
 

2011 年 10 月 14 日作成（新様式第１版）                                           製造販売届出番号 11B3X00094000198 

                                                                                          

機械器具 54 医療用捲綿子 

一般医療機器 医科用捲綿子 10172000 

成毛式ソラココットン小 2 K70-7102 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】                   
                          【使用上の注意】  

再使用禁止                
                              1)本品の軸は紙をロール状に巻いて形成されています。           

                               軸折れ防止のため必ず軸（シャフト）部強化用のパイプ          

                               に差し込み、固定してから使用して下さい。 

【形状・構造及び原理等】                                    2)本品は滅菌済（EOG 滅菌）ですので、個包装に破れや穴 

  本品は、軸の先端に綿球がついた滅菌済み医療用綿棒です。      などがあった場合には使用しないで下さい 

 綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡          3)包装を開封した後は速やかに使用して下さい 

  軸部の材質：紙製                     4)本品の使用は 1回限りです。再使用しないで下さい。 

寸法：全長 303mm/綿球径 5.6mm/軸の直径 3.2mm                5)本品を成毛式エンドフィンガー、コットンフィンガー 

                              に差し込む時は、力を入れすぎたり、強く押したりして 

【使用目的、効能又は効果】                   綿棒の軸を折らないようにご注意ください。 

 身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用する   6)本品を使用の際は過度な力をかけないように、また十分 

 こと、または検査のための試料を採取することを目的とし      修熟した人の指示のもとに実施して下さい。 

 た器具である。                            7)本品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあった場合には使 

 本品は成毛式胸腔鏡手術器具の成毛式エンドフィンガー      用しないで下さい。 

  (K60 -7121)、又は成毛式コットンフィンガー(K70-7111)    8)使用後は感染防止のために、感染性廃棄物の処理規定に      

 専用の綿棒として使用する。                  従って廃棄してください。                       

  

【操作方法又は使用方法等】                【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

 使用する直前に本品の包装を開け、軸（シャフト）部強化   貯蔵方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け      

 用パイプ成毛式エンドフィンガー又は成毛式コットンフィ                清潔な場所に保管してください。 

 ンガーに差し込み、固定して使用します。                       小児の手の届かないところに保管してください。               

                                      使用期限：容器又は被包に記載してあります。       

            エンドフィンガー又は              ［自己認証（社内データ）による］ 

            コットンフィンガー               使用期限が切れたものは使用しないでください。 

                 ↓                                               

                           【包装】 

                              5 本×10 袋入/箱 

                                                          

                                                        【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

                           製造販売元：日本綿棒株式会社 

                                                                     〒360-0212 埼玉県熊谷市江波 412 

  TEL 048-588-3521  

                                                             販売元：ケンツメディコ株式会社 

   〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1 

           TEL 0495-71-1001 

 

                                                             お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884      



2011 年 10 月 14 日作成（新様式第１版）                                           製造販売届出番号 11B3X00094000200 

 

機械器具 54 医療用捲綿子 

一般医療機器 医科用捲綿子 10172000 

成毛式ソラココットン小 4 K70-7106 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】                   
                          【使用上の注意】  

再使用禁止                
                              1)本品の軸は紙をロール状に巻いて形成されています。          

                               軸折れ防止のため必ず軸（シャフト）部強化用のパイプ          

                               に差し込み、固定してから使用して下さい。 

【形状・構造及び原理等】                                    2)本品は滅菌済（EOG 滅菌）ですので、個包装に破れや穴 

  本品は、軸の先端に綿球がついた滅菌済み医療用綿棒です。      などがあった場合には使用しないで下さい 

 綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡          3)包装を開封した後は速やかに使用して下さい 

  軸部の材質：紙製                     4)本品の使用は 1回限りです。再使用しないで下さい。 

寸法：全長 303mm/綿球径 6.4mm/軸の直径 3.2mm                5)本品を成毛式エンドフィンガー、コットンフィンガー 

                              に差し込む時は、力を入れすぎたり、強く押したりして 

【使用目的、効能又は効果】                   綿棒の軸を折らないようにご注意ください。  

  身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用する   6)本品を使用の際は過度な力をかけないように、また十分 

 こと、または検査のための試料を採取することを目的とし      修熟した人の指示のもとに実施して下さい。 

 た器具である。                            7)本品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあった場合には使 

 本品は成毛式胸腔鏡手術器具の成毛式エンドフィンガー      用しないで下さい。 

  (K60 -7121)、又は成毛式コットンフィンガー(K70-7111)    8)使用後は感染防止のために、感染性廃棄物の処理規定に      

 専用の綿棒として使用する。                  従って廃棄してください。                       

  

【操作方法又は使用方法等】                【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

 使用する直前に本品の包装を開け、軸（シャフト）部強化   貯蔵方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け      

 用パイプ成毛式エンドフィンガー又は成毛式コットンフィ                清潔な場所に保管してください。 

 ンガーに差し込み、固定して使用します。                       小児の手の届かないところに保管してください。               

                                      使用期限：容器又は被包に記載してあります。       

            エンドフィンガー又は              ［自己認証（社内データ）による］ 

            コットンフィンガー               使用期限が切れたものは使用しないでください。 

                 ↓                                                

                           【包装】 

                              5 本×10 袋入/箱 

                                                          

                                                        【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

                           製造販売元：日本綿棒株式会社 

                                                                     〒360-0212 埼玉県熊谷市江波 412 

  TEL 048-588-3521  

                                                             販売元：ケンツメディコ株式会社 

   〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1 

           TEL 0495-71-1001 

 

                                                             お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884      

 



2011 年 10 月 14 日作成（新様式第１版）                                          製造販売届出番号 11B3X00094000197 

                                                                                          

機械器具 54 医療用捲綿子 

一般医療機器 医科用捲綿子 10172000 

成毛式ソラココットン大 2 K70-7101 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】                   
                          【使用上の注意】  

再使用禁止                
                              1)本品の軸は紙をロール状に巻いて形成されています。           

                               軸折れ防止のため必ず軸（シャフト）部強化用のパイプ          

                               に差し込み、固定してから使用して下さい。 

【形状・構造及び原理等】                                    2)本品は滅菌済（EOG 滅菌）ですので、個包装に破れや穴 

  本品は、軸の先端に綿球がついた滅菌済み医療用綿棒です。      などがあった場合には使用しないで下さい 

 綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡          3)包装を開封した後は速やかに使用して下さい 

  軸部の材質：紙製                     4)本品の使用は 1回限りです。再使用しないで下さい。 

寸法：全長 304mm/綿球径 12.6mm/軸の直径 3.2mm               5)本品を成毛式エンドフィンガー、コットンフィンガー 

                              に差し込む時は、力を入れすぎたり、強く押したりして 

【使用目的、効能又は効果】                   綿棒の軸を折らないようにご注意ください。 

 身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用する   6)本品を使用の際は過度な力をかけないように、また十分 

 こと、または検査のための試料を採取することを目的とし      修熟した人の指示のもとに実施して下さい。 

 た器具である。                            7)本品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあった場合には使 

 本品は成毛式胸腔鏡手術器具の成毛式エンドフィンガー      用しないで下さい。 

  (K60 -7121)、又は成毛式コットンフィンガー(K70-7111)    8)使用後は感染防止のために、感染性廃棄物の処理規定に      

 専用の綿棒として使用する。                  従って廃棄してください。                       

  

【操作方法又は使用方法等】                【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

 使用する直前に本品の包装を開け、軸（シャフト）部強化   貯蔵方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け      

 用パイプ成毛式エンドフィンガー又は成毛式コットンフィ                清潔な場所に保管してください。 

 ンガーに差し込み、固定して使用します。                       小児の手の届かないところに保管してください。               

                                      使用期限：容器又は被包に記載してあります。       

            エンドフィンガー又は              ［自己認証（社内データ）による］ 

            コットンフィンガー               使用期限が切れたものは使用しないでください。 

                 ↓                                               

                           【包装】 

                              5 本×10 袋入/箱 

                                                          

                                                        【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

                           製造販売元：日本綿棒株式会社 

                                                                     〒360-0212 埼玉県熊谷市江波 412 

  TEL 048-588-3521  

                                                             販売元：ケンツメディコ株式会社 

   〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1 

           TEL 0495-71-1001 

 

                                                             お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884      



2011 年 10 月 14 日作成（新様式第１版）                                          製造販売届出番号 11B3X00094000199 

                                                                                          

機械器具 54 医療用捲綿子 

一般医療機器 医科用捲綿子 10172000 

成毛式ソラココットン大 4 K70-7105 

再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】                   
                          【使用上の注意】  

再使用禁止                
                              1)本品の軸は紙をロール状に巻いて形成されています。           

                               軸折れ防止のため必ず軸（シャフト）部強化用のパイプ          

                               に差し込み、固定してから使用して下さい。 

【形状・構造及び原理等】                                    2)本品は滅菌済（EOG 滅菌）ですので、個包装に破れや穴 

  本品は、軸の先端に綿球がついた滅菌済み医療用綿棒です。      などがあった場合には使用しないで下さい 

 綿球部の材質：コットンとレーヨンの混紡          3)包装を開封した後は速やかに使用して下さい 

  軸部の材質：紙製                     4)本品の使用は 1回限りです。再使用しないで下さい。 

寸法：全長 303mm/綿球径 12.5mm/軸の直径 3.2mm               5)本品を成毛式エンドフィンガー、コットンフィンガー 

                              に差し込む時は、力を入れすぎたり、強く押したりして 

【使用目的、効能又は効果】                   綿棒の軸を折らないようにご注意ください。 

 身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用する   6)本品を使用の際は過度な力をかけないように、また十分 

 こと、または検査のための試料を採取することを目的とし      修熟した人の指示のもとに実施して下さい。 

 た器具である。                            7)本品に破損や折れ曲がり、汚れなどがあった場合には使 

 本品は成毛式胸腔鏡手術器具の成毛式エンドフィンガー      用しないで下さい。 

  (K60 -7121)、又は成毛式コットンフィンガー(K70-7111)    8)使用後は感染防止のために、感染性廃棄物の処理規定に      

 専用の綿棒として使用する。                  従って廃棄してください。                       

  

【操作方法又は使用方法等】                【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

 使用する直前に本品の包装を開け、軸（シャフト）部強化   貯蔵方法：水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け      

 用パイプ成毛式エンドフィンガー又は成毛式コットンフィ                清潔な場所に保管してください。 

 ンガーに差し込み、固定して使用します。                       小児の手の届かないところに保管してください。               

                                      使用期限：容器又は被包に記載してあります。       

            エンドフィンガー又は              ［自己認証（社内データ）による］ 

            コットンフィンガー               使用期限が切れたものは使用しないでください。 

                 ↓                                               

                           【包装】 

                              5 本×10 袋入/箱 

                                                          

                                                        【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

                           製造販売元：日本綿棒株式会社 

                                                                     〒360-0212 埼玉県熊谷市江波 412 

  TEL 048-588-3521  

                                                             販売元：ケンツメディコ株式会社 

   〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄 552-1 

           TEL 0495-71-1001 

 

                                                             お問合せ窓口 TEL 03-3573-1884      

 


