で直接作業される皆様へ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　managers and cleanroom 
マイクロノバは我々が直接設計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　operators, Micronova has 
したバケツやカートは皆様の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　developed a series of custom carts
ご要望に基き多くの改良をいた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し好きto match the specific requirements
しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for your controlled environment. 

各々のカートは電気磨き仕上げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　それぞれThe base of each cart system is
のステンレススチール枠です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an Electropolished Stainless
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Steel frame
スムースな移動、オートクレーブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with smooth rolling, autoclavable 
可能なキャスター、移動のための　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頑強なハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドルcasters, and a sturdy handle 
頑丈なハンドルの3つの握り機能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やfeaturing three ‘grip its’ for 
や追加のモップヘッドなどです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　transporting handles and 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　additional mopheads.

Multi-Bucket Cart Options
オプションは:                                                                      けOptions include:
• 吊るしバスケット(C3A-02)追加の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The Hang-On Basket (C3A-02) for 
クリ―ニングなどの移動用として。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　具transporting additional cleaning supplies.

• 下方へ押すモップしぼり器は標準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The Downpress Wringer Bar (C3A-03) 
の(C3A-03)長方形のポリエチレン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　which allows use of a standard 
バケツが使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　downward press wringer with carts 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　configured with rectangular 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　polypropylene buckets.

• ２つ又は3つのバケツの違いは電気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Two and Three Bucket variations are 
磨き仕上のステンレス スチール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちoffered along with Electropolished 
製やオートクレーブ可能なポリエチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　peStainless Steel, or Autoclavable 
レン製のバケツなどです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polypropylene buckets.

• 組立式のモップしぼり器の部品は個々　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にはWringer assemblies are sold separately 
に販売しておりますので使用者独自　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　so that you can further customize the 
のしぼり器を作製できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cart to your exact mopping system.

電気磨き仕上げステンレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Electropolished 
スチール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stainless Steel から保護します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ごGuards against corrosion – 
強い消毒剤や超純水を使用の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　whether using strong disinfectants
腐食から保護します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　or ultra-pure water

C-22PTBD

B-7DBAC

C3A-02

B-7YE W-10

C-33S
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Slim “T”™ Double Bucket Cart

このシンプルで機能的なダブルバケツは電気磨きステン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レスThis simple and effective double bucket system is comprised of an
レススチール枠で構成されており23Lx2ヶのバケツを容易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。elecropolished stainless steel frame that easily transports two six
に移動できます。キャスターのタイヤは360度の回転が可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gallon buckets. Excellent manueverability is achieved with the 360˚
能で機能的な移動ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rotation of the caster wheels.

バケツの大きさは49cmx24cmx24cmです。多様なモップに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘッド　　　　Each bucket measures 19-1/4” x 9-1/2” x 9-1/2” making the 
対応できるように作られております。これらはオート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クレsystem suitable for use with a variety of mop heads. The entire unit
クレーブ滅菌が可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is autoclavable.

商品番号　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
C-7WH   Autoclavable System
C-7    Standard System

Slim “T”™ Wringer

SlimLineと＂T＂モップシリーズそして平面モップしぼり　　　　　　　　　　　　　　　　　Designed to wring the SlimLine and “T” Mop series as well as 
のために設計されました。Slim ＂T＂しぼり器のシンプル　　　　　　　　　　　　　　　　　other flat pad mops. The Slim “T” Wringer’s simple design allows 
な設計により使用者はモップに残った水分を充分にしぼり　　　　　　　　　　　　　　　the operator to wring out excess fluid leaving the mop damp
出すことができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　enough to effectively saturate the surface being cleaned. 
電気磨きによる仕上げは耐久性と長寿命を可能にしました。　　　　　　　　　　　　　　　　　時妙による仕上はCrafted from electropolished stainless steel for durability and long
オートクレーブ可。特許取得。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取特life. Autoclavable. Patent Pending.

商品番号　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
W-92 Slim “T” Wringer fits C-7 Cart or B-7 Series Bucket
W-95 Slim “T” Wringer fits B-11 Round Bucket
W-98 Slim “T” Wringer fits B-3 Round Bucket
W-9    Slim “T” Wringer for “T” Mop or Squeegee Style Mops or 

applications requiring higher saturation. Fits C-7 Cart or 
B-7 Series Bucket

W-9B    BoxWringer for String Mops. Fits B-7 Series Bucket.

The Slim “T” System

多くの種類の商品を　　　　　　　　　　The higher the 
揃えていることは効率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しばしば効率的　　　　　　　　　classification often
的な製造部門を持って　　　　　　　　　　　　　　　　　　いるmeans the smaller the 
いることの意味です。　　　　　　　　　　　　manufacturing area

C7 Slim ＂T＂バケツ2ヶ付き　　　　　　　　　　　　　　　　　The compact design of the C7
カートの様にコンパクトな設計　　　　　　　　　　　　　Slim “T” Double Bucket Cart
はバケツに2種類の消毒剤を運　　　　　　　べ　　　　　　　　(shown above) allows for 
べますので狭い場所での作業が　　　　　　　　　　　　　　double bucket disinfecting with
容易です。　　　　　　　　　　　　　　　　　ease and maneuverability in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tight spaces.

W-9

(“T” モップは含まれていません)         Mop not included)

W-98

C-91, 92, 93 Stainless Cart Series
• 電気磨き仕上げステンレス スチール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Electopolished Stainless Steel
• バケツが1ヶ、2ヶ、3ヶ付きのカートが有ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シリーズずAvailable in single, double, and triple bucket configurations
• キャスターは360度回転で抗-微生物タイヤです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Excellent maneuverability with the 360˚ rotation of the 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prevenz™ Antimicrobial wheels

• 打ち抜きのステンレススチールのバケツは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Molded stainless steel buckets feature smooth
滑らかで凹凸や継ぎ目がなくバクテリアか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　interiors with no ridges or seams to harbor 
ら保護されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bacteria

• Megaしぼり器とSlim-Tしぼり器に使用可。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compatible with MegaWringer and Slim-T Wringer

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.           Description
C-91                 Single Bucket Cart
C-92                 Double Bucket Cart
C-93                 Triple Bucket Cart
B-99                 30L Repacement Bucket                                                                                                           8 Gallon Replacement Bucket
BKL99-3521IR  Sterile BucketLiner
W-9                  Slim-T Wringer
W-10                MegaWringer

(写真はオプションの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shown with optional 
W-92 Slim “T” です。)        wwW      Wringer) W-9B
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NovaClean™ Floor Cleaner
Cleanroom Detergent for Floors, Walls and Ceilings

NovaClean 床クリーナは多目的のクリーンルーム用クリーナーです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Floor Cleaner is an all-purpose cleanroom cleaner which is filtered down to 0.1
それらは0.1ミクロンまで濾過されております。推奨する希釈割合はナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　microns. At the suggested dilution, the formulation can claim sodium and potassium levels
とカリウムのppb検出レベルです。低イオン洗浄液なので静電気は発生しません。　　　　　　　　　　　　　bbdetectable only in parts per billion. The low-ionic formulation will not generate a static
クリーナーが殆んど床に残留していなければ床の導電性に影響はありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　charge. With little or no residue build-up, the cleaner will not affect the efficiency of ん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　conductive flooring.

NovaCleanは濃縮されております。1ガロン(3.785L)容器は227L～484Lに希釈して　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nEasy and economical to use, NovaClean Floor Cleaner is a concentrate which will yield 60
使用しますので大変に経済的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to 128 gallons of cleaner per gallon container.

• 0.1ミクロンまで濾過。低ナトリウム。生物分解性。すすぎは不必要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　悉用Filtered to 0.1 Microns       • Low Sodium       • Bio-Degradable       • Free Rinsing

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
NC1-G 1Gallon(3.785L)
NC1-5G 5 Gallon(19L)

NovaHol™ Cleanroom Cleaner
High Evaporation Rate for Quick Drying

このすぐに使えるクリーナーは同じ様に微細な濾過を施し併せて乾燥を早めるためにイソプロピールアルコールを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　為にようにThis ready-to-use formulation offers the same fine filtration and low-ionic levels of
NovaClean に加えたクリーナーです。この極めて高い蒸発性は、ガラス、アクリル、ビニールのカーテンやステンレス-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with the addition of isopropyl alcohol to speed drying time. With its extremely
スチールの表面のクリーナーとして最適です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　high evaporation rate, NovaHol is ideal for cleaning glass, acrylic, vinyl curtains and 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　stainless steel surfaces.

NovaHol は使い易い0.95Lのスプレーボトルと清浄面に直接クリーナーを用いるボトル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がイis available in an easy-to-use quart size spray bottle and can be applied directly
があります。詰め替え用の1ガロンボトルもあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to the surface being cleaned. Gallon refill bottles are also available.

• 0.1ミクロンまで濾過。　低ナトリウム。　すぐに使える。　速乾性。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Filtered to 0.1 Microns       • Low Sodium       • Ready-To-Use       • Fast Drying

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
NH1-Q 0.95L                                                                                                                     Quart
NH1-G 3.785L                                                                                                                         Gallon

I’m cleaning with DI Water or IPA – why should I use NovaClean?

研究発表によりますとNovaCleanに少量の界面活性剤を加えますと洗浄面の表面張力を弱め微粒子を除去する効果を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Studies show that adding a small amount of surfactant to the cleaning process will break surface tension and remove more 
高めます。併せて極めて微細な濾過を施しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ます。particles. NovaClean Floor Clean has a slight surfactant base and, with its extremely fine filtration, the assurance that you are not
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bringing more into the cleanroom than you are taking out. 

注釈 : Micronovaの洗浄液とクリ―ナは消毒液ではありません。　　　　　　　　　*Note: Micronova’s Detergents & Cleaners are not disinfectants. Formulated
半導体製造業/電子部品製造業などで使用されますが、併せて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。のすが提供される商品です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　for the Semiconductor/Electronics industries, their fine filtration and purity
細かい濾過と純度の高い性質の洗浄液は中性洗剤として製薬企業/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lend themselves to applications in the Pharmaceutical and Biotech 
バィオテック産業にも幅広く使用されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　industries as detergents in ‘neutral cleans’ when a kill rate is not required.

NovaClean AFX Amine Free Formula Part No. NC10-G



MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner
The Safer Alternative to Toxic and Flammable Solvents

MegaClean Heavy-Duty Cleaner は毒性又は引火性のある溶媒、例えば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のfis a solution which offers an effective alternative to
アセトン、イソプロピルアルコール等に代るクリーナーです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の様なものにようなるtoxic and flammable solvent-based cleaners, such as acetone and isopropyl alcohol.

引火性がなく、生物分解性による汚れの解決に理想的なクリーナーです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の方式The non-flammable, bio-degradable formulation is an ideal spot cleaning solution and
殆んどの表面のグリース、接着剤や感光性耐蝕被膜の汚れなどを容易に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　除去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　easily removes grease, adhesives and photo-resist stains from most surfaces. Filtered
除去します。0.1ミクロンまで濾過します。これは半導体、電子部品や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to 0.1 microns, it is geared to semiconductor, electronics and aerospace operations
航空宇宙分野に適合することです。オゾン減少に関する規制に効果的な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　where regulations on ozone-depleting compounds have led engineers to look for 
代替技術に関連することでもあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　effective replacements.

• 0.1ミクロンまで濾過。引火性なし。生物分解性有り。水溶性。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Filtered to 0.1 Microns       • Non-Flammable       • Bio-Degradable
• 低濃度で効力。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Water Soluble                   • Effective at Low Concentrations

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
MC1-Q 0.95L                                                         液体                                                    Quart
MC1-G 3.785L                                                                                                               Gallon
MC1-5G 18L                                                                                                          5 Gallon
MC1-55G 208L                                                                                                            55 Gallon
MC1-C20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pre-Saturated Wipes, 20 Count Canister

www.senkom.com                                                                                             micronova-mfg.comDetergents & Cleaners

13半導体/電子工学　　　　製薬/バィオ　　　　　実研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テ　　ック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Semiconductor/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Electronic

　　　　　　　　　　Pha　　　　　　　　　　　　　病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実研究　　験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　辞　　　　　　　　r　　　　　　　実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実maceutical/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Biotech

主な使用先記号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号～Key To Usage By 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Primary Industry: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lab / Research Hospital

NovaClean™ Lab & Glass Cleaner
Cleanroom Detergent for Work Stations and Glass

すぐに使える状態の微細に濾過された低イオンの特性を持つ床クリーナー　　　　　　　わA ready-to-use formulation which mirrors the fine filtration and low ionic properties of
です。NovaClean Lab & Glass Cleanerはアクリル、ステンレス スチールや　　　　　　　　　　　　　　　　　　溶媒を含まない9f@ the NovaClean Floor Cleaner. NovaClean Lab & Glass Cleaner offers a viable non-solvent
塗装面などの清浄のために溶媒を含まないクリーナーです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ん送option for cleaning acrylic, stainless steel and painted surfaces.

NovaClean Lab & Glass Cleaner は使い易い0.95Lのスプレー ボトルと清浄面に直接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is available in an easy-to-use quart size spray bottle
クリーナーを用いるボトルがあります。詰め替え用の1ガロンボトルもあります。　　　　　　　and can be applied directly to the surface being cleaned. Gallon refill bottles are 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　also available.

• 0.1ミクロンまで濾過。　低ナトリウム。　生物分解性可。　すぐに使える。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Filtered to 0.1 Microns       • Low Sodium       • Bio-Degradable       • Ready-To-Use

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
NC2-Q 0.95L                                                                            Quart
NC2-G 3.785L                                                                     Gallon

MegaClean 液体含浸ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pre-saturated
は丈夫なポリプロピレン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　heavy-duty polypropylene
製の25x25cmワイプで　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0e2[ wipes measure 10” x 10”,
密封されたフタ付キャニスター　　　　　　　　　　　　　　　　　contained in a resealable
に入っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pop-top canister

NovaHol™ Pre-Saturated Wipes

ポリプロピレン製のワイプはNovaHolを混合した低イオン含浸ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This melt-blown polypropylene wipe is saturated with the NovaHol blend of low ionic
クリーナーです。効果的な洗浄はステンレス製治具、軟壁、カーテンや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトカーテン夜cleaner and IPA. Ideal for cleaning stainless steel fixtures, soft walls, curtains and 
キャビネットなどです。ガラスやプレキシガラスの外側にも効果的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cabinets. NovaHol works well on both glass and plexiglass exteriors – such as 
ワイプに含まれるアルコールにより清掃面のバィオバーデン菌の減少が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　証明離にした場所や抑制された場所や軟壁、クリーンルームのカーテンなど                                            にも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフト野のisolators and containment cabinets and will clean softwalls and cleanroom curtains.
証明されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に効果的です。含まれるアルコールにより清掃面の菌の減少が証明されてLimited alcohol content is proven to lower bio-burden on surfaces. 

Part No. Description
NH1-C25 25 束/キャニスター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Count
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FlexBrush™ Adapter

• 頭上のパイプ、凹凸や深いタンクの清掃に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clean overhead pipes, coving and deep tanks
• ポリエステル又はマイクロファイバのブラシです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ばBendable brush with polyester or microfiber cover
• Acme 継なぎ部は伸縮ハンドルに接続できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なつなぎ繋ぎthreaded end attaches to a variety of 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　handles for extended reach

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
FB-12 30cm LongBrush Adapter                                                                                                      12” Long FlexBrush Adapter
FBC-611 FlexBrush NovaPoly Cover
FBC-AA FlexBrush Microfiber Cover

Many cleaning challenges     

of simple surface cleanin    

and hoods, piping, tanks     

a challenge whether after     

day-to-day operation. The  

products offer a range of     

complex cleaning tasks.

M-ZoneMittWipes™

• カート、棚、タンク、チューブや他の洗浄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Easily clean around carts, shelving, tanks, tubing and 
困難な場所の清掃に便利です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　other hard to clean areas

• クリーンルーム内のメンテナンスの拡大や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巣Added protection in cleanroom maintenance, 
LAR の応用にご利用下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　applications

• 届きにくい所の安全な清掃に有用です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そSecure cleaning for hard to reach areas
• 標準使用に100% ポリエステル製を推薦します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００ポリPolyester for standard use
• MegaTex 織布は頑固な汚れや粗い表面に使用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fabric for heavily soiled or rough surfaces

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
MW-611    MittWipes Polyester w/foam interior
MW-2011  MittWipes MegaTex w/foam interior追加サイズもあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Additional variations available
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Tank Tool

• タンクとシリンダークリー二ング用です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クFor cleaning tanks and cylinders
• カーブの設計は表面接触が効果的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Curved design provides better surface contact
• カバーには色々な織布があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Covers available in a variety of fabrics

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.           Description
QDSLTT-14P      Tank Tool Adapter
QDSLRTT-14P   Reverse Tank Tool Adapter
MZSM6AA-14    Microfiber Cover

Inspection Mirror

• 見難い場所を観察するための高度に磨かれたステンレススチール製鏡。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Highly polished stainless steel mirror for inspecting hard to reach areas.
• ミラーの付いた自在継手はSSUのハンドルに接続でき装置や備品の後ろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sSwivel connection attaches to any SSU series handle allowing the operator to run the
面を容易に清浄することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　unit behind equipment and fixtures to ensure all surfaces have been properly cleaned.

• ライト付きのオプションはタンクの中や暗い所の清掃に有用です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Optional flashlight for use in tanks and other low light applications.

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.          Description
QDIST-66P       15x15cm Inspection Mirror                                                                                        6 x 6” Inspection Mirror
SSU-1               96-182cm Universal Handle                                                                                              38-72” Universal Handle
FLASH-01         LED Flashlight
FLASHH-01       Flashlight Holder (Clamp, attaches to QDIST-66P)
ISTSC11-66      Protective Storage Cover

Econo CurtainCleaner™

• ストリップカーテン用の能率的なクリーナです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Simple and efficient method for cleaning strip curtains
• カバーは洗濯と蒸気滅菌ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cleans both sides in one pass
• SSUシリーズのハンドルにセットできます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Covers are Launderable and Autoclavable
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　• Attaches to SSU series handles.

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.         Description
QDECC-14       Econo CurtainCleaner Adapter
SSU-1              96cm-183cm Universal Handle                                                              hu38-72” Universal Handle
ECC6-14         Polyester Cover
ECC11-14       PolySorb Cover
ECCAA-14       Microfiber Cover
カバーは放射線滅菌済があります。商品番号にIR付き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　zg Covers available irradiated – add IR to end of part number.



Autoclave Indicator Tape

• 鉛は含まれておりません。RoHSに適合しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　Lead Free, RoHS Compliant
• プラスチックの芯に巻かれています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wound on plastic core
• 適切な蒸気圧力と温度で緑の線は黒い線に変わり　　　　　　　　　　　　　　　　　　Green indicator lines change to black when proper
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　levels of steam pressure & temperature are achieved

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.         Description
AUTOPC-1      2.5cmx9.1m 蒸気滅菌テープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1” x 60 Yards Autoclave Indicator Tape
特注サイズも承けたまわります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　球Additional sizes available
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   r shut down or during 
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Stainless Steel Cleaner

• ゲル状なのでしたたり落ちしません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るNo drip gel formula
• リンを含んでおりません。生物分解性です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Phosphorus free, biodegradable
• 細分化しません。空気に影響されません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Non atomized, will not impact air quality
• 非揮発性有機化合物です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No VOCs
• NSF A7

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.         Description
SC1-P            Stainless Steel Cleaner

™

LabMarkers™

• 耐アルコール性インクで冷たい/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Alcohol resistant ink marks on 
湿った表面にも使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cold or wet surfaces

• 殆んど表面に消えずに残ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Permanent on most surfaces
• 黒インクでペン先は繊細です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fine Tip Black Ink
• 速乾性です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　　Fast Drying
• ガンマ線滅菌済もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ーんこAvailable Gamma Irradiated

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
PEN-40 LabMarker
PEN-40IR LabMarker Irradiated
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SwabHolder™

• 環境細菌収集用取付け綿棒です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のSecurely holds environmental monitoring 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　swabs.

• 接近困難な場所への収集のためのSSU                                                                         拡大Attaches to SSU series of handles for extended 
ハンドルへの接続。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　reach when monitoring in hard to access areas.

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.         Description
QDSWT-01     SwabHolder Tool
SSU-1            96-182cm Univeral Handle                                                                 38-72” Universal Handle

SilSat™ Wipes

• 滑らかに一枚一枚取り出せます。無菌下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　化医療グレードのシリコンとLubricates fill lines, gaskets and seals in isolators, 
作業や冷蔵庫のガスケットやキャビネット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　refrigerators and cabinets in aseptic processing and 
などに有用です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　support areas

• ポリエステルワイプは医療グレードのシリコンと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyester wipe impregnated with a blend of medical
IPAを調合し浸み込ませたワイプです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しみ駒grade silicone and IPA

• 管理されたエリアのスプレーによる汚れ除去作業を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eliminates the use of messy spray lubricants in 
これにより取って変えることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　controlled areas

• ガンマー線滅菌済です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gamma Irradiated

商品番号　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SSW6-01IR    8 束/Pack SilSat Wipes                                                                  sCount Pack SilSat Wipes
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BucketLiners™

• LDPE/ナイロンバッグは強い殺菌性の液などを浸みこませない効果が　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nylon blend bags create impermeable barrier between strong disinfectant
あります。そのために殺菌剤はバケツに影響を与えません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ないことが担保されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　solutions and buckets. Ensures the integrity of disinfectant blend.

• 滅菌済(番号の後にIR)と非滅菌製品(IRなし)があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available sterile and non-irradiated.

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.              Description
BKL1-1818          46x46cm 3.785L,Bucket,50per Dbl,Bag,Cs/150                                      i18x18”, Fits 1 Gal. Bucket, 50 per Dbl. Bag, Cs/150
BKL1-1818IR       46x46cm Each Double Bagged,Irradiated Cs/50                                  18x18”, Each Double Bagged, Irradiated Cs/50
BKL-2424IR         61x61cm Each Double Bagged Irradiated Cs/24                               24x24”, Each Double Bagged, Irradiated Cs/24
BKL-2430IR         61x76cm Each Double Bagged Irradiated Cs/24                                               24x30”, Each Double Bagged, Irradiated Cs/24
BKL3-2331          58x79cm Fits B-3 Bucket,50 per Dbl.Bag,Cs/150                                   i<23x31”, Fits B-3 Bucket, 50 per Dbl. Bag, Cs/150
BKL3-2331IR      58x79cm Fits B-3 Bucket,Each Dbl Bag.Irradited Cs/24                                      23x31”, Fits B-3 Bucket, Each Double Bagged, Irradiated Cs/24
BKL7-3119          79x48cm Fits B-7 Bucket,50 per Dbl.Bag,Cs/200                                    L31x19”, Fits B-7 Bucket, 50 per Dbl. Bag, Cs/200
BKL7-3119IR       79x48cm Fits B-7 Bucket,Each Dbl Bag,Irradited Cs/24                                         31x19”, Fits B-7 Bucket, Each Double Bagged, Irradiated Cs/24
BKL99-3521IR     89x53cm Fits B-99 Bucket,Each Dbl Bag,Irradited Cs/24                            35x21”, Fits B-99 Bucket, Each Double Bagged, Irradiated Cs/24

BinLiners™

• LDPE ライナー、クリーンルームや管理された環境で使用します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねliner for use in clean and controlled environments.
• 商品の輸送や廃棄にも使用します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Uses include transport of product and waste disposal.
• 滅菌済(番号の後にIR)と非滅菌製品(IRなし)があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みAvailable sterile and non-irradiated.

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.              Description
BL1-40TRIR         58x43x122cmx1 mil,Ea.Bag,5 per Dbl.Bag,Irra, Cs/100                                     さ23x17x48”x1 mil, Ea. Bagged, 5 per Dbl. Bag, Irradiated Cs/100
BL2-40TRB         100x122cmx2 mil,Ea,Bag,5 per Dbl.Bag.Cs/50                                                         40x48”x2 mil, Ea. Bagged, 5 per Dbl. Bag, Cs/50
BL2-40TRIR        100x122cmx2 mil,Each Double Bag,Irradiated Cs/50                                    40x48”x2 mil, Each Double Bagged, Irradiated Cs/50
BL2-40TRIRB      100x122cmx2 mil,Ea.Bag,5 per Dbl,Bag,Irra, Cs/50                                      40x48”x2 mil, Ea. Bagged, 5 per Dbl. Bag, Irradiated Cs/50
BL4-4060IRBB     100x152cmx4 mil,5 pe Dbl,Bag,Irradiated Cs/50                                 40x60”x4 mil, 5 per Dbl. Bag, Irradiated Cs/50
BL4-40TRIR        100x122cmx4 mil,Ea,Dbl,Bag,Irradiated Cs/50                                       40x48”x4 mil, Each Double Bagged, Irradiated Cs/50
BL4-40TRIRB       100x122cmx4 mil,Ea.Bag,5 per Dbl,Bag,Irradiated Cs/50                        40x48”x4 mil, Ea. Bagged, 5 per Dbl. Bag, Irradiated Cs/50
BL4-40TRIRBB    100x122cmx4 mil,Ea,Bag,5 per Dbl,Bag,Irradiated Cs/50                          40x48”x4 mil, 5 per Dbl. Bag, Irradiated Cs/50

私共が2006年からバケツやビン シリーズを販売以来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Since their launch in 2006, our Bin and BucketLiner
これらは大変に好評です。ここに掲載の商品は滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　series have grown. Additional sizes and put ups are
又は非滅菌の商品シリーズです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　now available in sterile and non-irradiated versions.
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17半導体/電子工学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Semiconductor/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Electronic

薬学/バイオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pharmaceutical/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Biotech

主な使用先記号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Key To Usage By 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Primary Industry: 研究/実験　　　　　　　病院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lab / Research Hospital

AquaHol™
70% / 30% Isopropyl 
Alcohol Solution

• 70% IPA と30%WFIです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぇin 30% WFI
• マイクロディスペンサー用ですす
  す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　>For use with the MicroDispenser™

• 0.1ミクロンに濾過しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Terminally filtered to 0.1 microns
• ガンマー滅菌済です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gamma irradiated
• 2倍入っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Double bagged
• 滅菌証明書付です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Certificate of sterility
• 500ml 入りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　size

Hy-G-Clenz™

Anti-bacterial Soap

• 0.13% ベンザルコニューム塩化物の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無Benzalkonium Chloride 
抗菌性手洗い石鹸です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　anti-bacterial hand soap

• グラム陽性菌と陰性菌の両方に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Effective against a wide range of both 
効果的に作用します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gram positive and gram negative bacteria

• 肌をしっとりさせるモィスチャークリームです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Contains natural moisturizers, ideal for 
頻繁な手洗に肌荒れなく理想的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　frequent hand washing

• pH 調整済です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　balanced
• OSHAの規格に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meets OSHA standards
• 500ml 入りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　size

商品番号 IC-420                                                                                                                                                                    Part No. IC-420

LoNa Soap™

Low Sodium Hand & 
Glove Cleanser

• 低ナトリウムの手と手袋用　　　　　　　　　　　　　　　　　Low sodium hand and 
のクリーナです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　glove cleanser

• 泡立は殆んどありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　Low sudsing
• ナトリウム100ppb以下の非常　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Extremely low ion counts – 
に低いイオン数です。　　　　　　　　　　　　　　　　less than 100 ppb sodium

• pH 調整済です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正balanced
• 500ml 入りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　size

商品番号 1C-120                              　Part No. IC-120

NovaDyne™

General Purpose Soap

• 一般的な手洗い石鹸です。　　　　　　　　　　　　　　General purpose hand soap
• 肌に優しい石鹸です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gentle effective cleaning
• pH 調整済です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　balanced
• モィスチャークリーム/肌の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柔軟　　　　　　　　　　　　　　　　　Built in moisturizers/
柔軟剤入りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　skin emollients

• 500ml 入りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いsize

商品番号 IC-110                                 ひ番Part No. IC-110

MicroDispenser™

ポンプやチューブはなく、重力利用で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手をかざすだけ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重力で分配A compact, 重力を利用した供給器ポンプタッチgravity-fed, touch free dispensing
手をかざすだけで一定量を分配します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　unit with no tubes or pump assembly.

M-ZoneのMicroDispenserはクリーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mThe M-Zone MicroDispenser™ effectively
ルームや予備室などのクロスコンタミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民reduces the risk of cross-contamination and
ネーションや洗剤の浪費予防に大いに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　waste in the cleanroom and supporting
役立ちます。ディスペンサーは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貢areas. The dispenser delivers a consistent,
変わることなく洗剤や衛正剤、ローション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pre-measured dose of soap, sanitizer or
ョンなどの一定量を衛正的に安全に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lotion into the palm of the hand cleanly, 
そして経済的に手の平に分配します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　safely and economically.

ユニットは光電池により作動します。赤外線が手や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The unit is activated by an electronic eye, dispensing a
ワイプなどでさえ切られますと一定量の液体が分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　predetermined amount of liquid when the infrared beam
されます。ユニットは4本のAA電池で操作されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is interrupted by a hand or wipe. The unit operates on
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　four “AA” size batteries.

商品番号 ICDISP-3                                                                                                        Part No. ICDISP-3

NovaClenz™

Instant Hand Sanitizer

• 効率的に迅速に作動します。　　　　　　　　　　　　　　　　　Highly effective and fast-acting
• 他に必要なものはありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Requires no sink, water or towels
• 60% のエチールアルコールはシュード　　　　　　　　　　　　　　　　度ethyl alcohol helps to prevent
モーナス、サルモネラやスタヒロコッカス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す弘bacterial transfer, including: pseudonomas, 
等の侵入を防止します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　salmonella and staphylococcus

• 院内感染の減少に効果的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Effective in reducing nosocomial infections
• 手に潤いを与える柔軟剤入りです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がFortified with emollients to moisturize hands

商品番号 IC-210                                                  Part No. IC-210
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Black

Brown

Red

Orange

Yellow

White

Purple

Dark Blue

Light Blue

Dark Green  

Light Green 

Transparent 

= BL
= BR
= RE
= OR
= YE
= WH
= PU
= DB
= LB
= DG
= LG
= TR

　　幅コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vinyl Tape Width Codes
3/8”

1/2”

3/4”

1”

1-1/2”

2”

3”

4”

= 38
= 12
= 34
= 1
= 15
= 2
= 3
= 4

Ordering Tape in 
Three Easy Steps
Micronova は常に300種類以上の異なった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　stocks over 300 different types, 
テープの色、幅を在庫しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　colors and widths of cleanroom tape to ensure
私共は常に皆様のご要求にお答えいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　we meet your specific needs. 

下の三段階のコードと右のテープの幅と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ににひたFollow the three steps shown in the example
色コードを参考にしてご注文下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　below and use the codes shown on the right
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　when placing your order. 

ご不明な点はお問い合わせ下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くださいStill have questions? Just give us a call!

テープの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Type of Tape
(CR100PC)

　テープの幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Width of Tape
(1”)

　テープの色　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Color of Tape
(White)

　　　色コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビニールテープ色コードVinyl Tape Color Codes
全てのビニール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　All Vinyl Tapes are 
テープはこれらの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　available in these 
色と幅があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　widths and colors:

Vinyl Tape Ordering Codes

Vinyl Tape Width Codes
3/4”

1”

1-1/2”

2”

3”

4”

= 34
= 1
= 15
= 2
= 3
= 4

ポリエチレンテープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　致Polyethylene Tape 
　　色コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E\ Color Codes

全てのポリエチレン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　All Polyethylene Tapes 
テープにはこれらの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　are available in these
色と幅があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はばはwidths and colors:

Polyethylene Tape Ordering Codes

Black

Red

Orange

Yellow

White

Dark Blue

Dark Green   

Transparent 

= BL
= RE
= OR
= YE
= WH
= DB
= DG
= TR

     例:  CR100PC       1  WH                                                                                    cExample:   C R 1 0 0 P C - 1 W H

単位の換算表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えるMetric Conversion Chart for Tape Sizes

分数法　　　十進法　　　　メートル法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fractional Size Decimal Size Metric Size

3/8” .375 9.525 mm
1/2” .50” 12.70 mm
3/4” .75” 19.05 mm
1” 1.0” 25.40 mm
1-1/2” 1.50” 38.10 mm
2” 2.0” 50.80 mm
3” 3.0” 76.20 mm
4” 4.0” 101.60 mm
36 yards 32.9184 Meters

ご要望により特注サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Custom sizes available 
ズもお受けいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うけたまupon request.

ポリエチレンテープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyethylene Tape 
　幅コード　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Width Codes

3/4” = 34
1” = 1
1-1/2” = 15
2” = 2
3” = 3
4” = 4

食品製造工程の＂Ｆ＂シンボル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fLook for the “F” Symbol for Food 
マークに準拠しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を探しましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Processing Applications

MicronovaのPCXとEGPシリーズ、ポリエチレンテープ　　’s PCX and EGP series polyethylene tapes comply
はFDAの提唱する食品の間接的な接触に用いる規定に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fdawith FDA approval for indirect food contact. These tapes can
合致しておます。これらのテープは包装、シールや　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　be used for packaging, sealing and coding and conform to the
コード等に用いられ次の規則に合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　following specs and standards:

U.S. Code of Federal Regulations, Title 21, Part 175 – Indirect
Food Additives: 
Adhesives and Components of Coating
SubPart B, Section 175.105 Adhesives
SubPart C, Section 175.300 Resinous & Polymeric Coatings

F
ご要望により特注サイズもお受けいたします。　　　　　　　　　　　　　Custom sizes available upon request.
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CR100PC™ Vinyl Tape

CR100PCクリーンルーム用ビニールテープはクリーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 The CR100PC Cleanroom Tape is a vinyl tape specially processed
ルーム内やその周辺で用いるために特別な工程を経て　　　　　　　　　　　　　for applications in and around the cleanroom. The synthetic rubber
製造されました。合成ゴムの粘着性はウェハーカートリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ッジはadhesive ensures a clean peel from most cleanroom surfaces such
ッジやポリエチレン、プラスチック、ステンレスなど　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やas polyethylene, plastics and stainless steel. CR100PC is processed
から容易にはがすことができます。米国の仕様PPP-T-66E　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガスand packaged in a cleanroom. Complies with Federal Specification
とCIDA-A 1689Aに合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PPP-T-66E and CID A-A 1689A

(例、商品番号-1 White Tape:CR100PC-1WH)                                            Example Part Number - 1” White Tape: CR100PC-1WH)

• 適合性-曲線や凹凸面の貼り付けに柔軟性があり理想的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Conformable – ideal for sealing curved and irregular surfaces
• つや消しの表面でクリーンルームペンで書くことができます。　　　　　　　　　　　　　　　Matte finish can be written on with cleanroom pen
• 通路マーキングに。　　　〇ラべリングに。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aisle marking • Labeling
• クリーン梱包に。　　　　〇カラーコードに。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むポClean packaging• Color coding
• 9色あります。加えて黒、白、透明、計12色です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in nine colors, plus black, white and transparent
• 多種類の幅サイズがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in a variety of widths
• テープの長さは33mです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roll Length: 36 Yards

EGV™ Industrial Grade Vinyl Tape 

このビニールテープはクリーンルームで使用する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A vinyl tape for cleanroom support applications. Processed in a
ための商品です。管理された環境で製造されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のとを支援しております。管理された環境controlled environment, tapes are wound on a plastic core and
テープはプラスチック芯に巻かれております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sleeve bagged. Complies with Federal Specification PPP-T-66E 
米国の仕様,PPP-T-66EとCIDA-A1689Aに合致しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　eppp。and CID A-A 1689A.

(例、商品番号-1 White Tape:EGV-1WH)                                                                                               w〝＂Example Part Number - 1” White Tape: EGV-1WH)

• 光産業に用いられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Light industrial use
• 清潔な建物に用いられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clean construction
• クリーンルーム用に使用されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んCleanroom support
• 粘着剤が残らないで強い結合を形成します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Forms strong bond without leaving adhesive residue
• クリーンルーム用ペンで文字が書けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かけますCan be written on with cleanroom pen 
• 9色あります。加えて黒、白、透明、計12色です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クワゥルにAvailable in nine colors, plus black, white and transparent
• 多種類の幅サイズがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in a variety of widths
• テープの長さは33mです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roll Length: 36 Yards

PCX™ Polyethylene Tape

PCXテープは低ハロゲンと多孔性塩化物の低密度ポリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　露The PCX tape is a low density polyethylene tape low in halogens
エチレンテープです。PCXテープはクリーンルーム内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and leachable chlorides. PCX is processed and packaged in a
で造られ包装されております。耐化学性が高くポリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カーたかくcleanroom. The polyethylene film and acrylic adhesive lessen the
カーボネイト、ガラスやアクリルなどの接着に機能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にchance of outgassing. PCX offers excellent chemical resistance
します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and good conformability. Works well with polycarbonates, 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　glass and acrylics.

(例、商品番号-1 White Tape:PCX-1WH)                                      Example Part Number - 1” White Tape: PCX-1WH)

• カラーコードに用います。〇シーリングに便利です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Color coding • Sealing
• ラべリング　　　　　。　〇水槽のシーリングに...　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Labeling • Wafer box sealing
• 二重ラべリング(水槽中の紙ラベルの保護)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Over labeling (protect paper labels in water baths)
• さわやかな8色が揃っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in eight vibrant colors
• 多種類の幅サイズが揃っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in a variety of widths
• テープの長さは33mです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roll Length: 36 Yards

EGP™ Industrial Grade Polyethylene Tape

ポリエチレン テープは超クリーン度の必要ない目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　A polyethylene tape for applications where ultra-clean tape is not
に使われます。アクリル系接着剤を用いたポリエチレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　required. The polyethylene backing with acrylic adhesive has low
ンの裏地は気体を除去し接着と剥離性に優れておりま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期待をoutgassing and good clean-peel properties. Processed in a con-
す。管理された環境下で製造されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課trolled environment, EGP tapes are wound on a plastic core and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sleeve bagged. 

(例、商品番号-1 White Tape:EGP-1WH)                                                                                                      Example Part Number - 1” White Tape: EGP-1WH)

• クリーンルーム周辺で用います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cleanroom Support Areas
• メンテナンスに便利です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maintenance
• 清潔な建物に用いられます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に最適です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clean Build Projects
• さわやかな8色が揃っております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in eight vibrant colors
• 多種類の幅サイズがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in a variety of widths
• テープの長さは33mです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roll Length: 36 Yards

F F
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M-Zone™ CuffStrip™ Tape
ポリエチレン素材のテープは厳しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　んA conformable polyethylene tape used to
環境下の手袋と袖口のシールを効果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ensure an effective seal between the glove
的に保護するテープです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and garment in critical environments. 
CuffStrips は長さ45cmです。丈夫な素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　are 18 inches in length and 
材で剥離は糊の残りがなく容易に行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無feature a heavy liner for easy separation.
えます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Each double-bagged pack contains two
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　strips of tape.
5cm 商品番号:CST-218WHIR                                                                                                                             け2” Part Number: CST-218WHIR

                                                                                                                                             Also available in super tack version for ERT
                                                                                       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も                                                  and first responder kits.
5cm 商品番号:CSTX-2DBIR                          2” Part Number: CSTX-2DBI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R

• 手袋と袖口をシールします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Seals glove to garment
• 作業者と製品を保護します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Protects worker and product
• 袖口の損傷は起きません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Will not damage garment
• 糊が残りません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Leaves no residue
• ガンマー線滅菌済です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gamma irradiated
• ロットが印字されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Full lot traceability
• 幅5cmと7.6cmがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.Available in 2” and 3” widths
• CST は白色のみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　available in White only,

CSTX はダークブルー色のみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in Dark Blue only

EZT™ Construction Tape
EZT 構造物用テープはゴム接着剤と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Construction Tape is a high tack 
高い接合力を持つポリエチレンテープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　polyethylene tape with a rubber adhesive.
です。ユニークな、のこぎり歯状の切れ　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The unique serrated edge allows an easy
目は刃物がなくても任意の長さで切るこ　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所tear at any length when blades and 
とができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dispensers are not available. 
2.5cm 商品番号:EZT-1WH                                 　1”  Part Number: EZT-1WH
5.1cm 商品番号:EZT-2WH                                 2”  Part Number: EZT-2WH

• 清潔な構造物に用います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clean construction
• 異なる素材に容易に接着できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Easily bonds different mediums
• どこからでも任意に切れます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ることが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任　　意どこからでも　で任意に切れます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Serrated edge for easy tear 
• 強い接着力があります。　　　　　　　　　　　　　　　　Aggressive adhesive
• 幅2.5cmと5.1cmがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in 1” and 2” widths
• テープの長さは33mです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roll Length: 36 Yards
• 色は白色のみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　White only

プレートやシャーレなどのシール、束ねやラべリングなどへの応用。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For plate sealing, bundling and labeling applications the excellent peel/reseal properties
このテープを用いますと任意の長さの切り取り線でカットできます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又、テープcombined with the easy tear perforations make MicroSeal Tape the ideal choice. The tape can be 
又、テープにはファイバーペンやクリーンルームペンで文字が書けます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　written on with fiber tip and permanent markers. 

2.5cm x 16m 商品番号:CSLB-1WH                                                                                                    1” x 18 Yard Part Number: CSLB-1WH
2.5cm x 33m 商品番号;CSLB-136WH                                                                                                       1” x 36 Yard Part Number: CSLB-136WH

• 幅12.7mm、19.0mmと25.4mmがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.Available in 1/2”, 3/4”, and 1” widths • Available in 18 or 36 Yard lengths
• ガンマ線滅菌済商品もあります。　　　　〇色は白色のみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Also available Irradiated • White only

CR100IR™ Tape Irradiated
Cleanroom Tape

CR100IR は粒子や汚染を制限するの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is an ultra-processed, irradiated
に効果的なテープで特別な工程で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vinyl tape which helps to limit particulate
製造され滅菌も施されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and bioburden counts. Processed in a 
ISO 4 の環境下で製造されプラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チックenvironment, wound on a plastic
チック芯に巻かれ二重包装されて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　core and double bagged, the tape comes
おります。滅菌済証明書とロットが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with full certification of irradiation and 
印字されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lot traceability. 

(例、商品番号:1White Tape:CR100                                                                   IR                                                                  版Example Part Number - 1” White Tape:
     -1WHIR)                                                                                    CR100-1WHIR)

• 無菌下操作とその周辺の応用に用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Critical and aseptic processing 
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　applications

• 培地の調整に用います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Media preparation
• 一括処理作業に効果的です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Batching
• カラーコード化に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Color-coding
• 包装に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Packaging
• ビニールテープとして同色、同幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in the same colors and widths 
の商品があります。18頁をご参照　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as the Vinyl Tapes shown on page 18

CSLB™ MicroSeal™ Tape
クリーンルーム内の作業着の袖口と手袋のシール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For cleanroom gowning this conformable polyethylene tape
を確実に行うためのポりエチレン テープです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　can be used to ensure an 
切り取り線は7.6cm毎の間隔にありますので、手袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　effective seal between the glove and garment. Perforations
と袖口をシールするのに最適な長さにカットできますat 3” intervals allow the user to bind and tear at the opti-
ポリエチレンは気体を除去しますので接着と剥離が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mum length to secure the glove. The low outgassing polyeth-
容易に行えます。糊の残りもありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ylene film will remove cleanly, leaving no adhesive residue.
MicroSeal は7.6cmのプラスチックの芯に巻かれており　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tape is wound on a 3” plastic core with no liner,
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　meaning less packaging and waste to discard.

• 幅5cmと7.6cmがあります。　　　　〇テープの長さは16mと33mがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in 2” and 3” widths• Available in 18 or 36 Yard lengths
• ガンマ線滅菌済テープもあります。〇色は白のみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Also available Irradiated • White only

蒸気滅菌用インジケーターテープ　　　　　　　　　　　　　　Autoclave Indicator Tape

• 鉛は含まれておりません。RoHSに合致。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しておLead Free, RoHS Compliant
• プラスチック芯に巻かれております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wound on plastic core
• 所定の蒸気圧力と温度でインジケーターの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にGreen indicator lines change to black when proper
　緑色が黒色に変わります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　levels of steam pressure & temperature are achieved

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.              Description
AUTOPC-1      2.5cm x 55m　蒸気滅菌テープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てーぷ     1” x 60 Yards Autoclave Indicator Tape
  追加のサイズもあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Additional sizes available

20
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NovaStat™ Anti-Static Tape
NovaStat tape は透明テープで静電気放電　　　　　　　　　　　　is a transparent tape 
防止のために特別に製造されたテープ　　　　　　　　　　　　　　specially designed for use in ESD-sensitive
です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　environments. 
2.5cm 商品番号:ASTPC-172                            d)4vy1”  Part Number: ASTPC-172

• ESD の環境(ESD=静電気放電)                         -sensitive environments
• シーリングに。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゛Sealing
• 包装に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Packaging
• 静電気を発生しません。　　　　　　　　　　　　　　　　　Will not create a static charge
• 幅は12.7mm,19mm,25.4mmと50.8mmです。　　　　　　　　　　　　　　　<<Available in 1/2”, 3/4”, 1” and 2” widths
76.2mmのプラスチック芯に巻かれます。　　on 3” plastic core

• 長さは65mです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roll Length: 72 Yards
• 透明色のみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clear only

• 幅19mm x 長さ36m(2.5cmのプラスチック　　芯　　　　　　　　　　　　　　　Available 3/4”width x 36 Yards on 
　芯の巻きもあります)                               1” plastic core
商品番号:ASTPC-3436                            Part Number: ASTPC-3436

CGT™ Conductive Grid Tape
CGT 導電性網テープは内側と外側に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発火Conductive Grid Tape is a special
発火防止層と静電防止面を持つ特殊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　polypropylene tape layered with a non-
なポリエチレンテープです。導電性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sparking, anti-static surface on the inside
網目は2つの静電防止層の間に埋め込　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and outside of the tape. The conductive
まれています。静電気の蓄積予防と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　grids are embedded between two 
静電防止を可能にします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　anti-static layers. 
2.5cm 商品番号:CGT-1                                                                                                               1”  Part Number: CGT-1

• ESDに敏感な環境(ESD=静電気放電)                                                                                                    sensitive environments
• 静電防止シールド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Static shield
• シーリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sealing
• 包装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Packaging
• 静電防止の増加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prevents static build up
• 幅は9.5mm,12.7mm,19mm,25.4mm,                                                                                                     38.1<Available in 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/2”,
38.1mm,50.8mmと152mmがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2”, and 6” widths

• テープの長さは33mです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roll Length: 36 Yards
• 透明素地に格子柄です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clear with Grid Pattern

825 Extreme Temperature
Polyimide Film Tape
琥珀色で透明なポリアミド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売るすきと売る拍琥A transparent amber polyimide film with
フィルムは圧力に敏感なシリコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pressure sensitive silicone adhesive. The
接着剤を用いております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　extreme heat resistant properties (-100°F
耐熱性も極めて高く(-73℃～260℃)                                                     to 500°F) of this tape make it suitable for
高温とゼロ度以下の応用に効果的で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　high heat and sub zero applications. The
す。シリコン接着剤は殆んどの基版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　silicone adhesive ensures a clean release
(高温で照射された後の)からでも　　　　　　気候気候による　候候候　によ　　　　　　る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from most substrates even after being
きれいに剥離されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exposed to extreme temperatures. 
2.5cm 商品番号:825-1AM                                                                        1”  Part Number: 825-1AM

• 耐火炎電気絶縁体に最適です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Flame resistant electrical insulation
• 基盤のハンダ付けに。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Solder mask for circuit boards
• 高温シーリングに。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Heat sealing
• 薄積層物に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lamination
• 冷蔵保存に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cold storage
• 凍結乾燥に。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lyophilizing 
• 色は琥珀色のみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拍Freeze drying
• 幅は3mm,6mm,9.6mm,12.7mm,38mm,                                                                 Available in 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 
50.8mm,63.5mmと76.2mmです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1”, 1-1/2”, 2”, 2-1/2” and 3” widths

• テープの長さは33mです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roll Length: 36 Yards
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　• Amber only

MTP™ MegaTape™

MegaTape はビニールテープと同様に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is a medium density 
適合性のある中密度のポリエチレン　　　　　　　　　　　　　　　polyethylene tape with conformability
テープです。低ハロゲンと浸出され　　　　　　　　　　　　　　　　　　るる漬っsimilar to vinyl tapes. Low in halogens and
る塩化物はほとんどありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　少なくleachable chlorides and backed with an
裏面にアクリル系接着剤が付いてお　　　　　　　　　　　　　　　　acrylic adhesive, MegaTape is very low in
ります。紫外線、蒸気、酸、アルカり、　　　　　　　　　　　　　　outgassing. Excellent resistance to UV,
油や気象などに耐性があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　moisture, acids, alkalis, oils, abrasion and
高い接合力はシーリングに効果を発揮　　　　　　　　　　　　　　　　　　力のあるweathering. The high-tack adhesive 
します。しかし剥離は糊が残らずきれ　　　　　　　　　　　　　　　　いにprovides superior sealing abilities but
いにはがれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　removes cleanly with no adhesive residue.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sleeve bagged and available in a variety 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of widths. 
2.5cm 商品番号:MTP-1WH                              1” White Part Number: MTP-1WH

• 幅は19mm,25.4mmと50.8mmです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　f@ Available in 3/4”, 1”, and 2” widths
• テープの長さは33mです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roll Length: 36 Yards
• 色は白色のみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　White only

SST™ Striped Safety Tape
SST は圧力に強く、ある地域や特殊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いis a striped pressure sensitive tape for
な装置などの境界を定めたりカラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　delineating and color coding specific
コード化などに用います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　equipment and areas. Available in
色は、黒/黄、黒/白と赤/白の組合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ねきろBlack/Yellow, Black/White and Red/White.
です。この薄板状のビニールテープは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This laminated vinyl tape is scuff resistant
靴やタイヤなどの摩擦に強く化学溶媒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and holds up well to solvents, humidity
や湿気、油などにも耐性があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and oil. SST is wound on plastic core and
クリーンルーム内で製造されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cleanroom processed.

• 5cm 黒/黄:SST18-2BLYE                                                                  2” Black/Yellow: SST18-2BLYE
• 5cm 黒/白:SST18-2BLWH                                                                          2” Black/White: SST18-2BLWH
• 5cm 赤/白:SST18-2REWH                                                                  2” Red/White: SST18-2REWH
• 幅は5cmと7.6cmがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in 2” and 3” widths
• 長さは16mです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Roll Length: 18 Yards

Barrier Tape
• 4800m接着剤無しのポリエチレンフィルム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 mil Non-Adhesive Polyethylene Film
• 黒色の太字体 黄色と赤色があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yellow or Red film with bold black print
• 文字は英語とスペイン語です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　殊Roll text in English and Spanish
• 7.6cm x 304cmプラスチック芯に巻かれる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きか3” x 1,000’ on plastic core

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.              Description
BT200-3YE          黄色 警告テープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yellow CAUTION Tape
BT100-3RE         赤色 危験立ち入り禁止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Red DANGER DO NOT 
                          　　　テープ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ENTER Tape
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NovaPoly™ Sponges & Wipes
• 100% ポリエステル素材。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyester
• ワイプの縫い目はトラッピングや埃の発生を防ぐ役目を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　するWipes feature inverted hem to guard against trapping or 
する折り返しの縁があり、特別な吸収力の織物です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　generation of particles through exposed seams

• スポンジは2層のポリエステルでウレタンフォーム内蔵です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sponges offer two ply polyester enclosing urethane foam
• 洗濯できます。蒸気滅菌ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Launderable, Autoclavable
• 強い消毒剤に使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Resistant to strong disinfectants

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SP6-363 7.6cmx15cmx7.6cm ノバポリ スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3” x 6” x 3” NovaPoly Sponge
SP6-46 10cmx15cm ノバポリ スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4” x 6” NovaPoly Sponge
WP6-99H 23cmx23cm ノバポリ ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9” x 9” NovaPoly Wipe
WP6-99HIR 23cmx23cm ノバポリ ワイプ ガンマ滅菌済                               9” x 9” NovaPoly Wipe - Irradiated
WP6-1818H 46cmx46cm ノバポリ ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば18” x 18” NovaPoly Wipe
サイズの特注/滅菌の特注を承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　zet Additional sizes and custom sizes available. Also available irradiated.

PolySorb™ Sponges & Wipes
• 100% ポリエステル 網目波型のデザインで吸収力が増大　　　　　　　　　　　　　　　　　　Polyester with a waffle weave design for increased 
しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　absorbency

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.               Description
SP11-46                 10cmx15cm ポリソーブ スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4” x 6” PolySorb Sponge
WP11-1212H          30cmx30cm ポリソーブ ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12” x 12” PolySorb Wipe
WP11-1212HIR       30cmx30cm ポリソーブ ワイプ ガンマ滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部12” x 12” PolySorb Wipe - Irradiated

PolyMesh™ Sponges & Wipes
• 100% ポリエステル研磨メッシュで覆われています。　　　　　　　　　　　　　　す手ねPolyester covered in Polyester Abrasive Mesh
• 化学付着物、溶媒やホトレジストの除去に効果的です。　　　　　　　　　　　　Removes chemical deposits, photo resist and fluxes
• 家庭用の研磨パッドに代るクリーンな代替品。　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひんClean alternative to household grade abrasive pads
• 水をはじいたり薄く変形することはありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Will not shed or flake
• 強い消毒作用と蒸気滅菌効果を持続します。　　　　　　　　　　　　　　　Holds up to strong disinfectants and steam sterilization

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SP68-363 7.6cmx15cmx7.6cm ポリメッシュ　スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3” x 6” x 3” PolyMesh Sponge
SP68-46 10cmx15cm　ポリメッシュ　スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4” x 6” PolyMesh Sponge
WP68-99H 23cmx23cm ポリメッシュ　ワイプ　　　　　　　　　　　　　[l9” x 9” PolyMesh Wipe
サイズの特注/滅菌の特注を承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Additional sizes and custom sizes available. Also available irradiated.

Sponges & Wipes
Micronova’のスポンジとワイプはクリーンルームと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s range of sponges and wipes has been developed 
滅菌環境下の厳しいアプリケーションの使い捨て　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　as a disposable or re-usable commodity for applications found
又は再使用の必需品として開発されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　within cleanroom and sterile environments. The different 
ワイプ、スポンジの重なり部の異なった形状は耐摩耗、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　configurations of wipes, sponges, mitts and lapping devices are
毛羽だちのないように開発され耐摩耗性は使用目的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　designed with abrasion resistance, low-linting and absorbent 
最適な特徴です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　features to best suit the application. 
特注商品も承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Custom designs are a specialty.
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NovaWipes™ & NovaSponges™

• 吸着力と耐久性の高いポリビニールアルコール結合不織布製　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　で作成娩布フ年始Constructed from bonded, non-woven Polyvinyl Alcohol (PVA)
• 水分吸収率は自重の約600%です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 absorbency 
• 毛羽だちは殆んどありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Low linting
• 耐久性に優れております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Extremely durable
• ソフトで柔軟性があり乾/湿の状況で使用できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Soft and pliable, can be used wet or dry
• スポンジは毛羽だちのないウレタンフォームを内蔵。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臓Sponges combine PVA over a urethane foam interior
• 洗濯できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Launderable
• イソプロピルアルコールは使用しないで下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Not recommended for use with isopropyl alcohol

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SP1-363 7.6cmx15cmx7.6cm PVA スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3” x 6” x 3” PVA Sponge
SP1-46 10cmx15cm PVA スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4” x 6” PVA Sponge
WP1-99 23cmx23cm PVA ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9” x 9” PVA Wipe
WP1-1212 30cmx30cm PVA ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12” x 12” PVA Wipe

サイズの特注を承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Additional sizes and custom sizes available.

NovaLite™ Sponges & Wipes
• ラテックスの外回りとレーヨンの内部から成り強靭です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Constructed from a latex exterior bonded with rayon
• 水分吸収率は自重の約400%です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 absorbency
• 耐摩耗性です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hard wearing
• ラテックスの外回りは摩耗力を高めます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Latex exterior offers increased friction resistance
• スポンジはウレタンを内蔵しノバライトで外側を覆います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ってSponges combine NovaLite over a urethane foam interior
• 強い消毒作用と蒸気滅菌効果を持続します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
• 洗濯ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Launderable

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SP2-363 7.6cmx15cmx7.6cm NovaLite スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CM3” x 6” x 3” NovaLite Sponge
SP2-46 10cmx15cm NovaLite スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4” x 6” NovaLite Sponge
WP2-1012 25cmx30cm NovaLite ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10” x 12” NovaLite Wipe
WP2-1418 35cmx46cm NovaLite ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14” x 18” NovaLite Wipe

サイズの特注を承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Additional sizes and custom sizes available.

NovaCel™ Sponges & Wipes
• 白いPVA(Polyvinyl Alcohl)から造られております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8Constructed from white PVA (Polyvinyl Alcohol)
• 水分吸収率は自重の約25倍です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Absorbs 25 times its weight
• 幅広い化学的抵抗性があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　定皇帝恋性Broad chemical resistance
• 超クリーンな環境下で製造されております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ultra-clean
• 強い消毒作用と蒸気滅菌効果を持続します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　あHolds up to strong disinfectants and steam sterilization
• 洗濯ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Launderable

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SP4-533 13cmx8cmx8.5mm NovaCel スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5” x 3.3” x 1/3” NovaCel Sponge 
WP4-99 23cmx23cm NovaCel ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CMそ9” x 9” NovaCel Wipe
WP4-99IR 23cmx23cm NovaCel ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9” x 9” NovaCel Wipe - Irradiated

ガンマ滅菌済商品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Also available irradiated.
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MicroFiber Sponges & Wipes
• 80% Polyester/20% Polyamideの素材から製造されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Constructed from 80% Polyester / 20% Polyamide
• MicroFiberの素材を縦に裂いて製造します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Split MicroFiber material
• 水分吸収率は約400%以上です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Over 400% absorbency
• 洗浄効果は大変に優れております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Superior cleaning ability
• スポンジはウレタンを内蔵しマイクロノバで外側を覆います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う今水Sponges combine MicroFiber over a urethane foam interior
• 強い消毒作用と蒸気滅菌効果を持続します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
• 多くのサイズを揃えております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in a variety of sizes

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SPAA-363 7.6cmx15cmx7.6cm MicroFiber スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C3” x 6” x 3” MicroFiber Sponge
SPAA-46 10cmx15cm MicroFiber スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4” x 6” MicroFiber Sponge
WPAA-99 23cmx23cm MicroFiber ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9” x 9” MicroFiber Wipe
WPAA-1218 30cmx46cm MicroFiber ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12” x 18” MicroFiber Wipe

特注サイズを承ります。ガンマ滅菌済商品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　Additional sizes and custom sizes available. Also available irradiated.

MegaTex™ Sponges & Wipes
• ポリアミド生地の不織布です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年始Non-woven Polyamide fabric
• 熱接合の織物です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Textured thermo bonded surface
• はげしい汚れや床などの粗い表面を清掃するのに最適です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ideal for cleaning heavy soils, structured floors and other 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　rough surfaces

• スポンジはウレタンを内蔵しメガテックで外側を覆っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sponges combine MegaTex over a urethane foam interior
• 強い消毒作用と蒸気滅菌効果を持続します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Holds up to strong disinfectants and steam sterilization
• 多くのサイズを揃えております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Available in a variety of sizes

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SP20-363 7.6cmx15cmx7.6cm MegaTex スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3” x 6” x 3” MegaTex Sponge
SP20-46 10cmx15cm MegaTex スポンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CM4” x 6” MegaTex Sponge
WP20-99 23cmx23cm MegaTex ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9” x 9” MegaTex Wipe
WP20-1218 30cmx46cm MegaTex ワイプ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CM12” x 18” MegaTex Wipe

特注サイズを承ります。ガンマ滅菌済商品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　Additional sizes and custom sizes available. Also available irradiated.

M-ZoneMittWipes™

• カート、棚、タンク、チューブの周りなど清掃が困難な　　　　　　　　　　　　　　　Easily clean around carts, shelving, tanks, tubing and other hard to
場所に最適です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　clean areas

• クリーンルームメンテナンスのLAR作業の追加保護ができます。　　　　　巣Added protection in cleanroom maintenance, LAR applications
• 手の届かない場所への安全な清掃ができます。　　　　　　　　　　　　　　　　Secure cleaning for hard to reach areas
• 標準使用のための100%ポリエステル商品もあリます。　　　　　　　　　　　　　　　Available in 100% Polyester for standard use
• PpolySorb(吸水率増加)、MegaTex(激しい汚れや床の粗い表面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　Available in PolySorb (increased absorbency), MegaTex (for heavy 
などの清掃に)と Microfiber製品があります.                                           soil or rough surfaces) and Microfiber

• ラバーフォームを内蔵し吸水効果を高めた商品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　All versions available with foam interior for increased absorbency

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No.               Description
MW-6                       NovaPoly MittWipe
MWD-611               NovaPoly MittWipe – ラバーフォーム内臓　　　　　　　　　　　　　　　　　Foam Interior
MW-11                     PolySorb MittWipe
MWDT-1111            PolySorb MittWipe – ラバーフォーム内蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Foam Interior
MW-20                     MegaTex MittWipe
MW-2011                MegaTex MittWipe – ラバーフォーム内蔵　　　　　　　　　　　　　　　Foam Interior
MW-AA                    Microfiber MittWipe
MWDT-AA11            Microfiber MittWipe – ラバーフォーム内蔵　　　　　　　　　　　　　　Foam Interior

特注サイズ承ります。ガンマ線滅菌済商品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　Additional sizes and custom sizes available. Also available irradiated.
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25半導体/電子工学　　　　　　　　　　　　　　　　研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Semiconductor/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Electronic

薬学/バイオ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pharmaceutical/
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Biotech

主な使用先記号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院　　　　　　　　　　　　　　　　　Key To Usage By 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Primary Industry: Lab / Research Hospital

SilSat™ Silicone Pre-Saturated Wipes

この polyester wipe はメディカル グレード シリコーンとIPAを混合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This polyester wipe is impregnated with a blend of medical grade silicone and IPA. 
させた液を浸みこませたワイプです。このワイプを用いるこにより、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理　　　　　　　　　　　　The lubricated wipe does away with the need to use spray lubricants in sensitive and
従来のように潤滑油をスプレーで吹きかける必要はなくなりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　controlled environments. Will lubricate gaskets and seals in isolators, refrigerators and
潤滑油を注ぐ所は無菌室やその周辺のガスケット、シール、冷蔵庫や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、cabinets in aseptic processing and support areas. A valuable tool for cleaning and 
キャビネットなどです。これらはクリーンルームで機械化された重要な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニン具maintenance of mechanized equipment in critical areas. SilSat is also an economical
器具です。これらにワイプで潤滑油を加えられることは併せて大変に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　alternative to spray lubricants in medical device and mold release applications. 
経済的なことです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガンマ線滅菌済です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gamma Irradiated.

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
SSW6-01IR 8 袋/Pack       ガンマ線滅菌済です。                                                      Count Pack

About Face™ Cleansing Wipes

時々作業者や訪問者は化粧や香水のまま管理された場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はGowning protocols in clean and controlled areas often require that
に入ります。これらを保護するための洗顔ワイプです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場所に入ります。これらから保護するための洗顔ワイプ着用するガウンはこれらを保護します.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　operators and visitors are free of make up and other cosmetics.

洗顔ワイプは顔に充分柔らくなじむように予め湿らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　About Face Cleansing Wipes offer a pre-moistened cleansing wipe
ます。衛生的な又は手袋の手でワイプを用いて顔の表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面の汚れやシミをふき取り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tまhat is gentle enough for the face, but can also be used as a pre-
面の汚れやシミを拭き取ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cleaning wipe to remove surface grime and soil prior to gloving or
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sanitizing hands.

洗顔ワイプは顔に柔らかくなじむように、あらかじめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The poly blend wipe is pre-moistened with a gentle, alcohol free
湿らせてあります。アルコールは含まれず肌をしっとり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　moisturizing lotion. Individually bagged, the About Face Cleansing
させるローションです。　　　生物分解性廃棄物です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wipes are alcohol free and biodegradable.

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
MMR-01S 15/Pack 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of 15
MMR-01 250/Case　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 of 250

NovaSpill™

NovaSpill クリーンルーム スピル ピローは優れた液体吸収性が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The NovaSpill cleanroom spill pillow offers excellent absorbency coupled with
あります。約70cmの円筒ピローは100%のポリエステルから成ります。　　　　　　　　　　　　　　cleanroom compatibility. A 28” cylinder composed of 100% polyester strips
NovaSpillは毛羽だちが少なく、耐薬品性に優れています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　contained in a polyester sleeve, the NovaSpill is low-linting with good chemical
液体の漏れる可能性のある作業場所で用います。仮に液体がもれた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もちいますresistance for use at wet decks and similar processing stations. Easy to
場合でも漏れを封じ込め、液体の流れを食い止めて巧妙な処置が行え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　maneuver, the NovaSpill can be used for spill containment and to stem 
ます。水分は約850ccまで吸収できます。　　　　特注品もあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cmoisture flow. Will absorb up to 850 ml of liquid. Custom sizes available.

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
NS6-28 NovaSpill Pillow
NS6-28IR NovaSpill Pillow - ガンマ滅菌済です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Irradiated

M-Zone ScreenWipes™

• 管理された環境のために設計されました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けDesigned for controlled environments
• クリーンモ二ター、タッチスクリーン、レンズ、安全ガラス等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cleans monitors, touch screens, lenses and safety glasses
• 表面の汚れを落とします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Removes surface contaminates
• 筋やしま、線などを洗浄します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cleans to a streak free finish
• 特殊なスクリーン上のコーテングに傷を付けません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Will not damage coatings on specialty screens

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
MZSW40-910 M-Zone ScreenWipes
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                               Brush               Brush      Overall            Bristle             Type            Handle
Part No.                 Diameter           Length     Length          Stiffness          of Tip              Type
BRWL-149 *               1/4”                   5”            16”                Light             Fan Tip             Loop
BRWM-125 *              1/2”                   5”            16”             Medium          Fan Tip             Loop
BRWL-349                 3/4”                   9”            20”                Light             Fan Tip             Loop
BRWM-345                3/4”                   5”            16”             Medium          Fan Tip             Loop
BRWM-16BR                1”                     6”            36”             Medium          Fan Tip           Plastic
BRWM-12572 *          1/2”                   5”            72”             Medium      Polished Tip         Loop
BRWM-1572                1”                     5”            72”             Medium      Polished Tip         Loop
BRWM-22                    2”                     2”            16”             Medium          Fan Tip             Loop
BRWM-22512S *      2  1/4”                12”           21”             Medium        Tufted Tip     Acme thread
BRWM-22512J *      2  1/4”                12”           16”             Medium        Tufted Tip     Acme thread
BRWL-14349        1/4 to 3/4”              9”            20”                Light             Fan Tip             Loop
BRWM-341512    3/4 to 1 1/2”           12”           28”             Medium          Fan Tip             Loop

Stainless Steel Wire Brushes with Nylon Bristles

*Covers Available 
BRWM-22512S & BRWM-22512J >> Microfiber: FBC-6AA,  Polyester: FBC-611,  Poly Irradiated: FBC-611IR
BRWL-149, BRWM-125, BRWM-12572 >> Polyester Tube: BRSC52-6

Cylinder Brush 7” BRWH-02

PolyMesh Cover BRSC68-02
PolyMesh Cover w/ties BRSC68-0211
Polyester Cover BRSC6-02

Cylinder Brush 5” BRWH-03

PolyMesh Cover BRSC68-03
PolyMesh Cover w/ties BRSC68-0311
PolySorb Cover BRSC11-03

Kettle Brush 5.25” x 7.5” BRWH-41

Polyester Cover BRSC6-41
PolyMesh Cover BRSC68-41
Microfiber/Poly Cover BRSC6AA-41

Kettle Brush 6” x 10.5” BRWH-42

Microfiber Cover BRSCAA-42

Interior Pipe & Vessel Cleaning
Brushes with Acme Threading for use with STA series handles Brushes with Handles

Bottle Brushes

3.25” diameter with a 16” handle

Part No. Description
BRWH-01 White Bottle Brush
BRDB-01 Blue Bottle Brush
BRDG-01 Green Bottle Brush
BRRE-01 Red Bottle Brush
BRYE-01 Yellow Bottle Brush
BRWH-40 5” Diameter White Bottle Brush

Valve Brush 5” with 30” Handle 
(BRWH-30)

Drain Brush (BRBL-46)
Handle 36” (BRHFD-36)
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Cleanroom Pens
微粒子の発生を抑えるためにポリエチレン製で特別な　　　　　　　　　　　　　　　　A low-sodium ink pen designed with a special poly barrel 
インク室を設計した低ナトリウム インク ペンです。                     to limit particle generation. 10 per pack/10 packs per case.
黒色、青色と赤色があります。　　　　　10本/包装。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガンマ線滅菌済もあります。　　　　　　　　　　　　　　トトソシテh\ Available in Black, Blue and Red. Also available Gamma Irradiated.

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
PEN-01 Low Sodium Ink Pen Black
PEN-02 Low Sodium Ink Pen Blue
PEN-03 Low Sodium Ink Pen Red
PEN-01IR Low Sodium Ink Pen Black - ガンマ線滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　　　　Irradiated
PEN-02IR Low Sodium Ink Pen Blue -  ガンマ線滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　Irradiated
PEN-03IR Low Sodium Ink Pen Red -  ガンマ線滅菌済　　　　　　　　　　Irradiated

LabMarker™

LabMarkers の特徴は耐久性のあることです。消えに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にくいfeature permanent, quick drying, alcohol resist-
くい書き込みや速乾性の特徴もあります。耐アルコ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難ant ink that marks on cold or wet surfaces, plastic bags or
ール性インクで湿った表面や、冷たい表面、プラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　disposable labware. Marks will not smear on reusable
チック面などにも使用できます。しかし、ガラス面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　glass, metal or porcelain labware but can be scrubbed off.
や磁気器具には使用できません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fine tip, black ink. Available gamma irradiated.

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
PEN-40 LabMarker
PEN-40IR LabMarker 　　ガンマ線滅菌済　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Irradiated

BagCutters

• 自動引き込み式による刃の保護。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Automatically retractable safety blade guard
• 経済的なハンドル。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ergonomic handle
• 刃の交換は必要なく使用済の刃は除去されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No blade changes required - eliminates all loose blades
• ガンマ線滅菌済です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gamma irradiated

商品番号　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
BC-01R Irradiated BagCutter

Sharpie® Irradiated Marker
先の細い独創的なペンで文字は消えにくく、速　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乾性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sharpie® Fine Point Marker, the industry standard, original
乾性で無毒性のインクを使用しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pen style permanent marker. Marks and is permanent on
アルコールベースの撥水インク使用により、さらに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　most surfaces. Fade and water resistant ink. Quick drying,
多くの分野で使用が可能になりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　non-toxic, alcohol-based ink formula. Gamma Irradiated, 
4本/包装。　　　　　　　　　ガンマ線滅菌済。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るdouble bagged, 4 per package.

商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
PEN-20IR  Black Fine Point Irradiated
PEN-25IR Retractable Black Fine Point Irradiated

®2003-2005 Sanford. A division of Newell Rubbermaid.



Foam Free Mop Options
商品番号　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
MZSM11-14NS SnapMop Polysorb, No Foam 36cm                                                                                            CM14”
MZSM56-14NS SnapMop Polyester, No Foam 36cm                                                                                    14”
MZSM68-14NS SnapMop PolyMesh, No Foam 36cm                                                                                         14”
MZSMAA8-14NS SnapMop Microfiber/PolyMesh, No Foam 36cm                                                                              14”
PKM11-14NS PocketMop PolySorb, No Foam 36cm                                                                               14”
PKM68-14NS PocketMop PolyMesh, No Foam 36cm                                                                                14”
PKMAA-14NS PocketMop Microfiber, No Foam 36cm                                                                                       14”
PKMAA8-14NS PocketMop Microfiber/PolyMesh, No Foam 36cm                                                                              14”
SMC6-14 Slipcover 36cm Polyester for use with SlimLine,SnapMop, PadMop                                                 14” Polyester for use with SlimLine, SnapMop or PadMop
SMCAA-14 Slipcover 36cm Polyester for use with SlimLine,SnapMop,PadMop                                                   14” Microfiber for use with SlimLine, SnapMop or PadMop
T68-14NS T-Mop PolyMesh, No Foam 36cm                                                                                    14”
TAA8-14NS T-Mop Microfiber/Polymesh, No Foam 36cm                                                                                 14”
TMC6-14 Slipcover 36cm Polyester for use with T-Mop                                                                          14” Polyester for use with T-Mop
TMCAA-14 Slipcover 36cm Polyester for use with T-Mop                                                                           14” Microfiber for use with T-Mop
特注サイズ承ります。併せて滅菌済商品の特注も承ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追加Additional sizes available as well as irradiated options.

株式会社センコム　　03-3839-6321　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Contact Us (888) 816-4276 Outside the U.S. Call (310) 784-6990

Foam Free Mops/J-Zone
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私共のj-Zone製品を使用して,皆さんの標準的なライン　　　　　　　　　　　　　　　　　　Upgrade your standard line janitorial supplies with our
の用品をアップグレードして下さい。ラボのサポートや　　　　　　　　　　　　　　selection of J-Zone products. Ideal for lab support and
GMP以外の応用に最適です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hnon GMP applications.

低吸収性又は、ドライモップを　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For applications requiring less
必要とする用途に用います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　absorbency or dry mopping. Slipcover
オプションのスリップカバーは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　options allow frequent change out while
頻繁に交換することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　preserving base mop.

J-Zone NovaSorb™ Mop

• Sontaraの素材で作られたひも編状モップ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む網ストリングモップ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　String mop made from Sontara® material
• シングルユースの経済的デザイン。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Economic design allows for single use
• 水分吸収性が高く軽量。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Absorbent and lightweight

商品番号　　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
JZMZCRMS-LB 12本入りのNovaSorb Mops                       JZMZCRMS-10    50本入りのMegaSorb Mops                                      　　　　50本                                                             Case of 12 NovaSorb Mops
MH-1 MicroMop Handle

J-Zone MegaSorb™ Mop

• Microfiberの素材で作られたひも編状モップ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むストラングモップ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　String mop made from microfiber material
• 水分の吸収性を必要とする用途に最適です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　For applications requiring high absorbency
• 従来の綿モップに比ベ耐久性が格段に拡大しました。　　　　　　　　　　　　　Longer lasting than traditional cotton mops

商品番号　　　　　概　要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Part No. Description
JZMZCRMS-10Case of 50 MegaSorb Mops

MH-1 MicroMop Handle



Northwest
Northwest@micronova-mfg.com

Southern California
SoCal@micronova-mfg.com

Southwest
Southwest@micronova-mfg.com

Midwest
Midwest@micronova-mfg.com

East
East@micronova-mfg.com

日本　株式会社センコム　　　　International
03-3839-6321www.senkom.com                        0International@micronova-mfg.com

日本　株式会社センコム　　　　　　　　　　　　　　Pacific Rim/Asia
03-3839-6321www.senkom.com                  PacAsia@micronova-mfg.com

ご用命は輸入発売元の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後明For More Information, 

株式会社センコムへお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Contact Your Micronova

03-3839-6321 www.senkom.com

                                                                                    Regional Representative
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Y o u r  C l e a n r o o m ’ s  W o r t h  I t ! ™

株式会社センコム 〒110-0016 東京都台東区台東4-1-9                                           3431 West Lomita Boulevard / Torrance, CA 90505-5010

     Tel  03-3839-6321             E-mail: info@senkom.com                                        (888)                                               　816-4276        Tel Outside the U.S. (310) 784-6990
     Fax 03-3839-6324            URL: http://www.senkom.com                                        (310) 784-6980     eMail info@micronova-mfg.com

www.micronova-mfg.com

15006 3M


