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本検査キットはCE認証を取得しておりますが、日本国内においは研究用試薬です。
診断目的では使用はしないでください。

新型コロナウィルス抗原検査キット



はじめに

本資料は韓国KOSDAQ上場のMiCoBioMed社が開発する VERI-Q抗原検査キットのご案
内です。 本商品は、⾼い精度・品質により欧⽶各国で積極的に利⽤されています。

国内においてはコロナウィルスの感染リスクにより、多⼤な不安を抱えている⽅が多く
いる状況にも関わらず、PCR検査を実施するためのハードルも⾼く満⾜に検査が⾏えて
いないのが現状です。

本抗原検査キットを⽤いる事により、迅速・簡単・低コストにて新型コロナウィルス抗
原の有無の検出を⾏う事でリスク軽減にも役⽴ちます。

弊社はこの商品を扱い広める事により、これからの⽇本の経済活動の下⽀えになれると
確信し、活動しております。



新型コロナウィルス感染症における抗原検査とは

ウィルスの遺伝物質があるかどうかを専⽤の薬液を⽤いて
増幅させ検出させる検査⽅法

ウィルス表⾯のタンパク質（抗原）断⽚を検出する検査⽅法

ウィルスにすでに感染して回復したかどうかを判定するもの

PCR検査

抗原検査

抗体検査

コロナウィルスが体内
にあるかを判定

感染していたかどうか
を判定するもの

現在

過去

抗原検査と抗体検査の検出時期の違い（参考資料）



抗原検査の有⽤性について

現在、新型コロナウィルスの検査は主にPCR検査に依存しており、検査機器、検査環境の
基準及び試験者に対する要求条件は⽐較的⾼く、検査を簡潔に⾏う事が困難な状況であ
る。

抗原検査は、新型コロナウィルス抗原の検出が迅速な上、正確で装置と⼈員に対する要求
条件が少なく、簡単に実施が可能です。

・感染初期でも新型コロナ抗原の

検出が可能

・特別な機器は不要

当キットのみで検査可能

・仕事など緊急を要する場合にも

日程確保などの手間が掛からない

・検出までわずか7ステップ
・綿棒で鼻から採取

・最短5分から20分程度で
速やかに結果確認

・１キット / 3,278円～

抗原検査は、抗原の観点から現在コロナウィルスが体内にあるかを調べます

即実施可能 簡 単 低コスト

抗原検査の３つのメリット



新型コロナウィルス感染症における抗原検査とは
抗原検査とは検査したいウイルスの抗体を⽤いてウイルスが持つ特有のタンパク質（抗原）を検出す
る検査⽅法です。PCR検査に⽐べ検出率は劣りますが、少ない時間で結果が出る、特別な検査機器を
必要としないことから速やかに判断が必要な場合等に⽤いられることが多いです。⼀般的に病院でイ
ンフルエンザの検査をするときはこの抗原検査を⾏っていることが多いです。

PCR検査 抗原検査キット 抗体検査キット

⽬的 遺伝子配列情報からコロナウィ
ルスが体内にあるかを判定

抗原の観点からコロナウィル
スが体内にあるかを判定 過去に感染したかを判定

採るもの ⿐や喉の粘膜唾液 ⿐や喉の粘膜唾液 ⾎液

時間 4〜5時間 最短5分から20分程度 15分程度

⼿順 専⾨スタッフが必要 専⾨スタッフは不要で簡易的 専⾨スタッフは不要で簡易的

精度 ⾼い PCR検査より若⼲劣る 陰性と擬陽性が判る

調査内容 ウィルスの特徴的な遺伝⼦配列 ウィルスの特徴的なたんぱく質 ウィルスを除去しようとする
（抗体）タンパク質

薬事承認 承認されている 承認されている
（⼀部研究試薬の流通）

未承認
検査は医療⾏為ではない
※１研究試薬の流通

※１2020年5⽉20PMDA体外診断薬審査室によるCOVID-19抗体検査（Igm、igG）の承認申請に係る基本的な考え⽅より

検査⽐較（PCR検査・抗原検査・抗体検査）



製品概要①

VERI-Q抗原検査キットは、専⽤の機器を必要とせず、PCR検査に⽐べて短時間(最短５分

〜最⻑20分)で抗原の有無を検出可能です。低価格・短時間での検査が可能なため、多く

の企業で簡易検査に導⼊いただいております。また本商品はヨーロッパ安全要求に適合し

たCEマークを取得済みです。



製品概要②

新型コロナの感染が疑われる者に対して、綿棒などで⿐腔ぬぐい液(⿐⽳の⼊り
⼝から1〜2cm付近)等から検体を拭い取り、SARS-CoV-2 のヌクレオカプシド
タンパク質(NP)抗原を定性的に検出するための側⽅流動免疫測定法により、新型
コロナウィルスの抗原を検出します。最短5分から20分での検出が可能です



製品構成

検査キット本体 抽出試薬

チューブ
＆

キャップ

滅菌ロング綿棒

マルチタイプ
10キットごとに⼀本

or
シングルタイプ
1キットごとに⼀本



臨床的性能１

VERI-Q 新型コロナウィルス抗原検査キット の検出正確度は標準検査⽅法である
RT-PCRと検査結果を⽐較し 臨床的感受性、及び臨床的特異度を評価しました。

(1) サンプル採取
感染患者のサンプル94個 ︓ ⾮感染者のサンプル201個

(2) 性能確認⽅法
・検査結果をRT-PCR 分析結果と⽐較

・VERI-Q 新型コロナウィルス抗原検査キットの使⽤⽅法に基づき SARS-CoV-2 抗原を検査

(3) 性能確認結果
臨床実験機関 #1 では 97.3% (95% CI: 86.2% - 99.9%) の臨床的感受性と 100%(95% 
CI: 97.3% - 100%) の臨床的特異度
臨床実験機関 #2 では 85.7%(95% CI: 73.8% - 93.6) の臨床的感受性と 100%(95% CI: 

94.7% - 100%) の臨床的特異度という結果を得ました。



臨床的性能２

感受性とは︓正しく「陽性」と判断する割合のこと
特異度とは︓正しく「陰性」と判断する割合のこと

感受性＞特異度︓検査結果が陰性の場合、その疾患ではない可能性が⾼い
特異度＞感受性︓検査が陽性の場合、その疾患である可能性が⾼い



臨床的性能３

感受性とは：正しく「陽性」と判断する割合のこと
特異度とは：正しく「陰性」と判断する割合のこと

感受性＞特異度：検査結果が陰性の場合、その疾患ではない可能性が高い
特異度＞感受性：検査が陽性の場合、その疾患である可能性が高い



反応原理



CE証明書
VERI-QはCEマークを取得しています。CEマークは、製品がEU加盟国の基準を満たすものに付けられる基準適合
マークです。使⽤者・消費者の健康と安全を守るため、安全基準条件を満たすことを証明するものです。



検査⼿順



検査⼿順

試験試薬
９滴投⼊

綿棒を浸す 壁⾯に擦り付け
強く10回まわす

綿棒を絞り
上げる

キャップを
閉める

検査キットに
４滴投⼊

付属のロング綿棒で⿐腔ぬぐい液(⿐の⼊り⼝から1-2cm付近
の内壁から検体をぬぐう)を採取する。

補⾜︓⿐咽頭ぬぐい液も検体として使⽤可能

https://youtu.be/KBuHXsTurKU

動画で使い方を
ご確認いただけ

ます

検体を採取する

検査キットを反応させる

❶

❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼



反応結果

Cに明確なピンクの線
及びTに識別可能なピンクの線

新型コロナウィルスの抗原
検出に対して陰性であるこ
とを⽰します。

陰 性 陽 性

Cにのみピンクの線

新型コロナウィルスの抗原
検出に対して陽性であるこ
とを⽰します。

無 効

Cに線が現れない

エラーです。新たな検
査キットで再度検査し
てください。



活⽤事例



抗原検査キットの活⽤例

①社会福祉法⼈や幼稚園、医療機関(⻭科医院)など
介護施設や幼稚園などへの寄付活動もしており、利⽤いただいています。 全職員
に検査をいただくにも、ほか検査と⽐較しても安価で、 なおかつ⼿軽に実施出来
ることから需要が⾼まっています。

②コールセンター
個⼈情報を取り扱うことが多いコールセンターでは出社を余儀なくされるケース
が多く存在します。 従業員の安全と、社内クラスターの防⽌の為、⾃宅での検査

確認後の出社をさせるなど、感染拡⼤の防⽌策として取り⼊れられています。 企
業によっては毎朝の検査を義務付け、従業員の安全を守るなどしています。

③営業や窓⼝業務従事者、⼯場など製造業など
⼈と会うことを余儀なくされる営業や窓⼝業務従事者においても 定期的な検査を
安価で、⼿軽に⾏えることで、 お互いにうつさないことや、健康管理に活⽤され

ています。



抗原検査キットの活⽤例

④どうしても⼈と会わなければならない時
やむを得ない理由で⼈と会うことがあります。 ⾼齢者のいる環境や、⼤切な⽅
と会う際などに予め検査を⾏うことで不安を軽減できます。 最⼤限、⼈を感染
させるリスクを軽減するためにもエチケットとしてご利⽤いただく⽅が急増して
おります。

⑤急な発熱時
コロナ禍において、発熱や体調の変化を感じると「コロナかな︖」と不安になっ
てしまうことも多いかと思います。 そういった場合でも取り急ぎの検査をいつ
でも出来るようにしておくことは、 ⽇々の安⼼に繋がりますし、ご⾃⾝の⾝体
や家族を守る上でも役⽴ちます。



学校法⼈ ⽻⿃学園 双葉幼稚園 様

抗原検査 実際の事例

久保先⽣からのコメント

多少勇気がいるものの、そこまで難易度は⾼くなく簡単に検査できました。
感染の確定とはならないとはいえ、１つの安⼼材料となりました。
来週は抗原検査を他の教員含め⼀⻫に⾏おうと考えております。
この度はキットを寄付して頂き誠にありがとうございました︕
安全への取り組みの⼀環として、保護者にもご案内できればと思います。



社会福祉法人白百合会恩方ホーム様

抗原検査 実際の事例

施設⻑ ⽥中様からのコメント

この度は、貴社よりの抗原検査キットのご寄付をいただきまして、
まことにありがとうございます。
早速、当施設を新規でご利⽤いただく⽅に対しまして、
ご本⼈様の了解のもと、VERI-Q 新型コロナ抗原検査キットを使⽤させていただきました。
何よりもご本⼈様やご家族様に安⼼を頂きましたとともに、
迅速に判定結果を得られることから、担当する職員の安⼼にも寄与しております。



注意点について

本商品は、 国内では『体外研究⽤試薬』という分類であり、積極的に個⼈に購⼊を促すものではござい
ません。VERI-Qは前述の通り各国で⽤いられる精度の⾼い商品ではありますが、体外研究⽤試薬という

分類上検出結果は、診断に⽤いることが出来ません。 陽性反応が出た場合には、病院にて検査、受診を
お願いします。

本商品は『抗原検査』です。 抗原検査とは、ウイルスのタンパク質が検出されることを確認するものに
なります。 PCR検査はウイルスの遺伝⼦が細胞内で検出されるかを確認するものになります。 インフル
エンザウイルスの検出などは抗原検査が⽤いられており、短時間での判断が可能です。



お問い合わせ先

MiCo BioMed Co., Ltd.
3rd and 4th Floor , 54 Changeop-ro, Sujeong-gu, Seongnam-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 13449

上場証券コード︓KOSDAQ (21460:KS)

Web : micobiomed.com

株式会社MiCo BioMed Japan
東京都港区元⾚坂1-2-7⾚坂Kタワー4F

Mail : info@mico-biomed-japan.com

Web : micobiomed.com

株式会社バックドロップ

東京都中央区銀座 1-22-11 銀座⼤⽵ビジデンス 2F

メール : info@mico-biomed-veriq.shop

Web : mico-biomed-veriq.shop

日本法人

本社

日本販売統括

赤坂Kタワー

https://www.bloomberg.com/quote/214610:KS
mailto:info@mico-biomed-japan.com



