The frangipani (scientifically named as Plumeria) also known as West Indian Jasmine or Lelawadee, ranks among the most beautiful
flowers of tropical countries. Blooming all year, its blossoms with their perfect shape and sweet scent are used to compose the famous
Hawaiian floral wreaths. Whereas their beautiful appearance, these exceptional blossoms contain an antiseptic which is highly valued
by indigenous people and which has also been verified by science.

With the Frangipani in mind, we developed our premium disinfectant series SunSept for you – beauty combined with powerful effect.
With classy elegance, SunSept provides the daily health quality care.As a matter of fact, SunSept products which do not contain any
unhealthy chemical of aldehyde or phenol, is specially formulated by a mixture of compounds thus we highly recommend that you once
use in your practices.

All of our SunSept disinfectants and disinfection procedures for the products included in this catalogue have been proven for their
efficacy by the RKI (Robert Koch-Institute). They have been also tested for human health safety and environmental sanitation by
VAH/DGHM (the Association for Applied Hygiene / German Society for Hygiene and Microbiology)

We cordially invite you to enjoy this new product line for your protection and safety.

はじめに

サンセプトシリーズ コンセプト（ハイエンドなクリニックの皆様のために）

テーマフラワーのフランジパニ（学名プルメリア）は温暖な気候の熱帯諸国では最も綺麗な花のひとつとして、西インドではジャスミン、
リラ・ワリとして称されている花です。一年中咲き続ける花として、その完璧な形とほのかな香りは有名なハワイの花飾り “レイ” にも
使われています。その美しい形状の一方、これら特別な花の原産国では防腐作用があると高く評価されており、それは科学的にも証
明されています。

私たちは高品質の感染制御シリーズ “ SunSept （サンセプト） ” を研究・開発するにあたり、フランジパニを象徴として、美と効力を
融合させ、上品でエレガントなクリニックの、日々の院内環境を維持し続けるための製品づくりに励んでいます。もちろんアルデヒド、フ
ェノールは含まない最新の成分配合で構成されており、安全にお使いいただけます。

サンセプトシリーズはすべてロベルトコッホ研究所（RKI） 及び ドイツウイルス疾病管理協会（DVV）策定のガイドライン要件のもと
VAH/DGHM（消毒応用衛生協会 / ドイツ応用衛生協会）の認定を取得した製品です。

私たち “ SunSept （サンセプト）

” は、誠意を持ってこの製品ラインをお勧めいたします。

製品についてのテストリポート、文献もございます。 お気軽にご請求ください。

All surfaces on unit tables, arms, chairs and even laser density in your practice, no matter whether they are frequently or seldom
touched, whether floor or furniture, are a potential source of infections for your patients and for you.For all these different types of
the surfaces, we have developed our SunSept surface disinfectant, a new dimension of deep cleansing and sanitization.
It is our goal to give you the security of a hygienic environment without neglecting stylish aspects. Enjoy a highlight in your daily work
with our crystal bottle especially developed for SunSept.We present two kinds of disinfection products for surface. For quick tasks in
between, we recommend our SunSept Disinfection Wet Wipes in their simplest form, soaked with alcoholic or non-alcoholic
disinfectant. For your personal preference, with our SunSept Rapid Surface Disinfection PLUS VIORA / neutral you can choose between
varieties of fragrance and customize our surface products by adding your favorite perfume.

診療所内は使用頻度に関係なくユニット周りのテーブル、アーム、チェアー、レーザー装置表面などには菌が繁殖している可能性が
考えられます。これらの設備表面を清潔に保つために、私たちは従来の規格にはなかったフレグランス入りサーフェス用の感染制御
製品を開発しました。
本来より求められる衛生面への安全配慮に加えて、日々の作業が楽しくなるような上品な容器、洗練されたクリアボトル。そして独
自で研究開発した香料を加えてご使用いただける新しいコンセプトの商品です。サーフェス用製品は、液体をあらかじめクロスに浸
漬させたワイプスタイプの製品と、お好みのフレグランスを原液に加えて使用する 2 種類の製品をご用意いたしました。

SUN235 / SUN240 / SUN261 / SUN271

We provide two different types of wipe.
Our disinfectant wipes take effect quickly, allowing you to fulfill the
responsible duty of daily disinfection with very little effort, but with
reliable effect. In addition to that, we provide the next generation of
disinfection with newly developed glove. You just slip into it and you will
discover a new experience in ensuring the hygiene of your practices.
Both of our wipes are combined with high quality materials which insure
gentle but thorough cleaning and treats hands and surfaces with the
care.

まず、ワイプスタイプをご紹介します。ワイプスタイプは 2 種類の製品を
ご用意いたしました。
ひとつは、美しい容器から 1 枚ずつ取り出す簡便で高性能なティッシュ
タイプ、そして、次世代の製品としてサンセプトが独自開発したグローブ
タイプです。グローブタイプは手を差し込んで清拭するだけで使用でき
る製品で、1 枚ずつ取り出してご使用いただけます。
2 種類の製品に共通して使用されているクロスは高品質かつ丈夫な生
地で手指や器具の表面も保護します。

詳細： Ｐ１８ / Ｐ２２

品 番

/

品 名

/

規 格

/

容量

/

価格

ＳＵＮ２６０

サンセプト

ウェットワイプス アルコールベース

容器付

100 枚入 ￥2,800

ＳＵＮ２７０

サンセプト

ウェットワイプス アルコールフリー

容器付

100 枚入 ￥2,800

ＳＵＮ２６１

サンセプト

ウェットワイプス アルコールベース

詰替用

100 枚入 ￥2,500

ＳＵＮ２７１

サンセプト

ウェットワイプス アルコールフリー

詰替用

100 枚入 ￥2,500

Additionally, these highly effective agents are suitable for any kind of
metals, units and tables and in the area of where it is sensitive to
alcohol-based disinfectants such as acrylic or synthetic leather we
offer our surface disinfectant Alcohol-free. Both provide the
combination of excellent cleaning properties with tested and proven
disinfection within 60 seconds.
Our disinfectant wipes leaves a delightfully fresh scent and gives you
the sensation of purest cleanliness. Choose our SunSept new
generation wipe to disinfect an entire room with only one wipe.

さらに浸漬されている液体は、金属製品、ユニット、テーブル等にお使
いいただけるアルコールベースタイプ及び、アルコールに耐性のないア
クリル製品や、人工皮革や器具にも対応可能なアルコールフリータイプ
の 2 種類を用意しました。作用時間は共に 60 秒です。
サンセプトシリーズのワイプスは、１枚で広範囲にお使いいただけ、使
用後はさわやかで清潔な香りを残します。

品 番

/

品 名

/

規 格

/

容量

/

価格

ＳＵＮ２３５

サンセプト

グローブワイプス アルコールベース

12 枚入 ￥2,600

ＳＵＮ２４０

サンセプト

グローブワイプス アルコール フリー

12 枚入 ￥2,600

詳細： Ｐ１８ / Ｐ２２

Rapid Surface PLUS （liquid）
Our SunSept Rapid Surface PLUS is the product of your choice if you
are pressed for time. Especially developed for small areas and your
equipment, it ensures a broad spectrum disinfectant activity within 30
seconds and leaves nothing but freshness and hygienic cleanliness. You
can choose from our great variety of fragrances, from elegant classic to
flowery.

SUN280 / SUN281 ラピッドサーフェスプラス （リキッド）
2 種類のラピッドサーフェスプラスは、治療用ユニットだけでなく、周囲部
分にも対応でき、効果時間は 30 秒です。
スプレーボトルに移し、原液を清潔なクロスに吹きかけて清拭にてご使
用ください。

SUN280 ラピッドサーフェスプラス ビオラ
あらかじめ製品に最適な配合率で、ビオラ（パンジー）の香りが調合さ
れており新鮮な香りを味わえます。
品 番

/

品 名

/

規 格

/

容量

/

価格

SUN281 ラピッドサーフェスプラス ナチュラル
衛生的な安全性だけではなく、独自で研究開発をした 6 種類の香料か
らお好みの香料を加えご使用いただけます。

ＳＵＮ２８０ サンセプト ラピッド サーフェス プラス

ビオラ

2.5Ｌ

￥16,000

ＳＵＮ２８１ サンセプト ラピッド サーフェス プラス

ナチュラル

2.5Ｌ

￥16,000

ＳＵＮ９２０ サンセプト スプレーボトル

詳細： Ｐ１９ / Ｐ２３

500ml 容器

￥1,200

The smell of Isopropanol or Ethanol is sometimes not your favorite. Our
SunSept Rapid Surface Disinfection PLUS, you can choose from 6
advanced fragrances, from elegant classic to flowery and it ensures a
broad spectrum disinfectant activity within 30 seconds and leaves
nothing but freshness and hygienic cleanliness which you have never
experienced before.

主成分のイソプロパノール エタノールが放つ香りが苦手の患者様もい
らっしゃいます。サンセプト ラピッドサーフェス製品はわずか 30 秒という
短時間で細部までレベルの高い感染制御を行えます。さらに衛生面だ
けでなく、お好みのフレグランスを加えることによりエレガントで華やか
な香りをお楽しみいただけます。

香りには個人差があります。「もう少し香ってほしい」、「香りがきつすぎ
る」といったご要望に対し、配合率を変えることでお好みの芳香に調整
品 番

/

品 名

/

規 格

/

容量

/

価格

ＳＵＮ３５１ サンセプト フレグランス

アマロ

50ml

￥1,500

ＳＵＮ３５２ サンセプト フレグランス

アトランティック

50ml

￥1,500

ＳＵＮ３５３ サンセプト フレグランス

ココ-バニラ

50ml

￥1,500

ＳＵＮ３５４ サンセプト フレグランス

フラワリー

50ml

￥1,500

ＳＵＮ３５５ サンセプト フレグランス

グリーンティー

50ml

￥1,500

ＳＵＮ３５６ サンセプト フレグランス

リメッタ

50ml

￥1,500

50ml ×5

￥7,000

ＳＵＮ３５０ サンセプト フレグランス

ミックスセット

以下の 6 種類のフレグランスの中からお好みのフレグランスを 5 本 自由にお選びいただけます
（ アマロ / アトランティック / ココ-バニラ / フラワリー / グリーンティー / リメッタ ）

し使用することが可能です。

詳細： Ｐ１９ / Ｐ２３

Instrument
Ever since the beginning of humankind, man has used and improved tools in order to facilitate tasks or even render them
possible. In much the same way, medical instruments look back upon a long history of development, in which their form and
technology was adapted to their intended use ever more precisely over time. It is now more important than ever to care for
these technological masterpieces in order to be able to maintain their optimal state, while at the same time ensuring your
patients’ and your safety. Discover our SunSept Instrument Disinfection products, which we have developed over the years to
best meet a wide variety of requirements

インスツルメント
人類の始まりの時から人々は、仕事を簡単にまた実現できるように道具を作り改良してきました。
同様に医療用器具も長い開発の歴史の中で、形態や製法がたいへん精巧に作製されるようになりました。
患者の皆様 及び 医療従事者を感染から守ると同様、工業的銘品といえる緻密な医療用器具を最善の方法で維持すること
は大変重要なことと言えます。
長い年月をかけて幅広いニーズに応えるために開発されたサンセプト器具用感染制御用製品を是非ご覧ください。

You assume full responsibility for the safety of your patients and
yourself when treating medical instruments after their use. Cleaning and
disinfecting are necessary and obligatory processes which can be
tedious and time-consuming. SunSept assists you with these
processes, simplifying and optimizing them as much as possible. Our
SunSept instrument Disinfection Conc. Is a highly concentrated product
which provides excellent cleaning properties along with disinfectant
effects within a very short time span. It is also suitable for use in
ultrasonic baths. If you wish to go one step further, try our SunSept
Instrument Disinfection Enzyme Conc. This enhanced product provides
extra cleansing powers with the help of enzymes and removes even
sticky proteins (albuminous) contaminations, such as blood. It is also
suitable for use in ultrasonic baths.

器具用及び回転小器具の 3 種類の製品について説明いたします。
あなたは診療後の器具の洗浄と感染予防は長い時間がかかる退屈な
作業であると思い込んでいませんか。もし一歩進んだご希望なら サン
セプトインスツルメントシリーズ をお試しください。製品はすべて超音波
洗浄機のご使用に最適な成分で構成されています。
SUN４００ インスツルメント コンセントレート は、短時間で作業を終わ

品 番

/

品 名

/

規 格

/

容量

/

価格

らせるための高濃度タイプです。

ＳＵＮ４００ サンセプト インスツルメント コンセントレート

2.5Ｌ

￥24,000

SUN４０２ インスツルメント エンザイム は、酵素の力で凝固した血液

ＳＵＮ４０２ サンセプト インスツルメント エンザイム

2.5Ｌ

￥19,000

を短時間で取り除く強力な洗浄力を持ちます。

ＳＵＮ９５０ サンセプト インスツルメント タブ
詳細： Ｐ２０ / Ｐ２４

３L 容器

￥10,000

SUN410 Dental drills and reamers are genuine high-tech tools which
perform their precision work however they are constantly contaminated
with a variety of organic materials. Our SunSept Drill Bath is
ready-for-use solution along with disinfectant effects within 5 minutes,
was developed to thoroughly of all kinds. Despite its strong cleansing
effects, this product is nevertheless gentle enough to preserve the
sensitive drill component parts with anticorrosive agent, thus ensuring
their safe use over a long period of time.
Our SunSept instruments disinfectant products, offers you a wide
spectrum effect with a mixture of sophisticated compounds formulation,
is highly recommended to be used in combination with an ultrasonic
bath for additional acceleration.

SUN410

歯科用ドリル、リーマーなどはハイテク技術を駆使した繊細

な構造のため多様な有機物が付着して取れにくい器具です。サンセプ
トドリルバスは強力な洗浄効果に加え大事な回転小器具を長くご使用
いただけるよう開発された製品です。もちろん高い防錆効果も備えま
す。原液にて 5 分間浸漬で終了します。この 3 種類の製品はいずれも、
新配合成分によって広範囲なスペクトラムを有する今までにない感染
品 番

/

品 名

/

規 格

ＳＵＮ４１０

サンセプト ドリルバス

ＳＵＮ９５５

サンセプト ドリルバス ボックス

/

容量

/

価格

2.5Ｌ ￥14,000
３L 容器

制御製品です。さらに効率よく作業時間を短縮するために高性能な超
音波洗浄機のご使用を推奨します。

￥2,000

詳細： Ｐ２０ / Ｐ２５

Various
The daily routine in your practice poses many challenges. While there are many solutions to be found, conventional ones are
not always the best. Trust SunSept and our product range with many years of experience – we offer more than disinfectants.
SunSept offers to accompany and support you throughout your day. Experience the exceptional and complete your SunSept
world with products specifically designed for use in dental surgeries.

日々の決められた平凡な作業を行うにあたり、形式的なやり方は常に最適であるとは限りません。サンセプトは長年の経験を
駆使し単なる感染制御で終わるのではなく、日々のあらゆる環境での衛生管理をサポートします。優れたサンセプトシリーズ
はとりわけ歯科治療で活用できるよう設計されています。

SUN500 suction system
Your suction system is an integral part of your equipment, assisting you
in your daily work by drawing in and disposing of organic and inorganic
substances, thus it is certainly assured to be disinfected.
Our SunSept Suction System Disinfection has its newly developed
anti-foaming agents which prevents from foaming and protects your
sensitive equipment as well as laboratory sink, ensures disinfectant
effects within 5 minutes at 2% dilution.

SUN500 サンセプトサクションクリーナー
治療用ユニットサクションシステム（スピットン、吸引システム）は日々有
機物で汚染される部分であるため、確実な感染制御方法が求められま
す。
サンセプトサクションクリーナーは無発泡性で、微細な構造を保護しな
がら浸透する新しい成分で開発されました。作用時間わずか 5 分、
2.0％希釈液でご使用いただきますので大変経済的です。もちろん消毒
室シンクや技工室シンクにもご使用ください。

品 番

ＳＵＮ５００

詳細： Ｐ２１ / Ｐ２６

/

品 名

/

規 格

サンセプト サクションクリーナー

/

容量

/

2.5Ｌ

価格

￥18,000

SUN 520 Impression Disinfection
Our SunSept Impression Disinfection removes dirt, blood and saliva – to
be immersed into the solution for a period of 2 minutes and this is
suitable for different types of impression materials including
hydrocolloids, alginate and silicone. You can either immerse or spray the
impression and you will be impressed with its ease of use and its
pleasant fragrance.

SUN 520 印象材用感染制御製品
汚染物である血液、唾液を除去します。作用時間は 2 分で終了します。
ハイドロコロイド、アルジネート、シリコンなどあらゆる印象材にご使用で
きます。浸漬だけでなく、スプレー方式でもお使いいただける使いやす
い製品です。その香りにも高い評価をいただいております。

品 番

ＳＵＮ５２０

/

品 名

/

規 格

サンセプト インプレッション ＤＩＦ

/

容量

/

2.5Ｌ

価格

￥14,000

詳細： Ｐ２１ / Ｐ２６

用途 （アルコールに耐性のある材質用）
院内の医療器機、治療用ユニット、テーブル、レーザー装置、備品、
ハンドピース、タービン、プライヤー等の手用器具類の表面除菌・清掃

用途 （アルコールに耐性のある材質用）
院内の医療器機、治療用ユニット、テーブル、レーザー装置、備品、
ハンドピース、タービン、プライヤー等の手用器具類の表面除菌・清掃

用途 （アルコールに耐性のある材質用）
院内の医療器機、治療用ユニット、テーブル、レーザー装置、備品、
ハンドピース、タービン、プライヤー等の手用器具類の表面除菌・清掃

使用方法
専用容器から 1 枚ずつ取り出して対象とする器械、器具表面を十分
に清拭して 60 秒間放置してください。
使用後は容器の蓋を確実に閉めてください。

使用方法
専用容器にセットし、1 枚ずつ取り出して対象とする器械、器具表面
を十分に清拭して 60 秒間放置してください。
使用後は容器の蓋を確実に閉めてください。

使用方法
袋より 1 枚ずつ取り出し手に装着してください。対象とする器械、器具
表面を十分に清拭して 60 秒間放置してください。
使用後は袋のシールを確実に閉めてください。

100g 中の主成分
35.0g エタノール /

100g 中の主成分
35.0g エタノール /

100g 中の主成分
35.0g エタノール /

詳細：P.６ / P.２２

0.066g 第 4 級アンモニウム化合物 / 香料

100 枚入 容器付

\2,800

0.066g 第 4 級アンモニウム化合物 / 香料

詳細：P.６ / P.２２

100 枚入

\2,500

0.066g 第 4 級アンモニウム化合物 / 香料

詳細：P.７ / P.２２

12 枚入

\2,600

用途 （アルコールに耐性のない材質用）
パソコン・テレビなどの液晶画面、マイクロスコープ、顕微鏡、
ヘッドルーペのレンズ、輸液ポンプやサクションチューブの一次清拭、
軟質ポリ塩化ビニールなどのプラスチック類、レ-ザープローブ先、
アクリル製ガラス、ゴム製品、天然・合成皮革の表面除菌・清掃

用途 （アルコールに耐性のない材質用）
パソコン・テレビなどの液晶画面、マイクロスコープ、顕微鏡、
ヘッドルーペのレンズ、輸液ポンプやサクションチューブの一次清拭、
軟質ポリ塩化ビニールなどのプラスチック類、レ-ザープローブ先、
アクリル製ガラス、ゴム製品、天然・合成皮革の表面除菌・清掃

用途 （アルコールに耐性のない材質用）
パソコン・テレビなどの液晶画面、マイクロスコープ、顕微鏡、
ヘッドルーペのレンズ、輸液ポンプやサクションチューブの一次清拭、
軟質ポリ塩化ビニールなどのプラスチック類、レ-ザープローブ先、
アクリル製ガラス、ゴム製品、天然・合成皮革の表面除菌・清掃

使用方法
専用容器から 1 枚ずつ取り出して対象とする器械、器具表面を十分
に清拭して 60 秒間放置してください。
使用後は容器の蓋を確実に閉めてください。

使用方法
専用容器にセットし、1 枚ずつ取り出して対象とする器械、器具表面
を十分に清拭して 60 秒間放置してください。
使用後は容器の蓋を確実に閉めてください。

使用方法
袋より 1 枚ずつ取り出し手に装着してください。対象とする器械、器具
表面を十分に清拭して 60 秒間放置してください。
使用後は袋のシールを確実に閉めてください。

100g 中の主成分
0.24g ジアルキル‐ジメチル塩化アンモニウム
0.48g アルキル-ジメチル塩化アンモニウム

100g 中の主成分
0.24g ジアルキル‐ジメチル塩化アンモニウム
0.48g アルキル-ジメチル塩化アンモニウム

100g 中の主成分
0.24g ジアルキル‐ジメチル塩化アンモニウム
0.48g アルキル-ジメチル塩化アンモニウム

詳細：P.６ / P.２２

100 枚入 容器付

\2,800

詳細：P.６ / P.２２

100 枚入

\2,500

詳細：P.７ / P.２２

12 枚入

\2,600

用途 （アルコールに耐性のある材質用）
院内の医療機器、治療用ユニット、テーブル、レーザー装置、備品、
ハンドピース、タービン、プライヤー等の手用器具類の表面除菌・清掃

用途 （アルコールに耐性のある材質用）
院内の医療機器、治療用ユニット、テーブル、レーザー装置、備品、
ハンドピース、タービン、プライヤー等の手用器具類の表面除菌・清掃

使用方法
原液を清潔なクロス等に浸み込ませて清拭してください。
60 秒間放置し、自然乾燥させるか清潔な布等で拭き取ってください。
専用スプレーボトルに移し替えてご使用いただくと経済的です。

使用方法
お好みの サンセプト フレグランス を混ぜ（2.5L に対し 25ml）
液体を清潔なクロス等に浸み込ませて清拭してください。
60 秒間放置し、自然乾燥させるか清潔な布等で拭き取ってください。
専用スプレーボトルに移し替えてご使用いただくと経済的です。

100g 中の主成分
37g 1-プロパノール / 24g エタノール / 香料

用途（使用対象製品）
以下の商品のスプレーボトルとしてご使用いただけます。
① SUN２８０ サンセプト ラピッドサーフェスプラス ビオラ
② SUN２８１ サンセプト ラピッドサーフェスプラス ナチュラル
③ SUN５２０ サンセピト インプレッション DIF

使用方法
スプレーノズルをボトル容器から取り外し、適量の対象製品を
入れてください。スプレーノズルを取り付け、結合部分をしっかり
と閉めてください。スプレーノズルの先端部分を回転させ霧状
に出るように調整しスプレーしてください。

100g 中の主成分
37g 1-プロパノール / 24g エタノール
材質
PE
ご注意
他社製品のフレグランス（アロマ）の配合はお止
めください。効果・効能を変化させる恐れがあり
ます。

詳細：P.８ / P.２３

2.5Ｌ

\16,000

セット内容
アマロ・アトランティック・ココ-バニラ・フラワリー・グリーンティー・
リメッタの中から、お好みのフレグランスを 5 本お選びいただけます。
用途
ラピッドサーフェスプラス ナチュラル用 アロマフレグランス セット
使用方法
お好みのフレグランス を ラピッドサーフェス ナチュラル 2.5L に
対し半量（25ml）を混ぜてご使用ください。
また、配合率を変えることでお好みの芳香に調整してご使用いただ
けます。
ご注意
フレグランスの他社製品への配合はお止めくだ
さい。効果・効能を変化させる恐れがあります。

2.5Ｌ

\16,000

単品
アマロ 50ml（SUN３５１） / アトランティック 50ml（SUN３５２）
ココ-バニラ 50ml（SUN３５３） / フラワリー 50ml（SUN３５４）
グリーンティー 50ml（SUN３５５） / リメッタ 50ml（SUN３５６）
用途
ラピッドサーフェスプラス ナチュラル用 アロマフレグランス 単品
使用方法
お好みのフレグランス を ラピッドサーフェス ナチュラル 2.5L に
対し半量（25ml）を混ぜてご使用ください。
また、配合率を変えることでお好みの芳香に
調整してご使用いただけます。
ご注意
フレグランスの他社製品への配合はお止めくだ
さい。効果・効能を変化させる恐れがあります。

100g 中の主成分
エタノール / 香料 / 色素 / 精製水

詳細：P.９ / P.２３

詳細：P.８ / P.２３

\7,000

詳細：P.９ / P.２３

500ml 容器

50ml \1,500

\1,200

SUN３５１ アマロ （薄い黄）
アマロ（アマーロ）とはイタリア語で「苦い」の意味で、10 種類
以上の薬草を配合して作られるイタリア産の薬用酒の総称です。
渋みのあるほろ苦い香りとなっています。
SUN３５２ アトランティック （青）
アトランティック（Atlantic）とは大西洋のことです。
爽やかな清々しい海の香りがイメージされます。
SUN３５３ ココ-バニラ （透明）
ココナッツとバニラを合わせた女性的で優しい甘さの香りです。
まるで優しく包みこまれるような癒し空間を作りだします。
SUN３５４ フラワリー （ピンク）
ふんわりとしたやわらかいフラワーベースの上品な香りです。
SUN３５５ グリーンティー （緑）
摘みたての緑茶のような新鮮でナチュラルな香りです。
くせのない香りはさりげないアロマ空間の演出に。

100g 中の主成分
エタノール / 香料 / 色素 / 精製水
50ml×5 本

詳細：P.８ / P.２３ / P.２６

SUN３５６ リメッタ （緑）
リメッタとはイタリア語で「ライム」を意味します。
甘酸っぱく柑橘系の風味にほんのり甘みを加えた香りです。

用途 （濃縮タイプ）
各種インスツルメント、インプラント用器具、外科用器具、根管治療用
器具、印象用トレー、吸引管の洗浄・除菌・防錆

用途 （外科処置推奨）
各種インスツルメント、インプラント用器具、外科用器具、根管治療用
器具、印象用トレー、吸引管の洗浄・除菌・防錆

使用方法
SUN９５０ インスツルメントタブ に希釈液を入れます。汚染物の
飛散を防ぐために器具を水洗いせず完全に浸漬してください。
4.0％希釈液で 15 分浸漬してください。浸漬後は十分に器具を
水洗いしてください。さらに効率よく作業時間を短縮するために
高性能な超音波洗浄機のご使用を推奨します。
※液交換推奨 2～3 日

使用方法
SUN９５０ インスツルメントタブ に希釈液を入れます。汚染物の
飛散を防ぐために器具を水洗いせず完全に浸漬してください。
2.0％希釈液で３０分浸漬してください。浸漬後は十分に器具を
水洗いしてください。さらに効率よく作業時間を短縮するために
高性能な超音波洗浄機のご使用を推奨します。
※液交換推奨 2～3 日

主成分
7.0g ビス(3-アミノプロピル)-ドデシルアミン
6.3g ジデシルメチル-ポリオキシエチル
プロピオン酸アンモニウム
防錆剤 / 精製水 / 香料

主成分
3.3g ビス(3-アミノプロピル)-ドデシルアミン
2.8g ジデシルメチル-ポリオキシエチル
プロピオン酸アンモニウム
酵素 / 防錆剤 / 精製水 / 香料

詳細：P.１２ / P.２４

2.5L

\24,000

用途
バー、リーマー、ダイヤモンド、ファイルなどの洗浄・除菌・防錆

使用方法
SUN９５５ ドリルバスボックス に原液を必要量入れ５分間浸漬して
ください。浸漬後の器具は水洗いし乾燥させ保管してください。
さらに効率よく作業時間を短縮するために高性能な超音波洗浄機の
ご使用を推奨します。
※液交換推奨 2～3 日

主成分
0.56g ビス(3-アミノプロピル)-ドデシルアミン
0.55g ジデシルメチル-ポリオキシエチル
プロピオン酸アンモニウム
防錆剤 / 精製水 / 香料

詳細：P.１３ / P.２５

詳細：P.１２ / P.２４

\14,000

使用方法
対象商品の希釈液または原液をタブの中に入れてください。
汚染物の飛散を防ぐために使用後の器具を水洗いせずタブに浸漬
させてください。浸漬後は規定時間浸漬後、内トレーを取り出し器具を
水洗いしてください。また、使用した希釈液または原液の交換時期に
合わせてインスツルメントタブを清掃してください。

材質
PVC

2.5L

\19,000

詳細：P.１２ / P.２４

3L 容器

\10,000

用途（使用対象製品）
内トレーが付いているので薬液に触れず器具の取り出しが可能です。
ＳＵＮ４１０ ドリルバス 浸漬用容器

使用方法
対象商品の希釈液原液を ドリルバスボックス に入れてください。
汚染物の飛散を防ぐために使用後の器具を水洗いせずドリルバス
ボックスに浸漬させてください。浸漬後は規定時間浸漬後、内トレー
を取り出し器具を水洗いして保管してください。
液交換時期に合わせてドリルバスボックスを清掃してください。
原液

材質
PP

2.5L

用途（使用対象製品）
内トレーが付いているので薬液に触れず器具の取り出しが可能です。
以下の商品の浸漬用タブとしてご使用いただけます。
① ＳUN４００ サンセプト インスツルメント コンセントレート（希釈）
② ＳUN４０２ サンセプト インスツルメント エンザイム（希釈）
③ ＳUN５２０ サンセプト インプレッション ＤＩＦ（原液）

詳細：P.１３ / P.２５

250ml 容器

\2,000

用途
治療用ユニットや診療所内の排水設備、バキューム回路の除菌・
洗浄・消臭

用途
印象表面（アルギン酸・寒天・シリコン印象材）、印象用トレー、矯正
装置、ワックスバイト、シリコンバイト、矯正装置 などの除菌・洗浄

使用方法
希釈した溶液を外科処置後や診療時間終了後に、ユニットごとに
希釈液 1L を吸引管よりバキュームさせます。
同様に希釈液 1L をスピットン鉢に流します。3.0％希釈液なら 2 分、
2.0％希釈液で 5 分、1.0％希釈液は 60 分で終了します。

使用方法
印象採取後、原液に 2 分間 浸漬してください。または SUN920 サン
セプト スプレーボトル を使用して対象物が十分に浸潤するよう原液
をスプレーし、2 分間放置してください。その後、水洗して石膏を注入
してください。（汚染が著しい時は汚染物を飛散させないよう注意して
印象表面を水洗してから浸漬してください）

100g 中の主成分
７.５g ジメチル-ジオクチル塩化アンモニウム
０.６g ベンジル-ジメチルドデシル塩化アンモニウム
発泡防止剤

詳細：P.１６ / P.２６

100g 中の主成分
0.16g N-アルキル(C12-C18)-N-ベンジル-N、
N-ジメチル塩化アンモニウム
0.16g N、N-ジデシル-N、N-ジメチル
塩化アンモニウム-クロリド
0.16g N-アルキル(C12-C14)-N-エチルベンジ
ル-N、N-ジメチル塩化アンモニウム
2.5L

\18,000

詳細：P.１７ / P.２６

2.5L \14,000

Surface

チェア

■

/

グローブワイプス

ユニット

/

環境表面

（ アルコール含有タイプ

/

/

手用器具等の表面

ノンアルコールタイプ

共通 ）

Ｃ
取り出し

装着

清拭

グローブを装着して 1 枚ずつ取
り出してください。

そのまま手を差し込んでくださ
い。

対象とする部分を十分に清拭し
て、60 秒間放置してください。

詳細：P.７ / P.１８

■ ウェットワイプス

（ アルコール含有タイプ

/

ノンアルコールタイプ 共通 ）

■ 注意
アルコール含有タイプとノンアルコールタイ
プがございます。

取り出し

清拭

用途（拭く対象）によってアルコールタイプ、
ノンアルコールタイプを選択してください。
特にアクリルガラスやパソコン、テレビなどの
液晶表面、マイクロスコープ・顕微鏡・ヘッド

専用容器にセットし、1 枚ずつ
取り出してください。

ルーペのレンズは、ノンアルコールタイプを選

対象とする部分を十分に清拭し
て、60 秒間放置してください。

択してください。

詳細：P.６ / P.１８

Surface

チェア

/

ユニット

/

■ ラピッドサーフェスプラス ナチュラル /

環境表面

/

手用器具等の表面

フレグランス なし

Ｃ
フレグランスを選ぶ

フレグランスを加える

ボトルに移し替え

吹きかける

お好みのフレグランスを選びま
す。（全 6 種 各 50ml 入り）

SUN281 ナチュラル原液 2.5L に
対して 25ml 比率で加えてくだ
さい。

スプレーボトルに移し替えてく
ださい。

スプレーボトルに移した後に、
清潔な布、紙に湿らせてくださ
い。

■ ラピッドサーフェスプラス ビオラ

/

フレグランス 入り
■ 注意

ボトルに移し替え

吹きかける

清拭

器具・装置に直接スプレーす
ると、対象物表面の血液や汚
染物が飛散する危険がありま
すので、必ず清拭してご利用

スプレーボトルに移し替えてく
ださい。

スプレーボトルに移した後に、
清潔な布、紙に湿らせてくださ
い。

十分に清拭して、60 秒間放置し
てください。

ください。

詳細：P.８ / P.９ / P.１９

Instruments

基本セット ・ 外科 ・ インプラント ・ 歯周 ・歯内療法器具

■ インスツルメント コンセントレート

/

等

■ インスツルメント エンザイム

Ｃ
希釈

超音波洗浄器機（バンデリン製品推奨）

取り出す

浸漬用タプ

希釈の比率に合わせて超音波洗
浄機へ原液を加えてください。

使用後の器具は汚染物の飛散防
止のため、水洗いせず、ただち
に超音波洗浄器に浸漬します。

規定時間後、取り出します。

専用の ＳＵＮ９５０ インスツ
ルメント タブ もございます。

希釈の比率と規定時間
水洗
ＳＵＮ４００（コンセントレート）
４.０％希釈液 で １５分

器具を滅菌バックで包装し、
オートクレーブ等で滅菌し

ＳＵＮ４０２（エンザイムタイプ）
２.０％希釈液 で ３０分
ボトルキャップが計量器になって
おります。

滅菌

てください。
器具を取り出します。十分に水
洗いをします。

詳細：P.１２ / P.２０

Drill Bath

ドリル、リーマー、技工用研削ポイントなどの回転小器具

■ ドリルバス

Ｃ
原液使用

超音波洗浄器（バンデリン製品推奨）

取り出す

浸漬用ボックス

希釈せずに原液で使用します

超音波洗浄器で洗浄します。

5 分後取り出します。

専用の ＳＵＮ９５５ ドリルバ
ス ボックス もございます。

注意
オートクレーブ
器具によっては本製品をご使用に

水洗

外科やインプラントのドリ
ル等はオートクレーブ等で
滅菌してください。

なれない場合がございます。
本製品をご使用になる前に、
各器具
の添付文章をよくご確認の上、ご利
用ください。

その他
取り出したままの状態で水洗
いをします。

滅菌処置が必要でないもの
は、清潔に保管してくださ
い。

詳細：P.１３ / P.２０

Suction

バキューム回路

/

スピットンなど排水設備

■ サクションクリーナー
２.０％希釈液

吸引管に吸わせます

スピットンに流します

希釈の比率に合わせて２Ｌ希釈
液を作成します。

希釈液 1Ｌを吸引管に吸わせま
す。

残りの 1Ｌをスピットンに流し
ます。
詳細：P.１６ / P.２１

Impression

ハイドロコロイド

/

アルジネート

/

シリコン

などのあらゆる印象材

■ インプレッション ＤＩＦ
.

原液使用

浸漬

吹きかける

希釈せず原液で浸漬します。

規定時間後、取り出します。

スプレーボトルへ移し変えて使
用することもできます。
詳細：P.１７ / P.２１

Mechanism

メカニズム

例として肝炎ウイルスを使用

エンベロープウイルスの構造

感染成立の条件

ウィルスの侵入

B 型肝炎ウイルス(HBV)、C 型肝炎ウイルス（HCV）、エイズ
ウイルス（HIV）やインフルエンザウイルスは代表的なエンベ
ロープウイルスと呼ばれる形態で、DNA もしくは RNA で構成
される内部と外層の２層構造になっています。

外層のエンベロープにあるスパイク部分が標的細胞表面のレ
セプターにはまり込むことが必須条件です。スパイクとレセ
プターは鍵と鍵穴の関係にありますこの結合した状態を吸
着、と表現します。

ウイルス本体の DNA もしくは RNA は動物植物細胞の核内に取り
こまれ、そこで多数の複製が作られ細胞より出芽、感染が起こり
ます。（注：ウイルスは細菌のように生物ではないので自己複製で
きません、細胞に吸着できなかったウイルスは増殖できず排出さ
れます。

ウィルスの増殖

ウイルスの不活性化

製品についてのテストリポート、文献も

ございます。お気軽にご請求ください。

核の中で増殖したウイルスは細胞外へ出ていくとき、細胞の
細胞膜部分をまるで衣装のようにまとっていきます。
エンベロープはタンパク質・脂質から構成されているのでタ
ンパク変性剤、脂質融解剤で容易に破損されます。

従来はウイルス全てを凝集させるために、人体環境に有害な成
分を用いました。しかし、現在のヨーロッパでの考え方は、ウイル
ス表面構造（エンベロープ）を破損することで、感染を防ぎます。こ
れをウイルスの不活性化と呼びます。

Sales agency

Satou Dental Material Co.,Ltd
1chome,15-3 Higashiueno Taito-ku Tokyo 110-0015 Japan
Phone +81-(0)3-3833-3986 Fax +81-(0)3-3833-3989
www.satoushizai.co.jp
Manufacturer

PRISMAN Pharma International AG

輸入元

佐藤歯材株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-15-3
TEL 03-3833-3986 FAX 03-3833-3989
www.satoushizai.co.jp
製造元

PRISMAN Pharma International AG

