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軽量・コンパクト　酸素ガス分析装置

麻酔器、人工呼吸器、
およびインキュベータの保守点検に

オキシクワント

ベネット 840
ハミルトン　HM-12
　（ガリレオ ラファエル）
シーメンス　SV300/900
マックステック MAX-12

ドレーゲル 6850645
マックステック MAX-11
ハミルトン　HM-13, HM-14
ハドソン　5557
ヒューレットパッカード　15201

OOM201 OOM202オメダ　6050-0004-110
マックステック MAX-10
シティ テクノロジ  MOX-7

OOM110

マックステック MAX-14
ミニオックス IA 806572

ハドソン 5556
オメダ 0237-2034-700
マックステック　MAX-1
テレダイン　R-15

ベネット 7200,7280
シティ テクノロシ MOX-2
テレダイン　R-17　MED
マックステックMAX-13
ハドソン　5567

OOM101
スペースラボ　90514
テレダイン　R-22　MED
シティ テクノロシ MOX-1
アトムメデイカル V-2100G

マックステック MAX-22CC
テレダイン　R-22　CC
CSI POET

ニューポート Ｅ200
マックステック　MAX-17
シティ テクノロシ MOX-4
テレダイン T-7
ハドソン  5558
セクリスト650/870

適合機種製品番号

OOM103 OOM105 OOM202-2
適合機種

製品番号

適合機種

製品番号

適合機種

製品番号

適合機種

製品番号

適合機種

製品番号

適合機種

製品番号

OOM102 OOM102-1

適合機種製品番号 適合機種製品番号

世界のほとんど全ての人工呼吸器、麻酔器、インキュベータ、
酸素モニタなどに使用可能なO2センサを低価格で提供

エンビテック酸素センサ　共通仕様

コンパチブル・ガルバニ式

エンビテック 酸素センサ
EnviteC社はシーメンス、マッケに
酸素センサの供給実績があります。

項 目  　 仕 様  　  項 目  　 仕 様
測定酸素濃度範囲 

精度（100％酸素で校正後）

オフセット（N2 100%を5分与えた後） 

直線性誤差 

クロス感度

（表記のガス組成に対して）

0～100%（V/V）酸素分圧

±1％酸素濃度以内  

1％以内

3％以内　相対値

0.1％以内

・CO2 10%(V/V)+N2 ベース

・N2O 80%(V/V)+N2 ベース

センサ寿命

使用環境温度

使用湿度

許容保存温度

推奨保存温度

包装

250,000％～1,000,000％
酸素時間（機種による）

0℃～50℃

0～99％RH（露滴のないこと）

－20℃～50℃

5℃～15℃

アルミ缶による被覆、1個入り

OxiQuant
オキシクワント シリーズ

Oxi Quant MC

Oxi Quant S

Oxi Quant B

機械器具06　呼吸補助器　JMDNコード : 36849000　呼吸回路ガスセンサ　クラスⅡ　管理医療機器　
特定保守管理医療機器 届出番号 21500BZY00210000



シリーズ

オキシクワント ＭＣ

オキシクワントＭＣ オキシクワントB オキシクワントS

オキシクワント仕様　気圧1013hPa, 25℃,相対湿度0％における性能

酸素センサは消耗品

センサ接続

接続イメージ

●オキシクワントMC
●オキシクワントB

オキシクワントS本体

ジャック

フロー分割器 
P/N ：01-002171

ホースアダプタ
P/N：46-000087

Tアダプタ 
P/N ：46-006005

酸素センサ

ホースアダプタP/N:46-000087

酸素センサ 00I103

フロー分割器

測定酸素濃度範囲
応答時間（90％到達時間）
表示分解能
精度（100％酸素で校正後）
オフセット（N2 100%を5分与えた後）
直線性誤差
クロス感度
（表記のガス組成に対して）
 
使用環境
本体保管温度
センサ寿命
製品番号

12秒以内

・CO2 10%(V/V)+N2 ベース
・N2O 80%(V/V)+N2 ベース

1,000,000％ 酸素時間
46-00-0027

13秒以内

 

・CO2 10%(V/V)+N2 ベース
・N2O 80%(V/V)+N2 ベース
0℃～45℃,0～ 99％ RH

1100時間（内蔵バッテリー）または1年以内
46-00-0021

0～ 100％
3.5 秒以内
酸素0.1％
±1％以内
1％以内

3％以内　相対値
0.1％以内

・CO2 15%(V/V)+N2 ベース
・CO 10%(V/V)+N2 ベース

0℃～50℃, 0 ～ 99％ RH
－20℃～50℃

500,000％ 酸素時間
46-00-0023

アラーム（警報）

サイズ・重量

酸素センサ型式

使用電池

セット内容

 High21-104％,Low18-22％

約W135×D50×H85(mm)  約 330ｇ（部品を含む）

OOM 111

アルカリ乾電池 単 3形 3本

オキシクワントMC本体、酸素センサ、フロー分割器、
Ｔアダプタ、単三アルカリ電池３本

医療機器届出品目番号　13B1X00143000022　
販売名　オキシクワントＭC

●アラーム (上限、下限 )付の酸素ガス分析装置です。
●麻酔器、人工呼吸器、インキュベータの吸気ガス確認用
　として最適です

アラーム
機能

高性能
タイプ

吸気ガス
確認用

φ58（上部）×H90mm　約90ｇ

OOI103

センサ内蔵バッテリ

オキシクワントS本体、酸素センサ、フロー分割器、
Ｔアダプタ、ホースアダプタ

サイズ・重量

酸素センサ型式

使用バッテリ

セット内容

●超軽量・コンパクトで低価格なオートパワーOFF機能が
　付いた酸素ガス分析装置です。
●幅広い用途でのスポットチェックが可能です。

サイズ・重量

酸素センサ型式

使用電池

セット内容

約H120×W65×D27mm 約130ｇ（使用電池を除く）

OOI 101-1

9Vアルカリ電池

オキシクワントＢ本体、酸素センサ、フロー分割器、
Ｔアダプタ、ホースアダプタ、９V アルカリ電池、
キャリングケース

キャリングケース

●防塵、防水性に優れ、高速応答（90% 応答 3.5 秒以内）の
　ハンディタイプの酸素ガス分析装置です。
●各種医療機器の点検・検査等幅広い用途で使用可能です。

3.5秒
高速
応答

IP64防塵、
防水構造

ハンディ
タイプ

酸素センサは消耗品

センサ接続

オキシクワントS本体

酸素センサ 00I103

フロー分割器

OxiQuant MC

医療機器届出品目番13B1X00143000021
販売名　オキシクワントB　

医療機器届出品目番号　13B1X00143000020
販売名　オキシクワントS

機械器具06呼吸補助器　JMDNコード : 35219000　酸素ガス分析装置　クラスⅠ　一般医療機器

OxiQuantOxiQuant

オキシクワント SOxiQuant S

オキシクワント BOxiQuant B

低価格オートパワー
OFF機能

スポット
チェック

麻酔器、人工呼吸器、およびインキュベータの保守点検に オキシクワントシリーズ

希望小売価格：170,000 円 希望小売価格：55,000 円

希望小売価格：99,800 円


