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コード番号
Code No. 07100500

型式
Type NFF-100

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 300×155×430mm

除菌水供給流量
Supply flow rate

6.5L/分
6.5L/min

設定塩素濃度
Chlorine concentration 0～400ppm

質量
Weight 10.2kg

材質
Material

筐体：ステンレス
Case：SUS

● 受注生産品です。納期ご確認ください。　Made-to-order. Please ask us for delivery date. 
● 炭酸ガス及びレギュレーターは別途ご用意ください。　Please prepare carbon dioxide and regulator separately. 

コード番号
Code No. 07100800 07100101 07100102

型式
Type

スプレーボトル（2本入）
Spray bottle (2pcs)

テナー
Box

容量
Capacity 300mL×2 10L 20L

塩素濃度
Chlorine
concentration

100ppm

● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date. 

別売部品　Option
コード番号
Code No. 07100501 07100502 07100503

型式
Type

専用レギュレーター
Dedicated regulator

専用原液
Undiluted solution

ガスボンベスタンド5kg用
Gas cylinder stand for 5kg

FHK除菌革命生成装置
FHK water generator with bactericidal effect

FHK除菌革命
FHK sterilization revolution

「FHK除菌革命」を生成する装置です。次亜塩素酸ナトリウムに二
酸化炭素と水を含有させることで弱酸性にpHコントロールされた
除菌水の生成ができます。
電源不要なので、電源が確保できない場所にも設置ができます。

次亜塩素酸ナトリウムに二酸化炭素と水を含有させ
ることで弱酸性にpHコントロールされた除菌水で
す。使いやすいスプレータイプと大量に使用する場合
のテナータイプの2タイプがあります。

スプレーボトル
Spray bottle

テナー
Box
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コード番号
Code No. 07100600 07100206

型式
Type MX-200 AG-500S

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 215×175×327mm 470×2410×330mm

霧化量
Atomization amount

約300mL/時
300mL/h approx.

約4,200mL/時
4,200mL/h approx.

適用床面積
Applicable floor area

～約22m2

～22m2 approx.
～約300m2

～300m2 approx.

給水方式
Water supply system

タンク式（約4,000mL）
Tank type (4,000mL approx.)

外部タンク式（自動水位調整）
External tank type (automatic water level adjustment)

質量
Weight

約2kg（満水時約6kg）
2kg approx. (6kg when full) 12kg

● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date. 

別売部品　Option
コード番号
Code No. ー 07100201 07100202 07100203

型式
Type

AG-500S用タンクキット
Tank kit for AG-500S

AG-500S用延長ダクト
Extension duct for AG-500S

構成
Conposition

20Lタンク　接続ホース
20L tank Connection hose 0.5m 1ｍ 1.5ｍ

● 受注生産品です。納期ご確認ください。
Made-to-order. Please ask us for delivery date. 

FHK除菌革命用噴霧器
Atomizer for FHK sterilization revolution 

FHK除菌革命等の弱酸性次亜塩素酸除菌水を超音
波振動子でミスト状にして空間へ放出します。各部品
は耐塩素仕様のため耐久性に問題はありません。
対象とする空間により2種類の規格から選ぶことがで
きます。

MX-200

AG-500S
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高圧蒸気を用いて器具などを短時間で滅菌します。滅菌
モードプログラムが内蔵されている（ESシリーズは3コー
ス、LSX・LBSシリーズは5コース）ため最適な滅菌コースを選択
できます。滅菌中は動作状態を操作パネルでリアルタイムに確
認できます。
空たきを防止するため滅菌用水の微小電解質を通して水位を
検出する安全装置を備えています。また缶体内温度が設定温
度+5℃以上になった場合や圧力が過圧状態となった場合はす
べての機能が停止し、同時にエラー表示するため安心して使用
できます。

High pressure steam sterilizer for surgical tools etc.
Sterilization programs installed. (3 in ES series,  5 in 
LSX/LBS series). Realtime operating conditions can be 
checked on the display.
A safety device is equipped to detect the water level 
to prevent empty heating.
All functions will be stopped and the error message 
appears on display if the chamber temperaure in-
creases more than 5℃ from the setting temp or the 
inner pressure exceeds the setting.

◆人体用管理医療機器（メディカル用は特定保守管理医療機器）

オートクレーブ ES-215・315/LBS-245・325/LSX-300・500・700
Autoclave

ES-315 メディカル用
ES-315, Medical

ES-215 メディカル用
ES-215, Medical

LBS-325 ラボ用
LBS-325, Lab

LBS-245 ラボ用
LBS-245, Lab
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コード番号
Code No. 14100100 14100200 14100300 14100400

型式
Type

ES-315 メディカル用
ES-315, Medical

ES-215 メディカル用
ES-215, Medical

LBS-325 ラボ用
LBS-325, Lab

LBS-245 ラボ用
LBS-245, Lab

構成
Composition

本体　ステンレスカゴ×2
Main unit
SUS backet ×2

本体　ステンレスカゴ×1
Main unit
SUS backet ×1

本体　ステンレスカゴ×2
Main unit
SUS backet ×2

本体　ステンレスカゴ×1
Main unit
SUS backet ×1

容量
Capacity 53L 22L 53L 22L

サイズ（W.D.H.）
Size of main unit（W.D.H.）

490×560×1,090mm
 （内寸：φ312×635mm）
490×560×1,090mm
(Cylinder：φ312×635mm)

400×460×920mm
 （内寸：φ236×450mm）
400×460×920mm
(Cylinder：φ236×450mm)

490×560×1,090mm
 （内寸：φ312×635mm）
490×560×1,090mm
(Cylinder：φ312×635mm)

400×460×920mm
 （内寸：φ236×450mm)
400×460×920mm
(Cylinder：φ236×450mm)

滅菌温度範囲
Temperature range 105～132℃ 105～123℃ 105～132℃ 105～123℃

最高使用圧力
Max. applicable pressure 216kPa 147kPa 216kPa 147kPa

電源
Power source AC100V  50/60Hz  20A AC100V  50/60Hz  15A AC100V  50/60Hz  20A AC100V  50/60Hz  15A

質量
Weight 80kg 50kg 80kg 50kg

医療機器承認番号
Medical device approval
number

22200BZX00312000 ※ 22200BZX00310000 ※ ー

コード番号
Code No. 34900101 34900902 34900703

型式
Type

LSX-700　ラボ用
LSX-700　for lab

LSX-500　ラボ用
LSX-500　for lab

LSX-300　ラボ用
LSX-300　for lab

構成
Composition

本体　ステンレスカゴ×2
Main unit　SUS backet×2

本体　ステンレスカゴ×1
Main unit   SUSs 
backet×1

容量
Capacity 79L 58L 44L

サイズ（W.D.H.）
Size of main unit（W.D.H.）

470×528×1,003mm
 （内寸：φ360×675mm）
470×528×1,003mm
(Cylinder：φ360×675mm)

410×477×970mm
 （内寸：φ236×638mm）
410×477×970mm
(Cylinder：φ236×638mm)

410×477×970mm
 （内寸：φ315×458mm）
410×477×970mm
(Cylinder：φ315×458mm)

滅菌温度範囲
Temperature range 105～135℃

最高使用圧力
Max. applicable pressure 250kPa 263kPa

電源
Power source AC200V  50/60Hz  15A AC100V  50/60Hz  20A AC200V  50/60Hz  15A

質量
Weight 72kg 60kg 50kg

医療機器承認番号
Medical device approval
number

ー

● メディカル用…医療機器　ラボ用…理化学機器
for Medical…Medical equipment　for Labo…Laboratory equipment

※ 特定保守管理医療機器に該当するオートクレーブを販売するためには、薬機法に基づく「高度管理医療機器等販売業」の許可が必要です。
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ショーレックス滅菌袋
Disposable disinfection bags for EOG sterilizer

EOガス滅菌時に滅菌物を入れる専用の滅菌袋で
す。袋形状とロール巻き形状の2種類があります。ロ
ール巻きは必要な長さに切って使用します。
紙製滅菌バッグの外包装用として使用すると、滅菌
効果が促進できます。

Disinfection bag, exclusive for EOG sterilizer. 
2 types available, bag type and roll. Cut the 
roll to use according to the necessary size for 
disinfection.

ショーレックス滅菌袋　Sholex
コード番号
Code No. 14066100 14066200 14066300 14066400 14066500

型式
Type

1号
No.1

3号
No.3

4号
No.4

5号
No.5

6号
No.6

入数
Contents

500枚
500Sheets

300枚
300Sheets

200枚
200Sheets

サイズ（W.L.）
Size（W.L.） 7.5×28cm 15×30cm 20×30cm 30×40cm 40×60cm

ショーレックスロール巻き　Sholex roll
コード番号
Code No. 14067100 14067200 14067400 14067500 14067600

型式
Type

ロール巻1
Roll No.1

ロール巻2
Roll No.2

ロール巻4
Roll No.4

ロール巻5
Roll No.5

ロール巻6
Roll No.6

入数
Contents

2巻
2rolls

1巻
1rolls

サイズ（W.L.）
Size（W.L.） 5cm×200m 7.5cm×200m 15cm×200m 30cm×200m 45cm×200m

●  「ロール巻6」のみ2巻からの受注生産品です。 納期ご確認ください。
Roll No.6:Made-to-order from 2rolls. Please ask us for delivery date.
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手術用器具等を収納して、蒸気滅菌器にかけ、取り出
した貯槽を貯槽台にかけることで、器具を衛生的に
保つことができます。
貯槽台には足踏み開閉装置が付属されています。

Hang the sterilizing drum after steam auto-
clave for hygienic storage of surgical tools. 
Sterilizing drum stands with Foot opener.

◆人体用一般医療機器

煮沸消毒器 携帯用
Portable boiling sterilizer

◆人体用一般医療機器

消毒貯槽（丸カスト）
Dressing drum

現場で手術用器具等を、ガスコンロ等で直火にかける簡易型
消毒器です。

Simple type sterilizer, to be directly put on open fire 
to disinfect surgical tools on the spot.

コード番号
Code No. 14018000 14019000

型式
Type

大型
Large

中型
Middium

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 260×125×65mm 240×85×65mm

消毒貯槽　Sterilizing drum
コード番号
Code No. 14022000 14023000

型式
Type

大
L

小
S

サイズ
Size φ270mm φ180mm

消毒貯槽台　Sterilizing drum stand
コード番号
Code No. 14024000 14025000

型式
Type

φ270mm対応
For φ270mm

φ180mm対応
For φ180mm

大
L

φ270mm対応
For φ270mm
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コード番号
Code No. 14021000

構成
Composition

本体　消毒盤×2
Main unit  Sterilizing tray×2

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 750×445×800mm

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No.

サイズ
Size

14033000 210×150×40mm

14034000 240×180×40mm

14035000 270×210×40mm

14036000 300×240×40mm

14037000 330×270×40mm

14038000 360×300×40mm

消毒盤
Sterilizing tray

消毒盤台
Sterilizing tray cart

手術時に使用する器具や消毒した手術用器具を衛生
的に収納することができます。

For hygienic storage of surgical tools after 
disinfection.

消毒盤に手術用器具等を置き、下棚板に治療用器具
等を載せて、容易に移動ができます。

For easy transport of surgical tools on the 
cart. It is also possible to put the other devic-
es for treatment on the lower shelf.
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指頭消毒器
Finger sterilizing antiseptic cotton case

手洗鉢台/手洗鉢
Washing basin stand/Washing basin

コード番号
Code No. 14029500 14030500 14032000

型式
Type

鉢1個付
with 1 Basin

鉢2個付
with 2 Basin

手洗鉢
Washing basin

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 14027000

サイズ（W.D.H.）
Size（W.D.H.） 90×70×20mm

質量
Weight 125g

消毒用アルコール綿を収納します。

For storage of antiseptic cotton.

クレゾール石鹸液等の消毒液を入れて、手洗消毒に使用しま
す。キャスター付きのため容易に移動ができます。

For hand washing using antiseptic solution. Casters 
provided.

鉢1個付
with 1 Basin
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