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発売 T 06.6380.2525
T 03.3836.6161

お問合せ　お客様相談センター　T 0800.332.8020（フリーコール）
＜歯科医療従事者様専用＞

酵素系洗浄剤
ウルトラ・クレンザイム

主成分
内容量
用　途

プロテアーゼ、リバーゼ、非イオン系界面活性剤、熊笹エキス
150mL
器具、印象体、衣類の洗浄

関連製品

 2,500円

標準価格
ウルトラ・クレンザイム 150mL
ウルトラ・クレンザイム泡洗浄ボトル

5,800円
1,000円

製造　株式会社菱化デンタル

202600101
202600102

202040822

チェア/環境表面用除菌クロス
ミクロジッド センシティブ ワイプス

器具（小器具）用防錆/除菌/洗浄剤
ギガセプト インスツルAF

主成分

内容量

用　途

ココスアルキルプロピレンジアミングアニジンジ酢酸塩、
フェノキシプロパノール/塩化ベンザルコニウム、
防錆剤、非イオン界面活性剤
2000mL
器具（各種インスツルメント、外科用器具、バー類など）の除菌、洗浄。
※一部のゴム製品への使用では変色するおそれがあります。

標準価格 9,600円
製造 シュルク＆マイヤー株式会社

202600302

標準価格 8,400円
製造 シュルク＆マイヤー株式会社

202600301

バキューム回路洗浄剤
マザックP

用　途 バキューム配管、タンク内、ベースン排水回路の洗浄

包装
〈マザックP スターターバッグ〉
粉材1kg（33回分）、330mLビーカー、計量スプーン、撹拌棒
〈マザックP リピーターズバック〉粉材1kg×3袋（99回分）

標準価格
マザックP スターターバッグ
マザックP リピーターズバック

2,090円
4,830円

201070880
201070881

印象体用除菌/洗浄剤
デンタボン

デンタルタオルN

主成分

内容量

用　途

ペンタカリウムビス硫酸塩、陰イオン界面活性剤、
非イオン界面活性剤、石鹸
900g
印象体（アルジネート、寒天、シリコン、ポリエーテルなど）の除菌、洗浄。
※アルミ製印象トレーへの使用では変色するおそれがあります。

チェア給水管路クリーンシステム専用洗浄液 
ワープルC

サイズ

製造　株式会社ニチエイ

43×34cm
標準価格
100枚

発売　株式会社モリタ製作所

標準価格
450mL×3本
発売　株式会社モリタ製作所

4,200円 201070885

主成分

内容量

用　途

ジアルキルメチル塩化アンモニウム、
n-アルキルジメチル塩化アンモニウムベンザルコニウム、
n-アルキルジメチルエチル塩化アンモニウムベンザルコニウム
200枚
医療機器、キャビネット表面の除菌、清掃
※一部の金属、ゴム、樹脂への使用では、影響が出る可能性があります。
※機器への使用につきましては、各製造メーカーの取り扱い説明書を
ご確認ください。

標準価格 4,700円
製造 シュルク＆マイヤー株式会社

202600300

医療機器向け清拭クロス
Toraysee® for CE

内容量
用　途

10枚／箱 （1枚ずつ個装）　
医療機器の清拭に特化したマイクロファイバークロス

標準価格 3,600円

製造　東レ・メディカル株式会社
製造元　東レ株式会社

202600303

ステリソーカー

印象体用除菌／洗浄剤 
デンタボン

器具（小器具）用防錆／除菌／洗浄剤 
ギガセプト インスツルAF

酵素系洗浄剤 
ウルトラ・クレンザイム

チェア／環境表面用除菌クロス 
ミクロジッド センシティブ ワイプス 

チェア給水管路クリーンシステム専用洗浄液 
ワープルC

バキューム回路洗浄剤 
マザックP

チェア給水管路の洗浄
※モリタの給水管路クリーンシステム搭載チェアのみお使いいただけます。用　途

8,200円 206320061

サイズ
外径　W350×D215×H125mm
内径　W256×D175×H115mm

製造　ザーク
標準価格
容量　約4ℓ

医療機器向け清拭クロス
Toraysee® for CE

用途別に除菌、洗浄剤をラインナップ。
クリーン＆セーフティな診療空間づくりに。

モリタ 除菌/洗浄システム



院内感染予防対策における除菌と洗浄を
より分かりやすく、より効果的に。
〈モリタ 除菌/洗浄システム〉

感染リスクの程度および対象物に応じた院内感染予防対策を行うことが大切です。
安全性も高く、環境への負荷も少ない除菌/洗浄剤をセレクトしました。
少ない品目で器具、印象体、チェアおよび環境表面の除菌、洗浄が行えます。

酵素系洗浄剤
ウルトラ・クレンザイム
特殊ブレンド酵素成分が器具、印象体、衣類に付いたタン
パク汚れや脂質を強力分解。
中性の防錆剤配合酵素系洗浄剤なので器具を傷めません。
50～500倍に希釈して使用するので経済的。

ウルトラ・クレンザイムによる器具の洗浄
左：泡洗浄（約3分）の場合
右：浸漬法（約10分）もしくは超音波洗浄法（約5分）の場合   

水洗

1

ウルトラ・クレンザイムによる
印象体の泡洗浄（約3分）

水洗

2

1 2 〈50倍（泡洗浄）〉
専用泡ボトル一杯の水（200mL）に原液4プッシュ（4mL）を入れ希釈

〈500倍（浸漬、超音波洗浄）〉
水2L対し原液4プッシュ（4mL）を入れ希釈

希釈例

作用
時間

泡
浸漬
超音波

約3分
約10分
約5分

希釈
泡
浸漬、超音波

50倍
500倍

防錆剤配合

チェア/環境表面用除菌クロス
ミクロジッド センシティブ ワイプス
清掃と除菌が一度にできるクロス。
アルコールフリーなので血液も直接拭き取ることができます。

ミクロジットセンシティワイプスでの清拭後、
約1分間放置

清潔な布による液剤の拭き取り
（デンタルタオルNを使用）

1 2 作用時間 約1分

アルコールフリー
アルデヒドフリー

EN（欧州規格）試験準拠

器具（小器具）用防錆/除菌/洗浄剤
ギガセプト インスツルAF
洗浄効果もあり、超音波洗浄器との併用も可能な除菌/洗浄剤。
防錆剤配合除菌/洗浄剤なので器具を傷めません。
33倍に希釈して使用するので経済的。

ギガセプト インスツルAFによる器具の除菌
（浸漬法（約15分）もしくは超音波洗浄法（約5分））   

水洗

1 2

〈33倍〉　水2Lに対し付属の計量キャップ3杯（約60mL）の原液を希釈希釈例

計量キャップ付

作用
時間

浸漬
超音波

約15分
約5分

希釈 33倍

EN（欧州規格）試験準拠

防錆剤配合
アルデヒドフリー

印象体用除菌/洗浄剤
デンタボン
洗浄効果もあり、各種印象材に使用できる除菌/洗浄剤。
１００倍に希釈して使用するので経済的。

デンタボンによる印象体の除菌
印象体を5～30分浸漬

水洗

1 2

〈100倍〉　水2Lに対し付属の計量スプーン1杯（20g）のパウダーを希釈希釈例

作用時間 5～30分

希釈 100倍

アルデヒドフリー

EN（欧州規格）試験準拠

計量スプーン付

バキューム回路洗浄剤
マザックP
バキューム配管、ベースン排水回路、タンク内をスピード洗浄。
過炭酸ナトリウム中の酸素により汚れを強力に除去。

チェア1台につき、マザックP希釈液
300mLを吸引後、約5分間放置

水300mLを吸引

※写真はマザックP スターターパック

1 2

〈10倍〉　水300mLに対し計量スプーン8分目（約30g）のパウダーを希釈希釈例

10倍希釈

作用時間 約5分

チェア給水管路クリーンシステム専用洗浄液 
ワープルC
希釈した過酸化水素水により、チェア給水管路内を洗浄。 希釈 30倍

診療後、残留水をフラッシング
装置より排出する際、30倍に希
釈した専用液を給水管路に供
給し、夜間・休日の給水管路を
クリーンに保つ。診療開始時に
は洗浄液を排出。

ユニット

＜使用例＞

ホース

医療機器向け清拭クロス
Toraysee® for CE
医療機器の清拭に特化したマイクロファイバークロス。
患者さんの肌に触れやすく、消毒を頻回にできない器材に付着した
汚れに対し高い除去性能で清潔な診療環境の維持をサポートします。


