
空間殺菌用バイオロジカルインジケーター ACE  test® は、アイソレーター内部の滅菌、病室内環境表面殺菌、
製薬工場・食品工場内除染など様々な空間滅菌・殺菌用のバイオロジカルインジケーター (BI) です。滅菌バ
リデーション、殺菌・除染効果判定用として有用です。

空間殺菌用

蒸気化過酸化水素殺菌用 H3726* Geobacillus stearothermophilus 紫　→　黄
二酸化塩素殺菌用 H6306* Bacillus atrophaeus 赤　→　黄
ホルマリン燻蒸殺菌用 H6307* Bacillus atrophaeus 赤　→　黄

タイプ 指標菌 不完全殺菌時
培養後培地の色変化品番

* 末尾に何らかの数字・アルファベットが付く場合があります。

指標菌 & ラベル ＆ 培養液の色調変化 

　　　　　　　　　　　　　品名 芽胞数     品番 包装 希望販売価格
 1×102 以上 H3726-2  ￥34,500
 1×103 以上 H3726-3  ￥34,500
蒸気化過酸化水素殺菌用バイオロジカルインジケーター 1×104 以上 H3726-4  ￥34,500
 1×105 以上 H3726-5  ￥34,500
 1×106 以上 H3726T  ￥69,000
二酸化塩素殺菌用バイオロジカルインジケーター 1×104 以上 H6306-4  ￥34,500
 1×106 以上 H6306  ￥34,500
ホルマリン燻蒸用バイオロジカルインジケーター 1×103 以上 H6307-3  ￥34,500
 1×104 以上 H6307-4  ￥34,500
 1×106 以上 H6307  ￥34,500

1 pack
( 各 100 セット )

福沢商事株式会社　　メーカー略号：FUK

記事 ID 11338
詳しい情報は
コスモ・バイオWebサイトへ

詳しい情報はコスモ・バイオWebサイトへ
品名　　　　　　　　　　  品番　   　包装　　希望販売価格

ACE mini インキュベーター ( 割り装置付き )
ACE mini インキュベーター ( 割り装置なし )

H8100
H8200

1 unit
1 unit

￥69,800
￥69,800

割り装置付き
一体型の ACE test® に対応

割り装置なし
全ての ACE test® に対応

バイオロジカルインジケーター専用
インキュベーター

最新式プログラムマイクロプロセッサーコントロールを搭載した
ブロックインキュベーターです。

ACE mini

福沢商事株式会社　　メーカー略号：FUK

記事 ID 2376

・芽胞キャリアストリップ
・専用培地 ( スクリューキャップチューブ )

1.  所定箇所に芽胞ストリップの不透明面を上にして置き、
殺菌します。

2.  殺菌後、無菌環境下で芽胞キャリアを袋から取り出し、
　 添付培地に入れます。

3.  専用インキュベーター ( 品番 : H8200) で、
　 陽性コントロールも同時に培養します。

構成内容

操作方法

二酸化塩素殺菌もしくは
ホルマリン燻蒸殺菌

殺菌後 24 時間培養

タイプ

培
地
の
変
化

蒸気化過酸化水素殺菌

殺菌後 48 時間培養条件

完全 不完全 完全 不完全

滅菌バリデーション / 滅菌効果判定用
バイオロジカルインジケーターACE test®

ISO 9001:2008 認証工場　ISO 13485:2003 認証工場ACE シリーズ 無料サンプル
あります！



お願い /注意事項

記載の希望販売価格は 2019年 4月 1日現在の価格で、予告なく改定され
る場合があります。また、「希望販売価格」「 キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、
販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くだ
さいますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

希望販売価格

記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・
臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。
使用範囲

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ
　TEL: 03-5632-9630（受付時間 9:00～ 17:30）
　FAX: 03-5632-9623　　
商品に関するお問い合わせ
　TEL: 03-5632-9610（受付時間 9:00～ 17:30）
　FAX: 03-5632-9619　　

http://www.cosmobio.co.jp/ 13022

取扱店

本社所在地　〒135-0016　東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル 

蒸気滅菌、EOガス滅菌、乾熱滅菌、過酸化水素滅菌、低温蒸気 (115℃) 滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド 
(LTSF) 滅菌の各種滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケーター付きのバイオロジカルインジ
ケーター (BI) です。

その他滅菌用

蒸気滅菌用 H3723* Geobacillus stearothermophilus 青 → 黒 紫 → 黄
EOガス滅菌用 H3724 Bacillus atrophaeus 赤 → 青 緑 → 黄
乾熱滅菌用 H6302* Bacillus atrophaeus   - 赤 → 黄
過酸化水素滅菌用 H3725T Geobacillus stearothermophilus 緑→  黄 紫 → 黄
低温蒸気 (115℃) 滅菌用 H6301 Bacillus subtilis “5230”   青→  黒   緑 → 黄
低温蒸気ホルムアルデヒド (LTSF) 滅菌用 H6303T Geobacillus stearothermophilus 赤 → 黄 紫 → 黄

タイプ 指標菌 不完全滅菌時
培養後培地の色変化品番 滅菌前後の

ラベル色調変化

* 末尾に何らかの数字・アルファベットが付く場合があります。

指標菌 & ラベル ＆ 培養液の色調変化 

・ACE test® × 100 本
・割り具 × 1 本

構成内容 操作方法

1. 滅菌袋に ACE test® を入れてから所定箇所に置き、滅菌します。
2. 滅菌後、ラベルのケミカルインジケーターが変色しているか確認します。
3. プロトコール通りにアンプルを割り、芽胞濾紙と培地を接触させ、培養します。※乾熱滅菌用は培地 ( 品番 : H6302M) とインジケーター ( 品番 : H6302) が

　一体型ではないため割り具は付いていません。
　お得なセット （品番 : H6302K) もご用意しております。

※乾熱滅菌用については方法が異なります。

詳しい情報はコスモ・バイオWebサイトへ記事 ID 2376

福沢商事株式会社　　メーカー略号：FUK

※1：乾熱滅菌用バイオロジカルインジケーター ( 品番 : H6302) と培地 ( 品番 : H6302M) のセット　※2：専用培地はついていません。専用培地は品番 : H6302Mです。
※3：バイオロジカルインジケーターはついていません。

　　　　　　　　　　　　　　品名 芽胞数     品番 包装 希望販売価格
 1×105 以上 H3723  ¥34,500
 1×106 以上 H3723T 1 pack  (100 本 ) ¥69,000
EO ガス滅菌用バイオロジカルインジケーター 1×106 以上 H3724  ¥34,500
乾熱滅菌用バイオロジカルインジケーター培養キット※1 1×106 以上 H6302K 1 kit ( 各 100 本） ¥34,500
乾熱滅菌用バイオロジカルインジケーター※2 1×106 以上 H6302  ¥18,500
Bacillus atrophaeus 菌種用培地※3 - H6302M  ¥18,500
過酸化水素滅菌用バイオロジカルインジケーター 1×106 以上 H3725T 1 pack  (100 本 ) ¥69,000
低温蒸気 (115℃) 滅菌用バイオロジカルインジケーター 1×106 以上 H6301  ¥34,500
低温蒸気ホルムアルデヒド (LTSF) 滅菌用バイオロジカルインジケーター 1×106 以上 H6303T  ¥69,000

蒸気滅菌用バイオロジカルインジケーター

EOガス滅菌

完全　不完全

滅菌後 24 時間培養
タイプ

条件

培
地
の
変
化

ラ
ベ
ル
の
変
化

蒸気滅菌

完全　不完全

滅菌前　　　滅菌後 滅菌前　　　滅菌後

過酸化水素滅菌

完全　不完全

滅菌前　　　滅菌後

LTSF 滅菌

完全　不完全

滅菌前　　　滅菌後

滅菌後 24 時間培養
乾熱滅菌用

滅菌後 48 時間培養

完全　不完全

ラベルなし

滅菌バリデーション / 滅菌効果判定用
バイオロジカルインジケーターACE test®

ACE シリーズ


