ステリタイト

ダヴィンチ用滅菌トレイシステム

SteriTite
for da Vinci

品質・信頼性

Case Medical社のファシリティはFDA認定、ISO13485を取得済。社内で
完全設計製造を行い、その製品はFDA510k・CEマークを取得しています。

安心の品質
ステリタイトはすべて、FDA認定・ISO13485取得済みの自社施設内で設計・製造されます。
高い耐久性
ステリタイトda Vinci用トレイシステムには、航空機機材グレードの酸化膜処理済みアルミニウ
ム合金が用いられており、高い強度と軽量化を同時に実現しています。

各種滅菌方法対応
バリデーション・FDA510k取得
ステリタイトコンテナ、専用トレイは高圧蒸気滅菌はもちろん、EOG滅菌、過酸化水素滅菌な
どの低温滅菌法においてもバリデーション済みであり、FDA510kを取得しています。

ラインナップ
エンドスコープ・インストゥルメント・付属品
エンドスコープ用の他にも、インストゥルメントやカニューラなどにも対応した専用トレイもラインナッ
プしております。

ダヴィンチ エンドスコープ Si用 トレイ
ダヴィンチ エンドスコープ Si 12mm用（2本入り）
先端部角度 0度/30 度
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1009E8E

SC04FG
175,000円（税抜）

277,000円

ダヴィンチ エンドスコープ Si 12mmが
2本収納可能です。
専用コンテナに収納して使用します。
ダヴィンチ エンドスコープ Si 8.5mm用（2本入り）
先端部角度 0度/30 度
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1009F8E

SC04FG
175,000円（税抜）

253,000円

ダヴィンチ エンドスコープ Si 8.5mmが
2本収納可能です。
専用コンテナに収納して使用します。
ダヴィンチ エンドスコープ Si 12mm用（1本入り）
先端部角度 0度/30 度
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1009H8M

ー

216,000円

ダヴィンチ エンドスコープ Si 12mmが
1本収納可能です。
※専用コンテナはありません。

※写真はダヴィンチエンドスコープSです
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ダヴィンチ エンドスコープ S用 トレイ
ダヴィンチ エンドスコープ S 12mm用（2本入り）
先端部角度 0度/30 度
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1014A8E

SC04FG
175,000円（税抜）

242,000円

ダヴィンチ エンドスコープ S
12mmが2本収納可能です。
専用コンテナに収納して使用します。

ダヴィンチ エンドスコープ S 8.5mm用（2本入り）
先端部角度 0度/30 度
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1013A8E

SC04FG
175,000円（税抜）

225,000円

ダヴィンチ エンドスコープ S
8.5mmが2本収納可能です。
専用コンテナに収納して使用します。
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ダヴィンチ インストゥルメント/付属品トレイ
ダヴィンチ アクセサリートレイ
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1010A5L

SC04FG
175,000円（税抜）

63,000円

ダヴィンチ アクセサリー インストゥルメント/カニューラ/プローブトレイ
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1004B6N

SC05WG
210,000円（税抜）

72,000円

ダヴィンチ インストゥルメント、カニューラ、
オブチューレータ、ビジョン付属品類、
プローブが収納可能です。
※YNB1004A6Nと組み合わせて専用
滅菌コンテナに収納できます。
ダヴィンチ アクセサリー インストゥルメント トレイ
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1004A4N

SC05WG
210,000円（税抜）

67,000円

ダヴィンチ インストゥルメントを7本収納
可能です。
※YNB1004B6Nと組み合わせて
専用滅菌コンテナに収納できます。
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ダヴィンチ インストゥルメント/付属品トレイ
ダヴィンチ アクセサリー ミニトレイ
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1006A4K

SC02MG
85,000円（税抜）

27,000円

ダヴィンチ カニューラ、オブチューレータが収
納可能なミニトレイです。

ダヴィンチ Siアクセサリー ミニトレイ
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1017A9H

SC04MG
99,000円（税抜）

48,000円

ダヴィンチ カニューラ、オブチューレータが
収納可能なミニトレイです。
エンドスコープアライメントターゲットも
収納できます。
ダヴィンチ インストゥルメント（×8） トレイセット
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1004D12K

SC06LG
203,000円（税抜）

106,000円

ダヴィンチ インストゥルメントを8本
収納可能な2層タイプのトレイです。
対応コンテナ内で重ねて使用します。
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ダヴィンチ インストゥルメント/付属品トレイ
ダヴィンチ シングルサイト インストゥルメント トレイセット
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1022A12K

SC06LG
203,000円（税抜）

161,000円

ダヴィンチ インストゥルメント、カニューラ、
オブチュレータ等を収納可能な
2層タイプのトレイセットです。
対応コンテナ内で重ねて使用します。

ダヴィンチ インストゥルメント(×9) プローブ アクセサリー トレイセット
製品番号

対応コンテナ

価格（税抜）

YNB1023A12W

SC06LG
203,000円（税抜）

193,000円

ダヴィンチ インストゥルメントを9本、
カニューラ、オブチュレータ、プローブ
等を収納可能な2層タイプのトレイ
セットです。
対応コンテナ内で重ねて使用します。
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エンドスコープ用トレイ
品番
YNB1009E8E

製品一覧表

ダヴィンチ エンドスコープ Si 専用トレイ
ダヴィンチ エンドスコープ Si 12mm用（2本入り）
先端部角度 0度/30 度

定価
（税抜）

対応コンテナ

（縦×横×高:cm）

277,000円

YNB1009F8E

ダヴィンチ エンドスコープ Si 8.5mm用（2本入り）
先端部角度 0度/30 度

253,000円

YNB1009H8M

ダヴィンチ エンドスコープ Si 12mm用（1本入り）
先端部角度 0度/30 度

216,000円

SC04FG

(59.7×28×10）

定価
（税抜）

175,000円

-*

※対応コンテナは別売です。
品番
YNB1014A8E
YNB1013A8E

ダヴィンチ エンドスコープ S 専用トレイ

定価
（税抜）

ダヴィンチ エンドスコープ S 12mm用（2本入り）
先端部角度 0度/30 度

242,000円

ダヴィンチ エンドスコープ S 8.5mm用（2本入り）
先端部角度 0度/30 度

ダヴィンチ インストゥルメント/付属品トレイ

（縦×横×高:cm）

SC04FG

(59.7×28×10）

225,000円

定価
（税抜）

175,000円

※対応コンテナは別売です。

インストゥルメント・付属品用トレイ
品番

対応コンテナ

定価
（税抜）

YNB1010A5L

ダヴィンチ アクセサリートレイ

63,000円

YNB1004B6N

ダヴィンチ アクセサリー
インストゥルメント/カニューラ/プローブ トレイ**

72,000円

対応コンテナ

（縦×横×高:cm）

定価
（税抜）

SC04FG

175,000円

(67.3×40.6×12.7）

SC05WG

210,000円

85,000円

(59.7×28×10）

YNB1004A4N

ダヴィンチ S インストゥルメント（×7）トレイ**

67,000円

YNB1006A4K

ダヴィンチ アクセサリー ミニトレイ

SC02MG
27,000円 (30.5×15.24×5.08）

YNB1017A9H

ダヴィンチ Si アクセサリー ミニトレイ

48,000円

YNB1004D12K

ダヴィンチ インストゥルメント（×8）
トレイセット***

106,000円

YNB1022A12K

ダヴィンチ シングルサイト インストゥルメント
トレイセット***

161,000円

YNB1023A12W

ダヴィンチ インストゥルメント(×9) アクセサリー
トレイセット***

193,000円

SC04MG

99,000円

SC06LG

203,000円

(30.5×15.24×10）

(68.6×28×15.24）

※対応コンテナは別売です。

*1本入りスコープトレイは包装して使用します。
** YNB1004B6NとYNB1004A4Nは滅菌コンテナSC05WGに二層収納が可能です。
***それぞれSC06LGに対応した二層のトレイセットです。
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SteriTite
世紀を跨ぎ使い継がれてきた
滅菌コンテナ「ステリタイト」。
滅菌工程という過酷な環境で
十余年に渡り安全に
機能し続けることができるのには
理由があります。
愛用されている方が代わっても、
使いやすさ、揺るぎなき安心は、
次の方へと受け継がれてゆきます。

プラチナシリコン製ガスケット
・・・メンテナンスフリー

Reliability
Compatibility
高圧蒸気滅菌
重力置換型蒸気滅菌
EOG滅菌
過酸化水素プラズマ滅菌
航空機グレード熱強化アルミニウム
・・・しかも肉厚（上図右）、堅牢無比

Convenience

ＣＥマーク、ＦＤＡ承認取得
Event-related試験による検証

Safety
フィルターは毎回新しく安心
リベットレスで汚れが溜まりにくい
堅牢で歪みが生じず安全

フィルターは上下孔ともに共通
４個まで積み重ねて滅菌可能
清潔操作で蓋を外せるプルトップ

Performance
オフセット方式フィルター

・・・フィルター破損なく滅菌維持

卓越した乾燥性能
多用な滅菌法に対応
フラッシュタイトでハイスピード対応

