
 
 

ISO Oxygen Absorbing System 
   酸素吸収剤(脱酸素剤) （ハイスピードタイプ） 

 
 

酸素は、研究対象物や研究そのものに悪影響を及ぼすことがあります。 

このような懸念があるとき、この酸素吸収システムをお試し下さい。 

酸化（錆）、カビの発生条件である酸素を除去し、長期間、無酸素保存が可能です。 

このシステムは・酸素吸収剤・専用保存袋・密封クリップで構成され、それぞれのパーツを個別または 

セットで購入できます。 
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１．酸素吸収システムの特徴 

・一般の食品保存用酸素吸収剤（脱酸素剤）と異なり、酸素吸収速度が早く、精度の高い無酸素状態が

容易に得られます。 

・酸化、カビなどの発生条件を根本的に除去します。 

・酸素インジケータが付属しているので、酸素の有無は容易に判別できます。 

・窒素ガス置換、バキュームシーラー比べ、精度の高い無酸素状態が容易に得られます。 

（酸素濃度：０．１％以下） 

・アルミラミネート袋に個別に包装されていますので、いつでも、どこでも使用できます。 

 

２．主な用途 

・酸化しやすいビタミン類、抗生物質、不飽和脂肪酸などの保存。 

・生薬、動植物試料のカビ、虫害防止。   ・酵素類の失活防止。 

・乳酸菌製剤など嫌気性生菌製剤の菌数維持。 

・電極、医療器具、精密金属製品の酸化、サビ防止。 

・嫌気性試料の保存、輸送。   ・その他、酸化されやすい物質、製品の保存。 

・窒素ガス置換などで残留する酸素の除去。 

・グローブボックス内に残留する酸素およびリークした酸素の除去。(Ａ－２５００ＨＳ) 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３．各部の特徴など 

３－１．酸素吸収剤 

顆粒状酸素吸収成分が和紙と有孔ポリエチレンのラミネートフィルムにより小袋状に包装されています。 

酸素吸収成分は、この通気性ラミネートフィルムを通して雰囲気中の酸素を吸収します。 

下記適合空気量の時、約１５時間で無酸素状態になります。（２５℃） 

Ａ－５００ＨＳ：５００ｍｌ  Ａ－７５０ＨＳ：７５０ｍｌ  Ａ－２５００ＨＳ：２５００ｍｌ 

（上記適合空気量の約２倍の空気量を処理できる酸素吸収成分が入っています。） 

 

原料組成（乾燥状態） ＊製品は約１５％の水分を含んでいます。 

 ・鉄粉    ・・・・・５０％ 

 ・粘土鉱物  ・・・・・３５％ 

 ・食塩    ・・・・・ ５％ 

・反応調整剤 ・・・・・１０％ 
 

安全性 

 財団法人 日本食品分析センターによる急性毒性試験結果 

 ＬＤ５０＝２，０００ｍｇ／Ｋｇ以上（マウス） 

応急処置 

 万一、誤って食べた場合でも人体に害はありませんが、嘔吐し水でうがいをして下さい。 

 また、目に入った場合は、擦らずに大量の水で洗眼し、医師の診察を受けて下さい。 

 

３－２．酸素インジケータ 

タブレット状で有孔ポリ袋に包装され、アルミラミネート袋に酸素吸収剤と同梱されています。 

酸素インジケータは酸素濃度 ０．５％以上の時 青紫 

  ０．1～０．５％の時 赤紫 

  ０．1％以下の時 ピンク 

（周辺の酸素濃度が０．１％以下となってから、1～２時間後にピンク色となります） 
 

（色変化の速度） 

ピンク  � 青紫 （速い） 
青紫  �ピンク（遅い） 

 
３－３．専用保存袋 

Ａタイプ 

材 質：特殊ナイロン／ポリエチレンラミネートフィルム（Ａ－１７３３を除く） 
酸素透過度：８～９ｃｃ／㎡・day・atm（２５℃、６０％ＲＨ） 
耐熱温度：８０℃ 
 
ＡＰタイプ（ハイバリアタイプ） 
材 質：特殊ナイロン（シリカ蒸着）／ポリエチレンラミネートフィルム 
酸素透過度：０．５ｃｃ／㎡・day・atm（２５℃、６０％ＲＨ） 
耐熱温度：８０℃ 
 



４．使用方法 

１．対象物を専用保存袋に入れます。   

２．アルミ袋の封を切り、酸素吸収剤（白色の袋）と酸素インジケータを取り出し、保存袋に入れます。 

反応はすぐに始まるので、作業は手早く行って下さい。 

  対象物を酸素吸収剤に接触させたくないときは、対象物を通気性のある容器、トレー、シャーレ、 

袋などに入れてから保存袋に収納してください。 

３．密封クリップまたはヒートシール機で密封します。密封部分がシワにならないように注意します。 

４．直射日光、蛍光灯下を避け、なるべく暗所に保管してください。 

 

５．乾燥剤との併用について                             

 乾燥剤と併用または水分を吸収する対象物を保存すると、酸素吸収剤に含まれる水分が徐々に失われ、 

酸素を吸収しなくなります。このような場合は、別売のアルミラミネート袋(ＡＬー２０２７など) ま 

たは完全密封ができるガラス容器を使用して下さい。また、酸素吸収剤を１．５～２倍量使用して下 

さい。Ａ－１５２２，Ａ－１８２６など透明な袋を使用するとわずかに透過する酸素を吸収できず、 

保存袋内に酸素が混入します。 

ＡＰタイプ（ハイバリアタイプ）の専用保存袋を使用することで、上記のような酸素の混入は改善 

されます。無酸素・乾燥保存システムＡ－２５ＡＺＳをお試し下さい。 

 

６．酸素吸収剤による試料の二重包装  

保存したい対象物を一旦、チャック付きポリ袋に入れ、さらに、酸素吸収剤とともに専用保存袋で包 

装します。 

・採取したサンプルの無酸素保存。 

・水分が多いサンプルなど、直接、酸素吸収剤に接触させたくないとき。 

  

下記条件で、約１０時間でチャック袋内も無酸素状態に達します。 

初期空気量 １００ｍｌ（チャック袋内空気量：５０ｍｌ、専用保存袋内：５０ｍｌ）２２℃、５０％ＲＨ 

チャック付き袋 生産日本社製ユニパックＤ－４（120×85×0.04）、酸素透過度：3000～5000ｃｃ／㎡・day 
専用保存袋 Ａ－１５２２ 

  

 

 

 

 



７．使用上の注意など     

・食品の保存には、絶対に使用しないでください。食品のカビ発生実験などにはご使用いただけますが、無酸素条件においても生育可能

な食中毒原因菌などが存在しますので、危険です。 

・保存対象物に密閉部分が存在する場合は、その部分からは酸素が除去されません。（わずかな通気孔、隙間があれば酸素は除去され

ます。また、密閉度の低い容器でも中の酸素は除去されます） 

・対象物に突起などがあり、保存袋を傷つける恐れがあるときは、対象物をシャーレなど通気性のある容器または紙、ポリ袋（封をしない）な

どで包んでから、保存袋に入れて下さい。 

・酸素吸収剤はアルミ袋から取り出すとすぐに酸素と反応を始めます。作業は手早く行って下さい。 

・酸素吸収剤の通気面（両面）を保存袋のフィルムや対象物で塞がないようにして下さい。 

バキュームシーラーを使用するときは、特に注意して下さい。（両面とも塞いでしまうと、反応しなくなったり、遅くなります。） 

・酸素インジケータは、酸性ガス、アルカリ性ガスの存在下では、変色しなくなる場合があります。 

  また、空気中、各種光源下に放置すると変色しにくくなったり、変色しなくなります。 

・保存対象物に酸素吸収剤、酸素インジケータを直接接触させた状態で保存しないことをお勧めします。万一、その通気フィルムが破れる

などして、酸素吸収薬剤が流出し、保存対象物が被害を被ることを防止するための方法です。（ポリ袋、紙袋など密封度の低い容器に一

旦入れてから密封包装して下さい） 

・保存袋にわずかな亀裂やピンホールが生じると無酸素状態になりません。 

・一度発生したカビやサビの拡大は防止できますが、除去は出来ません。 

・本無酸素保存システムを構成する酸素吸収剤など全てのパーツは、電子レンジなどによって加熱しないで下さい。 

・年に数回は、必ずインジケータの色を確認して下さい。また、インジケータの色がピンク色であっても、対象物に何らかの異常があるとき

は、ただちにご使用をお止め下さい。 

・保存対象物自体が何らかのガスを発生させる場合には、保存袋内でその濃度が高まるなどして、保存対象物に悪影響を与える場合があ

りますので注意して下さい。 

・約２０％（酸素濃度分）の体積減少が起こりますので、対象物がつぶれないよう注意して下さい。また、保存袋が対象物に密着して、保存

袋が破れたりしないよう注意して下さい。（このような恐れがある場合には、封をするとき、空気を多めに入れて下さい。） 

・酸素吸収剤の通気面（両面）を保存袋、対象物で塞ぐと酸素を吸収しません。 

・市販のポリ袋などは酸素を透過させますので、無酸素状態にはなりません。（ほとんどの場合、一見厚手で酸素は透過しそうにない袋で

もわずかに酸素は透過し、無酸素状態になりません） 

・酸素吸収剤は酸素と反応するとき、わずかに発熱します。また、その際、酸素吸収剤近辺に結露が生じる場合があります。 

・密封保存後は、２５℃以下、暗所に保管して下さい。蛍光灯下などで保管すると酸素インジケータが白濁する場合があります。 

・酸素吸収剤、酸素インジケータは再使用しないで下さい。 

・無酸素環境になると変色する色素には使用しないで下さい。本来の色が失われる場合があります。 

 

８．食品のカビ、酸化防止について 

本酸素吸収剤は、食品のカビ、酸化防止などの研究用に用いることは出来ますが、販売用食品への 

使用には、お勧めいたしません。 

販売用食品のカビ、酸化防止には、その食品に適した酸素吸収剤（脱酸素剤）を選択する必要があ 

ります。また、無酸素雰囲気においても繁殖する酵母、通性嫌気性菌、偏性嫌気性菌には効果はあ 

りません。 

 

・食品の種類・・・・・食品の種類、水分活性（ＡＷ）により、酸素吸収剤の品種を選択。 

・空気量・・・・・・・初期空気量により、適合サイズを選択。 

・包装容器、袋・・・・保存期間、コストを考慮して選択。                       

（２０ｃｃ／㎡・day・atm 以下を推奨） 

・実装テスト・・・・・温度、保存日数などを考慮した実装確認テストが必要です。 

 



９．製品構成 （価格はお問い合わせ下さい） 

[酸素吸収剤] 

[合成ゼオライト板状強力乾燥剤] 

 

[セット品] 

カタログＮo． 商 品 名 形態または内容 

Ａ－５００－５０Ｓ 
酸素吸収システム・セット 
 （無酸素保存システム） 

酸素吸収剤       Ａ-５００ＨＳ  ５０個 
ﾊｲﾊﾞﾘｱ専用保存袋     ＡＰ－１８２６ ２５枚 
ﾊｲﾊﾞﾘｱ専用保存袋     ＡＰ－１５２２ ２５枚 
密封クリップ        ＣＬ－２１     ２本 

カタログＮo． 商 品 名 形態または内容 

Ａ－２５ＡＺＳ 無酸素・乾燥保存システム 

酸素吸収剤   Ａ－７５０ＨＳ   ５０個 

合成ゼオライト乾燥剤 ＡＺ－１０Ｇ ２５個 

ﾊｲﾊﾞﾘｱ専用保存袋 ＡＰ－１５２２    ２５枚 

ﾊｲﾊﾞﾘｱ専用保存袋  ＡＰ－１８２６   ２５枚 

密封クリップ        ＣＬ－１５     ２本 

密封クリップ        ＣＬ－２１     ２本 

 

[保存袋] 

カタログＮo． 商 品 名 形態または内容 
Ａ－２１２８－３００ 専用保存袋 Ａ-２１２８ ２１×２８ｃｍ      ３００枚 
Ａ－１８２６－３００ 専用保存袋 Ａ-１８２６ １８×２６        ３００枚 
Ａ－１５２２－３００ 専用保存袋 Ａ-１５２２ １５×２２          ３００枚 
Ａ－１３１８－３００ 専用保存袋 Ａ-１３１８ １３．５×１８        ３００枚 
Ａ－１７３３－３００ 専用保存袋 Ａ-１７３３（長形） １７×３３          ３００枚 
ＡＰ－１８２６－３００ ハイバリア専用保存袋 ＡＰ-１８２６ １８×２６          ３００枚 
ＡＰ－１５２２－３００ ハイバリア専用保存袋 ＡＰ-１５２２ １５×２２          ３００枚 
ＡＬ－１７２３－１００ アルミ保存袋 ＡＬ-１７２３ １７×２３           １００枚 
ＡＬ－２０２７－１００ アルミ保存袋 ＡＬ-２０２７ ２０×２７           １００枚 
 

[密封クリップ] 

密封クリップは、他のサイズも製作可能です。 

 

 
 
 
 
 
 

カタログＮo． 商 品 名 形態または内容 
Ａ－５００－１００ 酸素吸収剤Ａ-５００ＨＳ １００個 個別包装、インジケータ付き 
Ａ－７５０－１００ 酸素吸収剤Ａ-７５０ＨＳ １００個 個別包装、インジケータ付き 
Ａ－２５００－５０ 酸素吸収剤Ａ-２５００ＨＳ ５０個 個別包装、インジケータ付き 

カタログＮo． 商 品 名 形態または内容 
ＡＺ１０Ｇ－１００ 合成ゼオライト乾燥剤ＡＺ－１０Ｇ １００個 個別包装、板状強力乾燥剤 
ＡＺ１０Ｇ－４０ 合成ゼオライト乾燥剤ＡＺ－１０Ｇ  ４０個 個別包装、板状強力乾燥剤 

カタログＮo． 商 品 名 形態または内容 
ＣＬ－２１－１０ 密封クリップＣＬ－２１ ２１ｃｍ                  １０本 
ＣＬ－１５－１０ 密封クリップＣＬ－１５ １５ｃｍ                  １０本 



有限会社 アイ．エス．オー 
〒245-0003 横浜市泉区岡津町１５００ 
TEL.045-813-3851  FAX.045-813-3853 
http://homepage3.nifty.com/isoco/  
E-mail:iso-co@nifty.com 

 
 
 
 
 


