
BFE Bacteria (S.Aureus)

BFE 細菌過濾 (⾦黃葡萄球菌)
99.9a%

BFE Enhanced Bacteria  (S.Aureus)

BFE 強化濃度細菌過濾 (⾦黃葡萄球菌)
99.8%

BFE Bacteria after Shelf-Life of 5 Years (S.Aureus)

BFE 細菌過濾於存放5年後 (⾦黃葡萄球菌)
99.99%

BFE Bacteria after 120°C for 48 hours (S.Aureus)

BFE 細菌過濾於存放120度環境48⼩时後 (⾦黃葡萄球菌)
99.99%

99.9a%

Efficiency 效率

99.9a%

Complete Protection

完全保護

Infection Risk

感染風險

Killing Bacteria (S.Aureus / 60 Seconds)

殺細菌率 (⾦黃葡萄球菌 / 60秒)
99.99%

Killing Virus (Human Orthopneumovirus  H3N2)

殺病毒率 (⼈類呼吸道合胞病毒 H3N2)
99.99%

99.9a%
VFE Virus (T4D Bacteriophage)

VFE 病毒 (T4D噬菌體)
99.9a%

Killing Virus (Coronavirus COVID-19)

殺病毒率 (新冠病毒 COVID-19)
99.81%

Properties 特性 

Differential Pressure (mmH2O)

壓⼒差 (mmH2O)
5

Test 測試

Flame Spread (Second)

防火度 (秒)

Microbio Cleanliness (cfu)

微⽣物潔淨度 (cfu)

5

17

Shelf Life (Year)

有效保存期限 (年)
5

Formula - Food Additives Approved 

by World Health Organization (WHO)

配⽅成份 - 世界衛⽣組織核淮食品添加劑

Curie technology pass chemical safety 

standards for baby textile products on

居安技術符合以下化學安全標準，適合嬰

兒級紡織品安全使⽤

EN ISO 21084:2019

EN ISO 18254:2016

EN ISO 14184:2011

JIS L 1041

DIN EN ISO 17070:2015

64 LFBG B 82.02-08

EN ISO 14389: 2014

US CPSC-CH-C1001-09.4

居安超⾼效滅殺新冠病毒細菌濾層
Curie Ultrahigh Efficiency Viral Filter

Production process is determined to 

be a non-hazardous process according 

to EU Dangerous Preparation Directive 

1999/45/EC

根據歐盟危險制劑指令1999/45/EC規程

及其修訂版，制備被確定為無危險過程



証實可以⾼效殺滅新冠病毒 COVID-19 (99.81%)

Proven to kill COVID-19 (99.81%)
a

配合超⾼效病毒過濾效率 VFE (>99.9a%)

Combined with Viral Filtration Efficiency VFE (>99.9a%)
a

比傳統靜電濾材效能⾼500倍

Over  than traditional electrostatic filter500 times more effective
a

不合任何毒性及⾦屬成份

Non toxic and non metallic composition



⼀次感染
Primary Infection

呼吸
Breathing
咳嗽
Coughing
感染
Infection

：釋出超過⼀千粒新冠病毒
：> 1,000種COVID-19病毒
：釋出超過⼀百萬粒新冠病毒
：> 1,000,000種COVID-19病毒
：吸入超過⼀百粒活性新冠病毒
：呼吸> 100種活躍的COVID-19病毒

VFE 95%

VFE 99%

Curie
居安

>50

>10

>1

呼吸
Breathing

>50,000

>10,000

>10

咳嗽
Coughing

穿透濾材病毒數量
No of Virus Penetrating Filter濾材防護⽔平

Type of Filter

⼆次感染
Secondary Infection

- 新冠病毒能於濾材上存活7天
- Viruses can survive on the surface of traditional filter  
   for 7 days

- 病毒和細菌數⽬能於使⽤濾材4⼩時後增⻑180倍
- Viruses can grow 180 times more after 4 hours of    
   usage

- 濾材上的新冠病毒進入冷氣系統造成⼆次感染
- COVID-19 on the filter will enter into air conditioning 
   system
 
- 能⾼效殺滅新冠病毒的濾材，有效減少⼆次感染風險
- A COVID-19 killing filter can fully protect against 
   secondary infection

如何攔截及殺滅新冠病毒COVID-19

How We Arrest and Kill COVID-19

居安纖維所產⽣的⾼強度梯度，與新冠狀病毒，病毒和細菌表⾯細
菌的強韌性性的刺突蛋⽩正負相吸，能有效阻隔帶連續的細菌和病
毒，堪稱最⾼等級過濾效果。

根據香港公開⼤學測試證明居安纖維穿透發出的極強⻑度，能阻隔
在60秒內穿透撕裂細菌及病毒的外膜。

Spike protein over coronavirus is “strong negative charged”.

The highly positive-charged fibers inside Curie's filtration 
material attracts and arrests “strong negative charged” 
protein spikes on virus and bacteria

Strong attraction force can tear off protein chain over envelope 
of coronavirus, and achieve COVID-19 killing effect.

傳統靜電濾材缺點

Shortcoming of Traditional 

Electrostatic Filter

熔噴布依靠靜電捕獲細菌和病毒，⽽細菌和病毒表⾯蛋⽩質帶負
極，⽽靜電本⾝偏負極，兩者極性相同，捕獲效率並非為最⾼
效。

⽽靜電本⾝帶有不穩定性，容易因炎熱天氣及潮濕環極下散失放
電，在使⽤濾材後數⼩時後，過濾效率開始衰減。

Meltblown cloth relies on electrostatic to capture bacteria 
and viruses. Surface proteins of bacteria and viruses are 
negative-charged, and the electrostatic itself is negative. The 
polarity of the two is the same and therefore it repels – 
inefficient in capturing microbials.

Electrostatic itself is unstable, and it is easy to dissipate and 
discharge due to high temperature and humidity. Few hours 
after the filter used, the filtration efficiency begins to decay.



居安超高效滅殺新冠病毒細菌濾層 

Curie Ultrahigh Efficiency Viral Filter  

 

特強防護 . 殺毒殺菌 . 涼感透氣 . 耐用長效  

Ultra-Protection, Anti-viral & Anti-bacterial, Light & Airy, Long-Lasting 

 

特強防護 / Strong Protection:  

 

防護效能達最高醫療過濾級別 (VFE / BFE > 99.9a%)，符合 ASTM F2101 Level 3 及 EN14683 Type IIR 生物危害過濾要

求，用得安心。 

 

Highest medical-grade filtration efficiency (VFE / BFE > 99.9a%), meeting biohazard filtration requirement on ASTM 

F2101 Level 3 and EN14683 Type IIR standard, for a peace-of-mind. 

 

殺毒殺菌 / Antiviral & Antibacterial 

 

高效殺滅新冠病毒 (99.81%)、病毒 (>99.9a%) 及細菌 (>99.9a%)，殺毒殺菌時間只需 60 秒，減少二次感染風險。 

 

Kills COVID-19 (99.81%), virus (>99.99%) and bacteria (>99.99%) in seconds, greatly reducing risk for secondary 

infection. 

 

涼感透氣 / Light & Airy 

 

超高透氣度，比同等級保護濾材透氣度高 50% 以上。 

 

Ultra-high air permeability, 50% more air permeable vs comparable filter. 

 

耐用長效 / Long-Lasting 

 

攔截殺滅病毒細菌技術不依靠靜電，採用 Curie 專利強正極納米結構維持穩定效能，能於 120℃ 存放 48 小時後，維持 

BFE > 99.99%，保護效能不受高溫度高濕度影響。理想儲存情況下，有效達 5 年之久。 

 

Humidity and temperature proof - Curie patented strong polycationic nano structure maintain ultra filtration and 

disinfection efficiency, it can remain BFE > 99.99% after conditioning in 120℃ for 48 hours. Effectiveness last for  

5 year under optimal storage conditions. 

  



居安超高效滅殺新冠病毒細菌濾層 

Curie Ultrahigh Efficiency Viral Filter  

 

 

資質 Qualification 

 

 

美國專利 

US Patent Number 

62988900 

 

香港專利 

HK Patent Number 

32020008506.8 

 

病毒過濾效率測試 Viral Filtration Efficiency (VFE) in ASTM F2101 

證實居安技術可超高效過濾病毒 (>99.9a%) 

Proven that Curie technology can effectively filter virus (>99.9a%) 

 

強化劑量細菌過濾效率測試 Bacterial Filtration Efficiency with Increased Delivery Challenge 

(BFE) in ASTM F2101 and EN14683 

證實居安技術可超高效過濾強化劑量細菌 (99.8%) 

Proven that Curie technology can effectively filter increased challenge of bacteria (99.8%) 

 

病毒過濾效率測試 Viral Filtration Efficiency (VFE) in ASTM F2101 

證實居安技術可超高效過濾病毒 (>99.9a%) 

Proven that Curie technology can effectively filter virus (>99.9a%) 

   

紡織製品抗病毒活性的測定 Determination of Antiviral Activity of Textile Products  

BS ISO 18184 

證實居安技術可超高效殺滅新型冠狀病毒 COVID-19 (99.81%)  

Proven that Curie technology can effectively kill COVID-19 Coronavirus (>99.81%) 

 

空氣交換壓力差 Air Exchange Pressure in ASTM F2101 / EN14683 

證實 居安技術空氣交換壓力差，符合 ASTM F2101 Level 3 及 EN14683 Type IIR 要求 

Proven that air exchange pressure of Curie technology can comply standards of ASTM F2101 

Level 3 and EN14683 Type IIR 

 

細菌過濾效率測試 Bacterial Filtration Efficiency (BFE) in ASTM F2101 

證實居安技術可超高效過濾細菌 (>99%) 

Proven that Curie technology can effectively filter bacteria (>99%) 

 

醫療器械無菌屏障加速老化標準 Standard Guide for Accelerated Ageing of Sterile Barrier 

Systems for Medical Devices in ASTM F1980-16 

細菌過濾效率測試 Bacterial Filtration Efficiency (BFE) in ASTM F2101  

證實居安技術在室溫 20 度存放 5 年後，可超高效過濾細菌 (>99%) 

Proven that Curie technology can effectively kill bacteria (>99%) 



居安超高效滅殺新冠病毒細菌濾層 

Curie Ultrahigh Efficiency Viral Filter  

 

 

紡織製品抗菌活性的測定 Determination of Antibacterial Activity of Textile Products  

BS EN ISO 20743 

證實居安技術可超高效殺滅細菌 (>99%)，殺菌時間少於 60 秒 

Proven that Curie technology can effectively kill bacteria (>99%)，killing time is less than 60 

seconds 

 

紡織製品抗病毒活性的測定 Determination of Antiviral Activity of Textile Products  

BS ISO 18184 

證實居安技術可超高效殺滅 H3N2 流感病毒 (>99.99%)  

Proven that Curie technology can effectively kill virus (>99.99%)  

 

紡織品烷基酚(AP)的測定 Determination of alkylphenols (AP) of Textile Products  

EN ISO 21084:2019 

證實居安技術不含烷基酚(AP) 

Proven that Alkylphenols (AP) is not detected from Curie technology 

 

紡織品乙氧基化烷基酚的檢測 Detection and Determination of Alkylphenol Ethoxylates 

(APEO) of Textile Products EN ISO 18254:2016 

證實居安技術不含乙氧基化烷基酚 

Proven that Alkylphenol Ethoxylates (APEO) is not detected from Curie technology 

 

紡織品甲醛的測定 Determination of Formaldehyde - Free and Hydrolysed Formaldehyde of 

Textile Products EN ISO 14184:2011 / JIS L 1041 

證實居安技術不含甲醛，乎合 Type 1 - 嬰兒< 36 個月安全標準 

Proven that Formaldehyde is not detected from Curie technology, and it reach safety level 

for Type 1 – Baby < 36 Months 

 

紡織品五氯苯酚含量測定 Determination of Tetrachlorophenol-, Trichlorophenol-, 

Dichlorophenol-, Monochlorophenol-Isomers and Pentachlorophenol Content of Textile 

Products DIN EN ISO 17070:2015 / 64 LFBG B 82.02-08 (Modified) 

證實居安技術不含氯酚化合物及鄰苯基苯酚化合物 

Proven that Chlorophenols Content and Ortho-Phenylphenol (OPP) are not detected from 

Curie technology 

紡織品鄰苯二甲酸酯含量的測定 Determination of the Phthalate Content of Textile Products 

EN ISO 14389: 2014 / US CPSC-CH-C1001-09.4 

證實居安技術不含鄰苯二甲酸酯 

Proven that Phthalate Content are not detected from Curie technology 

 

  



居安超高效滅殺新冠病毒細菌濾層 

Curie Ultrahigh Efficiency Viral Filter  

 

公司簡介 Company Introduction 

 

居安為香港科技初創公司，專注創新技術開發、應用及產品化。公司以諾貝爾獎得主 Marie Curie（居里夫人）命名，希望

將居里夫人名言「我們不應害怕人生，反而要去瞭解。現在正是我們應該瞭解更多的時候，這樣我們就可以減少恐懼！」

融入公司使命，在新冠肺炎疫情肆虐下，本著這樣的精神對病原有新的認識，從而採取新方法保護民眾免於感染。 

 

Curie Limited is a tech start-up based in Hong Kong, with a focused-on material science innovation and technology 

development, application and productization. Curie was named after Marie Curie, inspired by the Nobel 

Laureate’s famous quote; 

 

 " Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear 

less. "  

- Marie Curie   

    

The new COVID-19 pandemic brought new meaning to these words of wisdom; Curie aimed to adapt and invent 

new methods of protection for the public against infection. 

 

居安科研成果概要 Curie Filtration Technology 

 

⚫ 居安高效過濾技術利用獨有配方生物溶劑應用於不同材質，其產生之病毒過濾技術已獲專業認證機構證實成效卓越； 

Curie’s Filtration Technology is applicable to different materials. This viral and bacterial filtration technology 

is proven by multiple lab tests by renowned certification organizations; 

 

⚫ 此發明擁有嶄新的病毒/細菌攔截及殺滅機制，該技術並已成功獲得美國及香港專利； 

Curie Filtration Technology kills virus and bacteria; obtained US and Hong Kong patents; 

 

⚫ 為香港科研、開發及生產成果； 

Research & development, design, and production in Hong Kong; 

 

⚫ 該技術可廣泛應用於空氣濾材及多種生活產品，透過產品為顧客提供高度保護； 

Wide-range of uses for combating COVID-19 pandemic: air filter and a other daily-use products, providing 

protection against viruses and bacteria; 

 

⚫ 公司率先將此高效病毒攔截 + 殺滅技術商業化，並以高性價比方式量產。  

Curie is the first to commercialize and mass-produce this high-efficiency, cost-effective virus killing technology 

 

⚫ 此高效過濾專利技術結合團隊在化學及應用材料方面的專業知識，令此科研成果成為目前世界上獨一無二的技術。 

This patented technology combines the team's expertise in chemistry and applied materials, cumulating in this 

“World 1st” technology. 

 

  



居安超高效滅殺新冠病毒細菌濾層 

Curie Ultrahigh Efficiency Viral Filter  

 

居安高效過濾技術優勢 The Curie Advantage 

 

居安高效過濾技術首階段運用在空氣濾材產品上，並經測試證實能達到高效過濾病毒細菌、特效防禦、長效保存、高透氣

度等效果，充分解決傳統空氣濾材無法處理的問題。 

 

The first application of Curie’s Filtration Technology is applied to air filter products, and has been tested and proven 

to kill viruses and bacteria; “Ultra-Protection, Anti-viral & Anti-bacterial, Light & Airy, Long-Lasting”. 

 

 運用居安高效過濾技術的空氣濾材 

Air Filter Using Curie's Ultrahigh-Efficiency 

Filtration Tech 

傳統熔噴布空氣濾材 

Traditional Air Filter Using Meltblown  

過濾效果 

Filtration / 

Killing 

Mechanism 

高效： 

根據 ASTM F2101 及 EN14683 測試結果顯示： 

VFE 病毒過濾效率高達 > 99.9a% 

BFE 細菌過濾效率高達 > 99.99%  

居安纖維所產生的高強度正極，與冠狀病毒、病毒

及細菌表面帶強負極性的刺突蛋白正負相吸，能有

效阻隔帶負極的細菌及病毒，堪稱最高級別過濾效

果。 

High efficiency: 

According to ASTM F2101 and EN14683 test 

results show:  

VFE high as > 99.9a% 

BFE up to > 99.99% 

The highly positive-charged fibers inside Curie 

Filtration material attracts and arrests highly 

negative-charge protein spikes on virus and 

bacteria. 

熔噴布依靠靜電捕獲細菌和病毒，而細菌和病毒表

面蛋白質帶負極，而靜電本身偏負極，兩者極性相

同，捕獲效率並非為最高效。 

而靜電本身帶有不穩定性，容易因炎熱天氣及潮濕

環極下散失放電，在使用空氣濾材後數小時後，過

濾效率開始衰減。 

Meltblown cloth relies on electrostatic to 

capture bacteria and viruses. Surface proteins of 

bacteria and viruses are negative-charged, and 

the static electricity itself is negative. The 

polarity of the two is the same and therefore it 

repels – inefficient in capturing microbials. 

Electrostatic itself is unstable, and it is easy to 

dissipate and discharge due to high 

temperature and humidity. Few hours after the 

air filter used, the filtration efficiency begins to 

decay. 

防禦原理 

Principles of 

Protection 

特效： 

根據香港公開大學測試證明居安纖維底層發出的極

強正極，能阻隔在 60 秒內透過撕裂細菌及病毒的

外膜。 

殺新冠病毒率  -  99.81% 

殺流感病毒率  > 99.99% 

殺細菌率  > 99.99% 

Ultra-protection: 

According to the test performed by the Open 

University of Hong Kong, the extremely strong 

positive electrode emitted from the bottom 

layer of Curie fibre can block virus and bacteria 

by tearing the outer membrane within 60 

seconds. 

Killing Rate of COVID-19 – 99.81% 

Killing Rate of H3N2 > 99.99% 

傳統空氣濾材只能發揮不同程度阻隔功能，將細菌

或病毒阻擋在空氣濾材外，但無做到殲滅的功能，

細菌或病毒會開始在熔噴布纖維上數倍地增生，因

此長時間使用時，容易造成二次感染。 

Traditional air filter only acts as a barrier to block 

bacteria or viruses from the user, but they do not 

have the function of killing. This means bacteria 

or viruses will start to multiply on the meltblown 

fabric fibres, potentially causing secondary 

infection on long time usage. 



居安超高效滅殺新冠病毒細菌濾層 

Curie Ultrahigh Efficiency Viral Filter  

 

Killing Rate of Bacteria > 99.99% 

有效期 

Effective 

Period 

長效 

根據香港公開大學以符合 ASTM F1980 標準類比五

年存儲條件所做的測試結果顯示，即便長期存儲，

並可在存放於 120 度環境下 48 小時後，居安的過

濾材料仍保持高效力，功能不減，解決了大企業、

政府或公營機構需大量採購或可能面對產品失效的

問題。 

Long-lasting: 

Curie Filtration Technology material was tested 

against storage in an environment of 120 

degrees for 48 hours, in accordance with ASTM 

F1980 standard simulating five-year storage 

conditions.  After the test, Curie's filter materials 

still maintain high efficiency and function. , It 

allows long term storage that large enterprises, 

governments or public institutions require. 

 

有效期短，更可能因為運送過程中的外在因素（如

酷熱天氣或儲存不當），導致熔噴布靜電大量流

失，令產品出現未出售已失效的情況；亦或是現時

何以民眾雖戴口罩，但疫情仍不受控的原因之一。 

The effective period is short, and it is most likely 

due to external factors in the transportation 

process (such as high temperature or improper 

storage), electrostatic loss of the meltblown is 

significant over-time, causing the product to be 

ineffective. 

透氣度 

Air 

Permeability 

高透氣度： 

較傳統空氣濾材氣流阻力減少，透氣度高。 

High air permeability: 

Compared with traditional air filter, the air 

resistance is reduced and the air permeability is 

high. 

 

難在抗菌及透氣度之間取得平衡。 

Most air filter sacrifice breathability in order to 

achieve the high filtration efficiency expected by 

users.  

 

  



居安超高效滅殺新冠病毒細菌濾層 

Curie Ultrahigh Efficiency Viral Filter  

 

居安超高效滅殺新冠病毒細菌濾層與傳統熔噴布空氣濾材的比較 

Comparison between Curie Air Filter and Traditional Air Filter Using Meltblown 

 

於靜電放電後細菌過濾效率的比較 

Difference on Bacterial Filtration Efficiency (BFE) after Electrostatic Discharged 

 

 

 

居安空氣濾材 (BFE > 99%) 

Curie Air Filter (BFE > 99%) 

 

 

傳統熔噴布空氣濾材 (BFE < 90%) 

Traditional Air Filter Using Meltblown  

(BFE < 90%) 

 

空氣濾材於使用 8 小時後細菌生長的比較 

Difference on Bacterial Growth after 8 Hours Use of Air Filter 

 

  

 

居安空氣濾材 (抗菌率 > 99%) 

Curie Air Filter (Antibacterial Activity > 99%) 

 

 

傳統熔噴布空氣濾材 (充滿細菌) 

Traditional Air Filter Using Meltblown  

(Full of Bacteria) 

 







































北京善通医学检验实验室

试剂制备间



样本制备间



扩增间



样本间和灭菌间



实验室走廊



Aug.31,2020

NIL1PC (P1/5)

Aug.24,2020

TFF9H598

Mask

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│Test　 Items　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　Test Results　　　　　　　│Test Methods　　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Sub-Micron Particulate　　　　　　│1　　　　 │　　　　　　　　 99.49　　　　　　　　　│ASTM F2100-2019 9.3　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│Filtration Efficiency(%)　　　　　│2　　　　 │　　　　　　　　 99.45　　　　　　　　　│ASTM F2299-2017　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(0.1μm PSL)　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　　 99.46　　　　　　　　　│Flow rate:28.1　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　　 99.48　　　　　　　　　│(Liter/min)　　　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　 99.48　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│Ave.　　　│　　　　　　　　 99.47　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
├─────────────────┼─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Air Exchange Pressure　　　　　　 │1　　　　 │　　　　　　　　　5.3　　　　　　　　　 │ASTM F2100-2019 9.2　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(mmH2O/c㎡)　　　　　　　　　　　 │2　　　　 │　　　　　　　　　5.3　　　　　　　　　 │EN 14683:2019 Annex C　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　　　4.9　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　　　5.1　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　　5.3　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
├─────────────────┴─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Flammability　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　DNI　　　　　　　　　 │ASTM F2100-2019 9.5　　 │　　　
│(as Received)　　　　　　　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│CPSC 16 CFR 1610-2008　 │　　　
└───────────────────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　Note: 1mmH2O=9.8Pa.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Air Exchange Pressure takes 5 pieces for testing.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Flammability takes 20 samples for testing.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: "DNI":Did Not Ignite.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Sample description is given by the client: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hong Kong address: Unit C, 23F, Tsun Tung Factory Bldg 38-40　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chai Wan Kok St, Tsuen Wan. NT Hong Kong　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Note: The test report is the test results issued by the testing institution as requested　　　
　　　by the consignor, it shall not determine the legitimacy of the product.　　　　　　　　

Curie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



Aug.07,2020

NIL1PC (P2/5)

Jul.27,2020

TAG9G706

Mask

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│Test　 Items　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　Test Results　　　　　　　│Test Methods　　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Synthetic Blood Penetration　　　 │1　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│ASTM F2100-2019 9.4　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│Pressure:160 mmHg　　　　　　　　 │2　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│ASTM F1862-2017　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│6　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│7　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│8　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│9　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│10　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│11　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│12　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│13　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│14　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│15　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│16　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　Note: Sample description is given by the client: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hong Kong address: Unit C, 23F, Tsun Tung Factory Bldg 38-40　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chai Wan Kok St, Tsuen Wan. NT Hong Kong　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Note: The test report is the test results issued by the testing institution as requested　　　
　　　by the consignor, it shall not determine the legitimacy of the product.　　　　　　　　

Curie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



Aug.07,2020

NIL1PC (P3/5)

Jul.27,2020

TAG9G706

Mask

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│Test　 Items　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　Test Results　　　　　　　│Test Methods　　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Synthetic Blood Penetration　　　 │17　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│ASTM F2100-2019 9.4　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│Pressure:160 mmHg　　　　　　　　 │18　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│ASTM F1862-2017　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│19　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│20　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│21　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│22　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│23　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│24　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│25　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│26　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│27　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│28　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│29　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│30　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│31　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│32　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　Note: Sample description is given by the client: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hong Kong address: Unit C, 23F, Tsun Tung Factory Bldg 38-40　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chai Wan Kok St, Tsuen Wan. NT Hong Kong　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Note: The test report is the test results issued by the testing institution as requested　　　
　　　by the consignor, it shall not determine the legitimacy of the product.　　　　　　　　

Curie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



Aug.31,2020

NIL1PC (P4/5)

Aug.24,2020

TFF9H598

Mask

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│Test　 Items　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　Test Results　　　　　　　│Test Methods　　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Bacterial Filtration　　　　　　　│1　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│ASTM F2100-2019 9.1　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│Efficiency (BFE)(%)　　　　　　　 │2　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│ASTM F2101-2019　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│Staphylococcus aureus　　　　　　 │3　　　　 │　　　　　　　　 > 99.9　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│ATCC 6538　　　　　　　　　　　　 │4　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　Note: Control average: 2640 CFU.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Mean particle size: 2.8 μm.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Testing side: outside of specimen.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Testing area: 39.5 c㎡.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Flow rate : 28.3 L/min.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Sample description is given by the client: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hong Kong address: Unit C, 23F, Tsun Tung Factory Bldg 38-40　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chai Wan Kok St, Tsuen Wan. NT Hong Kong　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Note: The test report is the test results issued by the testing institution as requested　　　
　　　by the consignor, it shall not determine the legitimacy of the product.　　　　　　　　

Curie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



Aug.31,2020

NIL1PC (P5/5)

Aug.24,2020

TFF9H598

MaskCurie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



2020.08.31

空  白1件 (P1/5)

2020.08.24

TFF9H598

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│微粒過濾效率　　　　　　　　　　　│1　　　　 │　　　　　　　　 99.49　　　　　　　　　│ASTM F2100-2019 9.3　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(0.1μm PSL)　　　　　　　　　　　│2　　　　 │　　　　　　　　 99.45　　　　　　　　　│ASTM F2299-2017　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　　 99.46　　　　　　　　　│流量:28.1 (Liter/min)　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　　 99.48　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　 99.48　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│平均　　　│　　　　　　　　 99.47　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
├─────────────────┼─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│空氣交換壓力差　　　　　　　　　　│1　　　　 │　　　　　　　　　5.3　　　　　　　　　 │ASTM F2100-2019 9.2　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(mmH2O/c㎡)　　　　　　　　　　　 │2　　　　 │　　　　　　　　　5.3　　　　　　　　　 │EN 14683:2019 Annex C　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　　　4.9　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　　　5.1　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　　5.3　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
├─────────────────┴─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│現狀防火性　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　DNI　　　　　　　　　 │ASTM F2100-2019 9.5　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│CPSC 16 CFR 1610-2008　 │　　　
└───────────────────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 1mmH2O=9.8Pa。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 空氣交換壓力差, 取5個樣品測試。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 現狀防火性 取20個試片測試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: "DNI"意謂不燃燒。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



2020.08.07

空   白1件 (P2/5)

2020.07.27

TAG9G706

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│合成血液穿透性　　　　　　　　　　│1　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │ASTM F2100-2019 9.4　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│壓力:160 mmHg　　　　　　　　　　 │2　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │ASTM F1862-2017　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│6　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│7　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│8　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│9　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│10　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│11　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│12　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│13　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│14　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│15　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│16　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



2020.08.07

空   白1件 (P3/5)

2020.07.27

TAG9G706

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│合成血液穿透性　　　　　　　　　　│17　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │ASTM F2100-2019 9.4　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│壓力:160 mmHg　　　　　　　　　　 │18　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │ASTM F1862-2017　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│19　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│20　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│21　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│22　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│23　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│24　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│25　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│26　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│27　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│28　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│29　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│30　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│31　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│32　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



2020.08.31

空    白1件 (P4/5)

2020.08.24

TFF9H598

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│細菌過濾效率(%)　　　　　　　　　 │1　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│ASTM F2100-2019 9.1　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│金黃色葡萄球菌　　　　　　　　　　│2　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│ASTM F2101-2019　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│ATCC 6538　　　　　　　　　　　　 │3　　　　 │　　　　　　　　 > 99.9　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 對照組的平均菌落數：2640 CFU。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 平均粒徑：2.8 μm。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 測試面：外側。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 測試面積為39.5 c㎡。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 測試流量: 28.3 L/min。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



2020.08.31

空    白1件 (P5/5)

2020.08.24

TFF9H598

口罩居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



Aug.31,2020

NIL1PC (P1/5)

Aug.24,2020

TFF9H599

Mask

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│Test　 Items　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　Test Results　　　　　　　│Test Methods　　　　　　│　　　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Air Exchange Pressure │1　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　50.7　　　　　　　　　│EN 14683:2019 Annex C　 │　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(Pa/c㎡)　　　　　　　│2　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　49.1　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│3　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　49.7　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│4　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　51.3　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│5　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　48.8　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　Note: Sample description is given by the client: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hong Kong address: Unit C, 23F, Tsun Tung Factory Bldg 38-40　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chai Wan Kok St, Tsuen Wan. NT Hong Kong　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Note: The test report is the test results issued by the testing institution as requested　　　
　　　by the consignor, it shall not determine the legitimacy of the product.　　　　　　　　

Curie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



Aug.31,2020

NIL1PC (P2/5)

Aug.24,2020

TFF9H599

Mask

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│Test　 Items　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　Test Results　　　　　　　│Test Methods　　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Synthetic Blood Penetration　　　 │1　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│EN 14683:2019　　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│Pressure:120 mmHg (16.0 kPa)　　　│2　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│ISO 22609:2004　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│6　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│7　　　　 │　　　　　　　penetration　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│8　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│9　　　　 │　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│10　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│11　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│12　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│13　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│14　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│15　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│16　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　Note: Sample description is given by the client: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hong Kong address: Unit C, 23F, Tsun Tung Factory Bldg 38-40　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chai Wan Kok St, Tsuen Wan. NT Hong Kong　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Note: The test report is the test results issued by the testing institution as requested　　　
　　　by the consignor, it shall not determine the legitimacy of the product.　　　　　　　　

Curie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



Aug.31,2020

NIL1PC (P3/5)

Aug.24,2020

TFF9H599

Mask

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│Test　 Items　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　Test Results　　　　　　　│Test Methods　　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Synthetic Blood Penetration　　　 │17　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│EN 14683:2019　　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│Pressure:120 mmHg (16.0 kPa)　　　│18　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│ISO 22609:2004　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│19　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│20　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│21　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│22　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│23　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│24　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│25　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│26　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│27　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│28　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│29　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│30　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│31　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│32　　　　│　　　　　　　 None Seen　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　Note: Sample description is given by the client: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hong Kong address: Unit C, 23F, Tsun Tung Factory Bldg 38-40　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chai Wan Kok St, Tsuen Wan. NT Hong Kong　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Note: The test report is the test results issued by the testing institution as requested　　　
　　　by the consignor, it shall not determine the legitimacy of the product.　　　　　　　　

Curie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



Aug.31,2020

NIL1PC (P4/5)

Aug.24,2020

TFF9H599

Mask

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│Test　 Items　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　Test Results　　　　　　　│Test Methods　　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Bacterial Filtration　　　　　　　│1　　　　 │　　　　　　　　 > 99.9　　　　　　　　 │EN 14683:2019 Annex B　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│Efficiency (BFE)(%)　　　　　　　 │2　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│Staphylococcus aureus　　　　　　 │3　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│ATCC 6538　　　　　　　　　　　　 │4　　　　 │　　　　　　　　 > 99.9　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　Note: Control average: 2640 CFU.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Mean particle size: 2.8 μm.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Testing side: outside of specimen.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Testing area: 39.5 c㎡.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Flow rate : 28.3 L/min.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　Note: Sample description is given by the client: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hong Kong address: Unit C, 23F, Tsun Tung Factory Bldg 38-40　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chai Wan Kok St, Tsuen Wan. NT Hong Kong　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Note: The test report is the test results issued by the testing institution as requested　　　
　　　by the consignor, it shall not determine the legitimacy of the product.　　　　　　　　

Curie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



Aug.07,2020

NIL1PC (P5/6)

Jul.27,2020

TFF9G707

Mask

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│Test　 Items　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　Test Results　　　　　　　│Test Methods　　　　　　│　　　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│Microbial cleanliness │1　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　13.7　　　　　　　　　│EN 14683:2019　　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(cfu/g)　　　　　　　 │2　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　10.6　　　　　　　　　│EN ISO 11737-1:2018　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│3　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　4.4　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│4　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　10.1　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│5　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　11.0　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　Note: Sample description is given by the client: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Hong Kong address: Unit C, 23F, Tsun Tung Factory Bldg 38-40　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chai Wan Kok St, Tsuen Wan. NT Hong Kong　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Note: The test report is the test results issued by the testing institution as requested　　　
　　　by the consignor, it shall not determine the legitimacy of the product.　　　　　　　　

Curie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



Aug.31,2020

NIL1PC (P5/5)

Aug.24,2020

TFF9H599

MaskCurie Limited(U3104)

No. 108, Ganhe Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan



2020.08.31

空   白1件 (P1/5)

2020.08.24

TFF9H599

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│空氣交換壓力　　　　　│1　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　50.7　　　　　　　　　│EN 14683:2019 Annex C　 │　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(Pa/c㎡)　　　　　　　│2　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　49.1　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│3　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　49.7　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│4　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　51.3　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│5　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　48.8　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



2020.08.31

空   白1件 (P2/5)

2020.08.24

TFF9H599

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│合成血液穿透性　　　　　　　　　　│1　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │EN 14683:2019　　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│壓力:120 mmHg (16.0 kPa)　　　　　│2　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │ISO 22609:2004　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│6　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│7　　　　 │　　　　　　　　 有穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│8　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│9　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│10　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│11　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│12　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│13　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│14　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│15　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│16　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



2020.08.31

空   白1件 (P3/5)

2020.08.24

TFF9H599

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│合成血液穿透性　　　　　　　　　　│17　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │EN 14683:2019　　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│壓力：120 mmHg (16.0 kPa)　　　　 │18　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │ISO 22609:2004　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│19　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│20　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│21　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│22　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│23　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│24　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│25　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│26　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│27　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│28　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│29　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│30　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│31　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│32　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



2020.08.31

空   白1件 (P4/5)

2020.08.24

TFF9H599

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│細菌過濾效率(%)　　　 │1　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　 > 99.9　　　　　　　　 │EN 14683:2019 Annex B　 │　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│金黃色葡萄球菌　　　　│2　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│ATCC 6538　　　　　　 │3　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│4　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　 > 99.9　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│5　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　99.9　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 對照組的平均菌落數：2640 CFU。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 平均粒徑：2.8 μm。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 測試面：外側。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 測試面積:39.5 c㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 測試流量: 28.3 L/min。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



2020.08.07

空   白1件 (P5/6)

2020.07.27

TFF9G707

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├───────────┬───────────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│微生物潔淨性　　　　　│1　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　13.7　　　　　　　　　│EN 14683:2019　　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(cfu/g)　　　　　　　 │2　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　10.6　　　　　　　　　│EN ISO 11737-1:2018　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│3　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　4.4　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│4　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　10.1　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　├───────────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　│5　　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　11.0　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
└───────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 Face Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



2020.08.31

空   白1件 (P5/5)

2020.08.24

TFF9H599

口罩居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號











2020.08.07

空  白1件 (P1/4)

2020.07.27

TAG9G708

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│微粒過濾效率　　　　　　　　　　　│1　　　　 │　　　　　　　　 99.25　　　　　　　　　│ASTM F2100-2019 9.3　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(0.1μm PSL)　　　　　　　　　　　│2　　　　 │　　　　　　　　 99.23　　　　　　　　　│ASTM F2299-2017　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　　 99.22　　　　　　　　　│速度:28.1 (Liter/min)　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　　 99.16　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　 99.11　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│平均　　　│　　　　　　　　 99.19　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　
├─────────────────┼─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│空氣交換壓力差　　　　　　　　　　│1　　　　 │　　　　　　　　　5.1　　　　　　　　　 │ASTM F2100-2019 9.2　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│(mmH2O/c㎡)　　　　　　　　　　　 │2　　　　 │　　　　　　　　　6.1　　　　　　　　　 │EN 14683:2019 Annex C　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　　　5.6　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　　　5.1　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　　4.7　　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 1mmH2O=9.8Pa。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 空氣交換壓力差, 取5個樣品測試。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 3D Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號



2020.08.07

空   白1件 (P2/4)

2020.07.27

TAG9G708

口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│合成血液穿透性　　　　　　　　　　│1　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │ASTM F2100-2019 9.4　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│壓力:160 mmHg　　　　　　　　　　 │2　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │ASTM F1862-2017　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│3　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│4　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│5　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│6　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│7　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│8　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│9　　　　 │　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│10　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│11　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│12　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│13　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│14　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│15　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│16　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 3D Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號
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口罩

┌───────────────────────┬────────────────────┬────────────┐　　　
│試　驗　項　目　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　 試　驗　結　果　　　　　　 │試　驗　方　法　　　　　│　　　
├─────────────────┬─────┼────────────────────┼────────────┤　　　
│合成血液穿透性　　　　　　　　　　│17　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │ASTM F2100-2019 9.4　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│壓力:160 mmHg　　　　　　　　　　 │18　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │ASTM F1862-2017　　　　 │　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│19　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│20　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│21　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│22　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│23　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│24　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│25　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│26　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│27　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│28　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│29　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│30　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│31　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────┼────────────────────┤　　　　　　　　　　　　│　　　
│　　　　　　　　　　　　　　　　　│32　　　　│　　　　　　　　 無穿透　　　　　　　　 │　　　　　　　　　　　　│　　　
└─────────────────┴─────┴────────────────────┴────────────┘　　　
　註: 依委託者所提供來樣資料為: Brandname: Curie　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　Model: Curie KV99 3D Mask　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　香港地址: 香港新界荃灣角街 38-40 號　銓通工業大廈 23 樓C室　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

註: 試驗報告僅就委託者之委託事項提供試驗結果，不對產品合法性做判斷。　　　　　　　　　　　　　

居安有限公司(U3104)

407 台中市西屯區甘河路108號
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GUANGDONG  DETECTION  CENTER  OF MICROBIOLOGY 

  

REPORT  FOR  ANALYSIS 

  

  

  

Report №. 2020FM20686R01E 

Name of Sample Curie Ultrahigh-Efficiency Viral Filter for KV-99 

Applicant Shenzhen Qianhai e-Cycle Trading Co.,Ltd. 

Test Type Entrustment Test 
                       $检测章$ 

  
  
  
  

  
Address:  Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China 

Postcode: 510070 

Tel:     +86 20 87137666 

Fax :    +86 20 87137668 

Website : www.gddcm.com 

            $QRCODE$  
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GUANGDONG  DETECTION  CENTER  OF  MICROBIOLOGY 

          
REPORT  FOR  ANALYSIS  

 Report №.:2020FM20686R01E  Verification Code：03658924     

Name of Sample Curie Ultrahigh-Efficiency Viral 
Filter for KV-99 Test Type Entrustment Test 

Applicant Shenzhen Qianhai e-Cycle Trading 
Co.,Ltd. Address 

2/F,Building B2，Yintian lndustrial 
Area，Xixiang Street，Baoan 

District，Shenzhen Guangdong，
China 

Sample Source Submitted for Testing by the 
Applicant Sample Quantity 260cm*2m 

Spec and Lot № 
of Sample 

40g;1001 
State and 

Characteristic 
Flaky 

Sample Received 
Date 

2020-07-15 
Test Completion 

Date 
 2020-07-28 

Test Standard and 
Method 

ISO 18184：2014（E） 

Item Tested Antiviral activity test 

Test Conclusion 

 
 
 
 
 
The test data of the sample(s) is attached to the page(s) of this report. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Issue Date：2020-08-13        
(Official Seal) 

       $检测章$ 

Remarks 
1.Manufacturer: Curie Limited. (provided by the applicant) 
2.Trademark: Curie; The date of production: 2020-06-01. (provided by the applicant) 

   

Editor: 
 

Verifier: 
 

Approver: 
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GUANGDONG  DETECTION  CENTER  OF  MICROBIOLOGY 

  
ANALYSIS AND TEST RESULT 

Report №.: 2020FM20686R01E 

Virus and host cell No. 

The logarithm of 
infectivity titre value 

immediate after 
inoculation of the  

reference specimen
（lgTCID50/bottle） 

The logarithm of 
infectivity titre value 

after 2h contacting with 
the reference specimen 

(lgTCID50/ bottle) 

The logarithm of 
infectivity titre value 
after 2h contacting 

with the test specimen 
(lgTCID50/ bottle) 

H3N2 
 Influenza A virus 
Host cell: MDCK 

1 7.05 6.50 2.10 

2 6.97 6.63 2.30 

3 7.10 6.59 2.30 

lgTCID50/ bottle 
Average 

7.04 6.57 2.33 

Logarithm of antiviral activity 4.34 

Antiviral activity rate（%） 99.99 

 
（Blank below） 
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Report №.：2020FM20686R01E                               

 
 

 Notice Items 
 

1.  The Test report is invalid if not affixed with Authorized Stamp of Test and Paging Seal. 

2.  The Test report is invalid without signature of verifier and approver. 

3.  The Test report is invalid if being supplemented, deleted or altered. 

4.  Without prior written permission, the report cannot be reproduced, except in full. 

5.  Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) 

submitted. 

6.  Any dispute of the report must be raised to the testing body within 15 days after the report is 

received, exceeding which the dispute will not be accepted。 

7.  For the tested sample(s) submitted by the applicant, the sample information in the test report 

is provided by the applicant and the laboratory is not responsible for its authenticity. 

  

























香 港 特 別 行 政 區 政 府 知 識 產 權 署 專 利 註 冊 處

Patents Registry, Intellectual Property Department
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

32020008506.8.558893 Page 1 of 1
地址 : 香港皇后大道東二百一十三號胡忠大廈二十四樓
Address: 24th Floor, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Hong Kong.
網址 Homepage Address: www.ipd.gov.hk

Correspondence should be addressed to "Registrar of Patents" 
and not to individual officers
來函請書明專利註冊處處長收

In reply please quote this ref.: 32020008506.8                               
Your ref.: C200101/UM1HK
Tel.:  3543 1464  
Fax.:  2838 6315

eMode
08 June, 2020

WORLD IP CONSULTANCY
Unit B, 3/F, Cheong Yu Bldg
No. 143-151 Castle Peak Rd, Yuen Long
HONG KONG

Application for Grant of a Short-term Patent
Under Application No. 32020008506.8

We refer to your application for a short-term patent lodged on 02 June, 2020.

The above application is found to have satisfied the minimum requirements as laid 
down in section 114(2) of the Patents Ordinance.  The accorded date of filing is 02 
June, 2020.

In general, you will receive our further letter for the application at least five months 
after the date of this letter.  If you do not receive any letter from us after this period, 
please contact us at 2961 6901.

This is a letter issued by Nigel LEE for Registrar of Patents.

(This is a computer-generated copy.  No signature is required.)
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