（研究用）

新型コロナウイルス検査キットのご案内
（抗原検査キット）

本製品は、新型コロナウイルスの抗原があるかどうかを簡単に判定できる
研究用試薬の検査キットです。診察診断用ではありません。
抗原検査は新型コロナウイルス（SARS CoV 2）の構成成分である
タンパク質をウイルスに特異的な抗体を用いて検出する検査法です。
検査に必要なものはすべてセットになっているため、手軽に検査ができる
検査キットです。PCR検査よりも簡単で手軽に検査できます
※本製品は研究用試薬であり、欧米、中国では医療機関等で体外診断用医薬品として使用されて
いますが、日本国内の医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品として認証・承認を受けて
いない為、診断目的では使用出来ません。
※本製品は、新型コロナウイルス（SARS CoV 2 ）既感染者数の把握を目的とした
SARS CoV 2/COVID 19 の疫学調査や研究の為に販売しております為、新型コロナウイルス
感染症（ COVID 19 ）の診断や PCR 検査前のスクリーニング検査としての使用はできません。

いつでも、どこでも、すぐにでも

唾液 で簡単検査

唾液を採取するタイプだから
鼻腔咽頭を拭ったり、
採血の必要がありません。

抗原検査キットのイメージ
（パッケージや容器の形状が変わる場合がございます）

その場でわかる

簡単セルフチェック

スピード検査

注意！）検査30分前には、口を水ですすいでおきましょう！（飲食や喫煙も避けてください）

誰でも簡単４ステップで検査完了

（実際の検査手順は、同封の説明書に
従ってご使用ください）

スポイト

ろうと

1.0mL
①検体希釈液入りの容器
キャップを外し、ろうとを
セットします。

検査結果の
確認
Ｃ:コントロールライン
Ｔ:テストライン

②1mLのラインに達するまで
ろうとに唾液を吐きだし、
ろうとを外します。

陽性反応

陰性反応

検出あり

検出なし

③キャップを閉めて、
容器をよく振ってください。
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④キャップを外し、スポイト
で抽出。テストプレートに
検体を落とし8分間待ちます。

本キットでは、新型コロナウイルス抗原の有無を確認します。
[C+ T- ]:新型コロナウイルス抗原が検出されなかったことを示しま
す。
[C+ T+]:新型コロナウイルス抗原の存在を示します。
[C]にラインが現れなかった場合は判定が無効です。
新しい試験キットで再検査して下さい。
※検体の量が適量でない場合や正しく検体採取が行われていない
場合は判定結果がエラーになりますのでご注意ください。
※20分以降経過した後の出現は判定に使用しないで下さい。

商品名/型番

新型コロナウイルス抗原検査キット / KO264

臨床試験により高い精度が実証済み

使用目的

現在、新型コロナウイルスに感染しているかどうかを唾液採取で判定。

感度（陽性を陽性と判定する割合）

年齢

20歳以上の方を対象としております。

判定時間

テストプレートに検体を滴下後、約８分で判定

貯蔵方法

室温2～30 ℃で場所で保管。製品開封後は1時間以内に使用する事。
テストプレートの箱を開封してから30分以内に検査する事。
幼児の手の届かないところに保管して下さい。
使用期限：製造から2年（箱に記載）

各種認証

CEマーク（EU加盟国基準適合）、製造所はISO13485取得、
ドイツ連邦医薬品医療機器研究所（BfArM）のリストに登録

●取扱店

特異度（陰性を陰性と判定する割合）

正診率

98.6%
99.6%
99.3%

性能レポート：
※1か所の臨床機構、合計400個サンプル
（陽性サンプル150個、陰性サンプル250個）にて試験

販売店

株式会社クエスト
【本 社】
徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1
ＴＥＬ 0885（38）9777 ＦＡＸ 0885（38）9888
【愛知物流センター】
愛知県半田市横山町157-1
ＴＥＬ 0569（27）7017 ＦＡＸ 0569（27）5998

※価格につきましては、
取扱店までお問い合わせください
販売元
イツモスマイル株式会社
徳島県徳島市佐古二番町５－１１
ＴＥＬ 088（611）3131
FAX 088（611）3130
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（研究用）

新型コロナウイルス検査キットのご案内

（中和抗体検査キット）

本製品は、新型コロナウイルスを防ぐ中和抗体があるかどうかを簡単に判定
できる研究用試薬の検査キットです。診察診断用ではありません。
中和抗体検査キットはコロナウイルスのＲＢＤ(*1)に身代わりとなって結合
する「中和抗体」そのものを検出。自身のからだに「コロナウイルスの対抗
する力」があるかどうかが簡単・手軽に判定できます。
*1： RBD (Receptor Binding Domain)
Receptor Binding Domain (受容体結合領域)は新型コロナウイルスのスパイクタンパク質が細胞の受容体である

※本製品は研究用試薬であり、欧米、中国では医療機関等で体外診断用医薬品として使用されて
いますが、日本国内の医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品として認証・承認を受けて
いない為、診断目的では使用出来ません。
※本製品は、新型コロナウイルス（SARS CoV 2 ）既感染者数の把握を目的とした
SARS CoV 2/COVID 19 の疫学調査や研究の為に販売しております為、新型コロナウイルス
感染症（ COVID 19 ）の診断や PCR 検査前のスクリーニング検査としての使用はできません。

中和抗体検査キットのイメージ
（パッケージや容器の形状が変わる場合がございます）

定期的なチェックが安心の秘訣

こんな方におすすめ。

■コロナワクチン接種後、抗体ができている？
■コロナワクチン接種後、抗体が残っているの？ ワクチン接種後も月日と共に保有率が低下することから、
より効果的な感染予防のために定期的な中和抗体の確
■過去に感染したが、中和抗体があるのか？
認も有効と考えられます。
■症状は無いけど中和抗体はある？

誰でも簡単４ステップで検査完了

①採決する指の腹を軽く揉み、
少し充血させて下さい。
アルコール消毒綿などで採
決部位を拭いてから自然乾
燥させます。

②採血針のキャップを外し、先端を
採血する部位に当てカチッと音が
するまで押し込んでください。
※採血針は再利用不可。

スポイトを使い約２０㎕の血液を
採取します。
※血液をテストプレートに滴下する
量は付属のスポイトで1滴程度。

検査結果の確認
Ｃ:コントロールライン
Ｔ:テストライン

検出あり

検出なし

この【中和抗体検査キット】は
わずか10分で確認できます。
日々減少していく
【中和抗体】を確認できます。
（実際の検査手順は、同封の説明書に
従ってご使用ください）

③検体（血液）をテストプレー
ト下部の楕円形の穴（S）にス
ポイトで1滴、滴下します。
血液の滴下に続けて、専用検
体希釈液を２滴、滴下します。
※専用検体希釈液の滴下は２滴を
目安として過剰な滴下は避けてく
ださい。

④そのまま動かさず
10分放置し検査
結果を確認します。
※検査対象物の量、検
査実施環境によって
は検出できない可能
性があります。20分
以上放置すると正し
い判定ができません。
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数分経過すると「Ｃ」「Ｔ」と刻印されている場所に紫色の線が出ます
線の有無により中和抗体の存在を判定します。
Ｃに線が現れなかった場合は判定が無効です。新しい検査キットで再度
検査してください。
※使用済の検査キットはお住いの市町村の規則に従って破棄してください。

商品名/型番

新型コロナウイルス中和抗体検査キット / KO268

使用目的

検体内に新型コロナウイルスの感染能力を失わせる中和抗体が存在す
るかの検査を判定する。

感度（陽性を陽性と判定する割合）

年齢

20歳以上の方を対象としております。

特異度（陰性を陰性と判定する割合）

判定時間

テストプレートに検体を滴下後、約10分で判定

正診率

貯蔵方法

室温2～30 ℃で場所の涼しいところで保管。冷凍保存はしない。
幼児の手の届かないところに保管して下さい。
使用期限：製造から2年（箱に記載）

各種認証

CEマーク（EU加盟国基準適合）、製造所はISO13485取得、
オランダのCIGBの許可あり

●取扱店

臨床試験により高い精度が実証済み

98.28%
97.22%
98.16%

性能レポート：
※1か所の臨床機構、合計326個サンプル
（陽性サンプル290個、陰性サンプル36個）にて試験

販売店

株式会社クエスト
【本 社】
徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1
ＴＥＬ 0885（38）9777 ＦＡＸ 0885（38）9888
【愛知物流センター】
愛知県半田市横山町157-1
ＴＥＬ 0569（27）7017 ＦＡＸ 0569（27）5998

※価格につきましては、
取扱店までお問い合わせください
販売元
イツモスマイル株式会社
徳島県徳島市佐古二番町５－１１
ＴＥＬ 088（611）3131
FAX 088（611）3130
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