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Sievers TOC・導電率バイアル 
信頼性が高く、綿密に洗浄済み 
 
10 ppb 未満保証付 TOC バ

イアル 
コストの上昇、時間の制約、法規制

の強化があるため、企業では正確な

TOC（Total Organic Carbon: 全有機

炭素）の測定結果を早期に得ること

が不可欠になっています。企業には、

バイアルの汚染によって損なわれた

分析を繰返し実施する余裕はまった

くありません。 
 
GE Analytical Instruments Sievers*ブランドの TOC 分析

計は低レベル域の TOC 基準と TOC 測定技術における世

界的トップ企業で、TOC の測定品質の信頼性を向上させ

るよう設計された事前洗浄済みの TOC バイアルを提供し

ています。このバイアルは、信頼性が高く経済的で、綿密

に洗浄されており、10 ppb未満のTOCを保証しています。 
 
事前酸性化済バイアル 
40 mL バイアルが 72 本入りの標準ケースの他に、Sievers
事前酸性化済バイアルも提供しています。このバイアルは、

洗浄バリデーション用途ですべての有機物を分析し、サン

プルの pH を酸性の約 2.5 にするために作られたものです。 

この前処理は、試薬用リン酸を使用しており、サンプルバ

イアルへのタンパク質の固着防止に有効です。GE では、

独自の精密注入技法を使用して、この処理をバイアルすべ

てに施しています。 
 
Sievers 事前酸性化済バイアルを準備する高品質の自動化

システムにより、お客様のプロセスのばらつき、OOS 調

査、コストの高い手作業の間違い、長いサンプル準備時間

をなくすことができます。 
 

導電率／TOC 両用バイア

ル 
この表面加工した 30 mL 特製ガラ

ス バ イ ア ル は 、 GE Analytical 
InstrumentsのSievers M9シリーズ

TOC 分析計の導電率測定オプショ

ンを使用するために、特別に開発さ

れたものです。このバイアルは、ユ

ーザが同一のバイアルから導電率

測定用と TOC 測定用のサンプリン

グを同時に行うことが可能になる

ため、DUCT（Dual Use Conductivity and TOC： 導電率

／TOC 両用）バイアルと命名されています。1 ケースは

DUCT バイアルが 30 本入りで、10 ppb 未満 TOC とイオ

ン浸出なしを保証しています。 
 
DUCT バイアルは、第 1 段階の導電率／TOC 準拠試験に

適した容器です。このバイアルには、テフロンとシリコー

ン層に箔層を追加した特製のセプタも付いているため、バ

イアルの外側からの CO2侵入がほとんどなく、最大 5 日

間までの保存が可能になります。DUCT バイアルは、第 1
段階分析が簡単で、わずか 2 分で結果が得られるため、ユ

ーザの時間の節約になり、サンプルの取扱上の問題をなく

します。 
 
TOC 洗浄バリデーションキット 
Sievers TOC 洗浄バリデーションキットの特徴は、バック

グラウンド TOC レベルが低いサンプリングスワブです。

各キットの標準ケースには、40 mL 保証付 TOC バイアル

が 72 本と、TOC が低レベルの Alpha®
サンプリングスワ

ブが 80 本入っています。 
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Alpha サンプリングスワブは、

重要な洗浄製品の世界的トッ

プメーカーが製造し、認定して

いるもので、極めて低いバック

グラウンド TOC レベルを実現

しています。スワブの長い硬質

ハンドルと熱接着したポリエ

ステル製ヘッドは、しっかりと

した支持物となり、サンプリン

グ領域に均一に接触できます。

また、先端部が切り離せるため、

取扱の間違いや汚染リスクを

最低限に抑えて、スワブヘッド

をサンプルバイアルの中に入

れることができます。このスワ

ブは、表面から残留物を除去す

る場合に優れた収着性を示し、

残留物を希釈液の中に完全に

放出できます。 
 
 
 

 
特徴とメリット 

 
 
 
 

 

 

 

 

多用性 

Sievers バイアル製品は、法規制準拠が重要な場合には常

に適切な選択肢です。一般的な用途には、医薬品業界での

精製水、注射用水、洗浄バリデーション試験や、上水道産

業での原水と浄化済み上水のサンプリングがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚染リスクと取扱の間違いを低減 

Sievers 保証付 TOC バイアル、事前酸性化済バイアル、

DUCT バイアルには、テフロン
®
で表面加工したシリコー

ン製セプタが付いており、サンプルの完全性を守っていま

す。DUCT バイアルのセプタには特殊な箔層も付いていま

す。各バイアルには、研究室内や工場の床上での取扱の間

違いによる汚染リスクをなくすための保護用ダストカバ

ーが使用されています。 

綿密に洗浄済み 

Sievers 保証付 TOC バイアル、事前酸性化済バイアル、

DUCT バイアルは、ISO 9001 の品質環境内でバリデーシ

ョン済の自動化設備を使用して洗浄されています。バイア

ルは、最終すすぎ液に低レベル TOC 試薬水を使用し、残

留有機物が綿密に洗浄除去されています。Sievers TOC バ

イアルと DUCT バイアルは、最小限のバックグラウンド

TOC について検査され、USP や EP の水検査などの重要

な用途で使用するため、10 ppb 未満 TOC を保証していま

す。 

他の TOC 分析計に適合 

Sievers 保証付 TOC バイアルと事前酸性化済バイアルは、

Sievers、Shimadzu、OI Analytical、Teledyne-Tekmar、
Skalar など、ほとんどの主要 TOC 分析計ブランドに適合

しています。 

便利な発注と価格決定 

Sievers 40 mL 保証付 TOC バイアルは、1 ケース 72 本入

りです。大量購入されるお客様と Sievers 機器のユーザの

皆さまには、割引価格がご利用いただけます。お客様の発

注の便宜を図るため、お客様固有のニーズに合った納入計

画をカスタマイズすることができます。 
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GEAI 社 Sievers ブランド製品輸入総代理店 

硬質パドル 

2 層 Alpha® 

ポリエステル 

熱接着済み 

ポリプロピレン製

ハンドル 

実物大 

Alpha®
は ITW Texwipe の登録商標。 

Sievers バイアル 

Sievers TOC 保証付きバイアルのバリデーション試験 


