
本カタログ掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。
配送･設置・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は、販売店におたずねください。

医用・理化学器具用洗浄剤
2018-9

http://www.sharp.co.jp/business/medical-cleaning-systems/

ジェット、超音波、浸漬にも。
洗浄目的で選べる多彩なラインアップ。

防錆剤配合でアルミ器具に対応
（無泡性）

■ 仕様

強力なキレート効果により、水の硬度が高い地
域でも洗浄効果を発揮します。

●使用濃度：0.5％
　（汚れの程度により0.3～1.0％の間で希釈してご使用ください）
●洗浄温度：最適温度40～60℃

MU-M510L
希望小売価格 
17,600円＋税約8.2L

MU-M510S
希望小売価格 
8,000円＋税約3.3L

成分

液性

外観

内容量

形名

梱包形態

梱包寸法
（mm）

微黄色透明液体

幅360×奥行286×
高さ325

幅472×奥行280×
高さ262

約8.2L（10kg） 約3.3L（4kg）

1箱 2個入り 1箱 4個入り

無機塩
金属イオン封鎖剤

防錆剤

アルカリ性
原液：約pH14、0.5％溶液時：約pH11

MU-M510L MU-M510S

希望小売価格 
6,000円＋税約3.5L

MU-M350S

チューブ類やスリッパ洗浄に適応
（抗菌剤配合・低泡性）

■ 仕様

CAE（アミノ酸系カチオン界面活性剤）と、有機
窒素硫黄系抗菌剤を配合した洗浄剤です。

成分

液性

外観

内容量

形名

梱包形態

梱包寸法
（mm）

黄色透明液体

幅410×奥行269×高さ268

約3.5L（4kg）

1箱 4個入り

非イオン界面活性剤（高分子系）
グリコール系溶剤

CAE（アミノ酸系カチオン界面活性剤）
有機窒素硫黄系抗菌剤

アルカリ性
原液：約pH13、0.5％溶液時：約pH11.2～12.2

MU-M350S

希望小売価格 
6,200円＋税4L

MU-M250L

ガラス製器具の
くもり防止に配慮

■ 仕様

■ 使用方法
●使用濃度：0.5％
（汚れの程度により0.5～2.0％の間で希釈してご使用ください）
●洗浄温度：最適温度40～60℃

■ 使用方法
●使用濃度：1.0％
（汚れの程度により0.5～2.0％の間で希釈してご使用ください）
●洗浄温度：最適温度40～60℃

■ 使用方法

超音波洗浄装置用の洗浄剤です。

成分

液性

外観

内容量

形名

梱包形態

梱包寸法
（mm）

微黄色透明液体

幅410×奥行269×高さ268

4L（約4.2kg）

1箱 4個入り

陰イオン界面活性剤
（高級アルコール系）
非イオン界面活性剤
（高分子系）

非イオン界面活性剤
（高分子系）
グリコール系溶剤

1.0％溶液時：約pH11.1～12.1 1.0％溶液時：約pH11.3～12.3
アルカリ性　原液：約pH13

MU-M250L MU-M251L（低泡性）

希望小売価格 
5,300円＋税4L

MU-M251L低
泡
性

アルカリ性洗浄剤

●画像はMU-M510L（8.2Lタイプ）、MU-M510S（3.3Lタイプ）、MU-M050GS（スプレーガン）のイメージです。

ジェットウォッシャー超音波洗浄装置
MU-7500D

超音波洗浄ジェットウォッシャー 浸　漬超音波洗浄 超音波洗浄



＜QRコードから誘導されるサイトについてのご注意＞　●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■商品のご使用について ●当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。 ●ご使用の前に「洗浄装置本体の取扱説明書」、「安全データシート」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●当製品の設置、その他ご不明な点は、
お買い上げの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。
■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●画像は全てイメージです。実際の
表示とは異なります。 ●本カタログに掲載された製品の中には、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ●本カタログ掲載の製品には、警告表示ラベルのあるものもありますので、ご注意ください。

■商品ご理解のために

このカタログの内容は、2018年9月現在のものです。
H.5 MUS1809

本  社　〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地
http://www.sharp.co.jp/

●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

■使用上の注意

●洗浄後は速やかにすすぎをしてください。洗浄剤が凝固すると落ちにくくなります。
●キャップを開けるとき、液が飛び出す恐れがあります。容器の移動時や保管時はキャップをしっかり締めてください。
●床などにこぼれた場合、速やかに拭き取ってください。
●他の容器に移し替えるときは、清浄な耐薬品性容器に品名･用途･用法･注意事項などを明記ください。
●当社製洗浄装置には保守・サービスの点からも、当カタログに掲載している洗浄剤のご使用をおすすめします。
●洗浄槽を傷めることがありますから、槽内で排液中和処理をしないでください。

●ステンレス以外の金属類には使用しないでください。〈メーカーにより材質が異なりますので、あらかじめご確認願います。〉
　（MU-M510L/MU-M510S/MU-M750L/MU-M750S/MU-M600L/MU-M600Sは除く）
●使用後は、容器に異物が入らないようにキャップを締め、変質を避けるため、
　直射日光の当たる所や、高温になる場所を避けて保管してください。
●使用時は、保護メガネ、マスク、ゴム製または樹脂製手袋を着用してください。
●目に入ったときは、直ちに水で15分以上洗い、医師の処置を受けてください。
●飲用しないでください。万一飲み込んだときは、牛乳か水を飲ませ直ちに医師の処置を受けてください。

［MU-M250L/MU-M251Lの場合］
まれに黄変することがありますが洗浄力には影響ありません。ガラス製器具のくもりに対する配慮
をしていますが、軟質ガラスは長時間超音波洗浄したとき、くもる場合があります。（60℃を超える
液温での長時間洗浄は避けてください）

［MU-M600L/MU-M600Sの場合］
 • 注射器の防錆剤としては使用できません。
 • 床などにこぼれた場合、速やかに拭き取ってください。
 • 他の薬剤と混ぜないでください。
 • 温度変化により分離あるいは白濁することがありますので常温（0～40℃）で保管してください。
 • 長時間キャップを開けたままにすると白濁することがあります。開封後は速やかにご使用ください。

［MU-M510L/MU-M510Sの場合］
アルミ器具への配慮はしていますが、事前に変色などの影響がないことをご確認の上、使用してください。

［MU-M750L/MU-M750Sの場合］
漂白剤、アルカリ性、酸性タイプの製品と混ぜないでください。

〒261-8520
〒581-8581
〒812-0881

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目9番2号
大阪府八尾市跡部本町4丁目1番33号
福岡県福岡市博多区井相田2丁目12番1号

電話（043）299-8092（代表）
電話（072）991-0166（代表）
電話（092）572-2911（代表）

東 京
大 阪
福 岡

〈製品に関するご相談〉
シャープマーケティングジャパン株式会社 
ビジネスソリューション社　先進設備営業部

酵素配合中性洗浄剤 速乾性潤滑防錆剤 凝固防止洗浄剤

成分

液性

外観

内容量

形名

梱包形態

梱包寸法
（mm）

微黄色透明液体

幅360×奥行286×
高さ325

幅472×奥行280×
高さ262

約8.5L（10kg） 約3.4L（4kg）

1箱 2個入り 1箱 4個入り

サチライシン（酵素）、グリコール系溶剤

中性
原液：約pH7、0.5％溶液時：約pH7.5～8.5

MU-M750L MU-M750S
■ 仕様

アルミ・銅・真鍮・メッキ処理など、被洗浄物の
材質に幅広く対応しています。

●使用濃度：0.5％
　（汚れの程度により0.3～1.0％の間で希釈してご使用ください）
●洗浄温度：最適温度40～60℃

■ 使用方法

成分

液性

外観

内容量

形名

梱包形態

梱包寸法
（mm）

無色透明液体

幅360×奥行280×
高さ310

幅410×奥行269×
高さ268

10L（約9.7kg） 4L（約3.9kg）

1箱 2個入り 1箱 4個入り

非イオン界面活性剤、アルコール、防錆剤

中性
原液：約pH7、0.3％溶液時：約pH6.0～8.0

MU-M600L MU-M600S
■ 仕様

潤滑防錆剤処理後の乾燥時間の短縮、輪染
み・ベタつきを抑制。幅広い材質の被洗浄物に
対応し、食品添加物などで許可されている
成分を使用しています。

●使用濃度：0.3％
　（0.2～0.5％の間で希釈してご使用ください）
●洗浄温度：40℃以上

■ 使用方法

成分

液性

外観

内容量

形名

梱包形態

梱包寸法
（mm）

微黄色透明液体

幅315×奥行165×高さ200

500mL（約0.54kg）×6個

1箱 6個入り（スプレーガン2個付属）

血液凝固防止剤、潤滑剤、防錆剤 他

中性
原液：約pH7

MU-M050GS
■ 仕様

●血液・体液が付着した器具にむらなくスプレーし、
　汚れがひどい部分には多くスプレーしてください。
●血液凝固前にスプレーする方がより効果的です。

■ 使用方法

スプレー後、密閉容器に入れることで血液の
凝固防止効果が約3日※持続。当社製の他の
洗浄剤と混合しても洗浄力が低下しません。
※ 使用条件により異なる場合があります。

希望小売価格 
20,500円＋税10L

MU-M600L
希望小売価格 
8,700円＋税4L

MU-M600SMU-M750L
希望小売価格 
14,800円＋税約8.5L

MU-M750S
希望小売価格 
7,600円＋税約3.4L 希望小売価格 

11,400円＋税（1箱 6個入り）500mL

MU-M050GS

中性タイプで被洗浄物の材質に
幅広く対応（無泡性）

器具表面に均一な保護膜を形成し、
潤滑・防錆性を発揮

器具に付着した血液に
スプレーして凝固を防止

超音波洗浄ジェットウォッシャー超音波洗浄ジェットウォッシャー 超音波洗浄ジェットウォッシャー 浸　漬
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