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[メーカー略称：RAY]

ヒト血清，全血中の，新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に対するIgMまたはIgG抗体の定性検出に適したキットです。
金コロイドを用いたラテラルフローデバイス（Lateral flow device）により，反応ラインの有無で迅速に（約10分）検出できます。

・ Detection cassette (20 cassettes)
・ Pipette dropper (20 pieces)
・ Sample diluent (20 tubes)

キット内容

特 長

※ 本マニュアルは簡易版となっております。使用前に公式マニュアル（英文）を必ずご一読しいただき，内容をご確認下さい。
※ 本製品での測定結果は，診断や治療の根拠となるものではありません。

・測定動物種 ： ヒト
・測定試料 ： 血清，全血
・測定時間 ： 約10分
・アッセイ数 ： 20回分

RayBiotech, Inc. Individual cassette用

※ 通常，IgM抗体は感染初期に検出され，IgG抗体は感染後一定期間経過後に検出されるといわれています。抗SARS-CoV-2抗体量がキット
の検出レベルを下回っている場合，試料中に抗体が存在しても検出されない偽陰性の可能性があります。偽陰性の可能性を減らすため，
抗SARS-CoV-2 IgM抗体と抗SARS-CoV-2 IgG抗体の両方を試験することをお勧めします。

操作方法概略（共通）

試験結果の解釈
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検出用カセット

Step 1. Detection cassette，Sample diluentを室温に戻し，25μlの試料をSample diluentに加える。
（全血の場合は，付属のPipette dropperを使用する。）

Step 2. Sample diluentと試料を完全に混合する。
Step 3. Detection cassetteのリリースパッドセクション（S）に，Step 2 の溶液を2～3滴滴下する。
Step 4. 8～10分の間に結果を確認する（20分間経過以降に確認された結果は無効です）。
Step 5. Test line（T）とControl line（C）の発色を確認する。
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研究用新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）

抗体検出キット操作マニュアル（簡易版）
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Coronavirus IgG検出イメージ例 Coronavirus IgM検出イメージ例NOTE

※ 本紙に掲載されている内容は，2020年7月15日現在です。

※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品，診断用医薬品，食品，食品検査等

の用途には使用できません。

※ 仕様は改善のため，予告なく変更することがあります。

※ 本文中，”#”以下の英数字は商品コードを示しています。

※ 記載されている会社及び商品名は，RayBiotech社の商標または登録商標です。
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#CG-CoV-IgM, #CG-CoV-IgG
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SARS-CoV-2 IgM / IgG Rapid Test KitIgM / IgG 
個別検出 ※Manufactured in the USA.（#CG-CoV-IgM, #CG-CoV-IgG, #CGCoV-IgG+CGCoV-IgM）

Positive Negative

• Positive ：Test line（T）とControl line（C）の両方が発色
• Negative ：Tは発色せず， Cのみ発色
• Invalid ：Cに発色が無い場合，Tの発色に関係なく，結果は無効
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新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）

ヒト血清，全血中の，新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）に対するIgM抗体およびIgG抗体の定性検出に適したキットです。
金コロイドを用いたラテラルフローデバイス（Lateral flow device）により，反応ラインの有無で迅速に（約10分）同時検出できます。

SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Detection Kit 
(#CG-CoV-IgM/IgG)

IgM / IgG
同時検出

抗体検出キット操作マニュアル（簡易版）

Dual cassette用(#CG-CoV-IgM/IgG)

研究用
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・ Detection cassette (20 cassettes)
・ Pipette dropper (20 pieces)
・ Sample diluent (20 tubes)

キット内容

・測定動物種 ： ヒト
・測定試料 ： 血清，全血
・測定時間 ： 約10分
・アッセイ数 ： 20回分

※ 通常，IgM抗体は感染初期に検出され，IgG抗体は感染後一定期間経過後に検出されるといわれています。
抗コロナウイルス抗体量がキットの検出レベルを下回っている場合，試料中に抗体が存在しても検出されない偽陰性の可能性があります。

特 長

※Manufactured in the USA.

操作方法概略

Step 1. Detection cassette，Sample diluentを室温に戻し，25μlの試料をSample diluentに加える。
（全血の場合は，付属のPipette dropperを使用する。）

Step 2. Sample diluentと試料を完全に混合する。
Step 3. Detection cassetteのリリースパッドセクション（S）2か所に，Step 2 の溶液を2～3滴滴下する。
Step 4. 5～10分の間に結果を確認する（20分以降に確認された結果は無効）。
Step 5. テストライン（T）とコントロールライン（C）の発色を確認する。
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試験結果の解釈

• Positive ：Test line（T）とControl line（C）の両方が発色
• Negative ：Tは発色せず， Cのみ発色
• Invalid ：Cに発色が無い場合，Tの発色に関係なく，結果は無効

[メーカー略称：RAY]

RayBiotech, Inc.

検出用カセット
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Coronavirus IgG検出イメージ例 Coronavirus IgM検出イメージ例NOTE

※ 本紙に掲載されている内容は，2020年7月15日現在です。

※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品，診断用医薬品，食品，食品検査等

の用途には使用できません。

※ 仕様は改善のため，予告なく変更することがあります。

※ 本文中，”#”以下の英数字は商品コードを示しています。

※ 記載されている会社及び商品名は，RayBiotech社の商標または登録商標です。
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※ 本マニュアルは簡易版となっております。使用前に公式マニュアル（英文）を必ずご一読しいただき，内容をご確認下さい。
※ 本製品での測定結果は，診断や治療の根拠となるものではありません。
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