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製品事業年数特許



お互いに新型コロナウイルス感染症を戦いましょう。

アクアビタ社は、世界中の顧客に提供し

ている医療機器サプライヤーである。

我々の現在の戦いは、新型コロナウイル

スの蔓延に反対している。 カリフォルニ
アに拠点を置くAlfa Scientific
Designs、Inc.が⽶国で製造した試験の国
際販売契約を締結している。

ALFAは、迅速な免疫測定⽅法のポイント
オブケア検査の開発と製造におけるリー

ダーとして、受託製品開発、技術移転

、OEM、カスタムアセンブリ、およびプ
ライベートラベル付きパッケージ等幅広

いサービスを提供している。

年に設⽴されたALFAは、最⾼品質基準に
基づいて製造された画期的なデザインを

テストは⽶国国内の市場と海外市場の両

⽅で販売されている。

⽶国⻝品医薬品局: PEUA200790
Recu: 27/4/2020
材料:IgM Instant-view plus COVID-19抗
体テストおよび清澄新型コロナウイルス

IgG / IgM抗体検査

CEマーク: notification de certificat IVD
référence AF9449-2020, オーダー AF
9043-2020 (欧州評議会の指令98/79/AC
オベリス認定S.A. (O.E.A.R.C)

⼀部のお客様は次のとおりです。

●クラリティラボソリューション
●メドライン
●VWRインターナショナル
●⽶国シェブロン
●外国政府（ブラジル、トルコ、イン
ドネシア、MEA ...）
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Instant-view Covid-19 IgG/IgM
この装置は、カラーライン線の視覚的解釈を通じて抗SARS-CoV-2 IgG及びIgM抗体を検出
するためのクロマトグラフィー免疫測定⽅法である。

各装置は、テストラインGとして、抗ヒトIgGでコーティングされたニトロセルロース膜の
ストリップ及び、テストラインMとして、抗ヒトIgMがある。

このストリップは、ヤギ抗マウスIgGでコーティングされており、内部コントロールのCラ
インとして機能する。その他の重要な要素は、コロイドゴールドで新型コロナウイルス感染

症（COVID-19）のタンパク質と結合されたパッドです。

抗COVID-19 IgG及び・⼜はIgM抗体が検査サンプルに存在する場合、テストライン（G及び
・⼜はM）は抗原抗体複合体に結合し、ラインは⾚紫⾊で表⽰されている。
検査サンプルに抗COVID19 IgG紫⾊IgM抗体はない場合、G及び・⼜はMのテストラインは表
⽰されていない。

制御線Cは、テストが適切に機能していることを確認するため、反応後は常に表⽰されてい
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Photo: pack of 3 just for reference



抗体検査は、ヒト⾎清、⾎漿、もしくは全⾎中の新型コロナウイルス感染症のIgGおよび
IgM抗体を同時に検出して区別するよう、インビトロで定性的な免疫測定⽅法とする。

このテストは、研究所⼜はポイントオブケアでの医療従事者が使⽤のみを⽬的として提供

されている。

特にウイルスと接触したことがある者は、SARS-CoV-2感染に関わる陰性結果を除外とし
ない。

分⼦診断による追跡検査は、これらの個⼈の感染を除外するために考慮されるべきです。

抗体検査の結果は、SARS-CoV-2感染を診断または除外するため、または感染状態を通知
するための唯⼀の基礎として使⽤されるべきではありません。

陽性結果はコロナウイルスに属するHKU1、NL63、OC43、229Eなど、⾮SARS-CoV-2によ
る過去または現在の感染が原因から可能性がある。

献⾎のスクリーニング⽤ではない。

このテストはFDAがまだ認定されない。PEUA（緊急時の使⽤許可）の番号は

Instant-view Covid-19 IgG/IgM
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製品仕様

特異度：97.7％

感度：97.8％

サンプル型：全⾎および⾎清・⾎漿

結果時間：5-10分

保管状況：4C-30C



カタログ要求について

Bruno T. Radegonde +66817377706 ⼜はinfo@aquavita.inに連絡してください。

Aquavita Co., Ltd.

3689/9 Charoenraj Road, Bangklo, 

Bangkorleam, Bangkok 10120 Thailand

TEST PROCEDURE
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静脈または指先法で⾎液検体を採取する。

全⾎20µl⼜は⾎清・⾎漿10µl。

指⽰に従ってテストを実⾏する。

フィンガースティック全⾎   静脈全⾎                       静脈⾎清・⾎漿                   2滴の希釈剤を加える

5〜10分後、結果を読み取る。

無効

新しい装置でテストを繰り返す



COVID-19 IgG / IgM抗体テストボックス 20テスト数
回（1キット）

個別に袋に⼊れた装置（20個）
20μlピペット（20個）
3 mlの希釈剤付ボトル（1本）
使⽤説明書（1冊）

タイマー

安全ランセット

実験室⽤ピペット

アルコールワイプ

検査サンプルは採取後、すぐに検査する必要があります。 または
2-8度で7⽇間保管する。 または
-20度で3ヶ⽉まで保管する。 または
少なくとも-80度で1年間保管する。
凍結と解凍の繰り返しは避けてください。

袋の密封が壊れている場合は絶対使⽤しないでください。

試験を実施する際は、保護服、医療⽤⼿袋、眼の保護具を着⽤してください。

検査地域で飲⻝、喫煙をしないでください。

流出物を適切な消毒剤で徹底的に清掃してください。

供給された試薬および材料

必要な材料（提供しない）

テスト保管と安定性

無傷のテストキットはラベルに印刷された有効期限まで4〜30度で保管ができる。
キットを30度を超える温度にさらされる場合、保管寿命が短くなったり、装置を誤動作したりす
る可能性が

ある。

検査サンプルの保存

警告と注意
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臨床合意研究

  25フィンガースティック全⾎：

研究1：
中国で300の臨床試料を収集されて評価されました。 新型コロナウイルスの核酸検出キット
と⽐較した臨床所⾒を以下に表⽰する。

感度：

1.

2.    138⾎清/⾎漿：

特異性：

1. 43静脈全⾎：

2. 94⾎清:
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研究1

交差反応性

無関係な病状に関連する⾎清マーカーとの交差反応はない。CRP、RF、HIV、HBV⾎清マ
ーカー（HBsAg、抗HBc IgG / IgM）、HCV、単純ヘルペスウイルスIgG（HSV）、サイト
メガロウイルスIgG / IgM、マイコプラズマIgM 、デングウイルスIgG / IgM。
陰性サンプルは50の⾎清検体と20の全⾎検体を含む健康な献⾎者からの物である。

⼲渉

以下の化合物が試験され、⼲渉は観測されない。

臨床合意研究
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研究2：性能評価

⽬的

この研究はヒト⾎清⼜はは⾎漿検体におけてInstant-View®COVID-19 IgG / IgM抗体検査の
正確さを評価して⽬的とする。

サンプル

調査は社内で実施された。 テストはロット番号PD2003326Aからの物である。Instant-
View®COVID-19 IgG / IgM抗体テストは、IgMとIgGを別々に定性的に検出することを⽬的
とする。

テストは36PCRで確認された新型コロナウイルス陽性のヒト⾎清⼜は⾎漿検体、11PCRで
確認された新型コロナウイルス陰性のヒト⾎清⼜は⾎漿検体、および80回数の凍結抗体陰
性の⾎清および⾎漿サンプルに対して評価された。

全部の陰性サンプルは2020年より前に収集されて、SARS-CoV-2ウイルスが⽶国で流⾏し
ていることが判明する前となる。

結果

まとめ結果

臨床合意研究
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⾃由販売証明書
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E.A.R.証明書（欧州連合）
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IVD証明書（欧州連合）
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IVD証明書（欧州連合）
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外国政府への⽶国⻝品医薬品局からの証明書

Page 14
Aquavita company limited - Distributor of 
Bruno T. Radegonde - info@aquavita.in - +66817377706
Win Chartpanich - win.c@aquavita.in - +66914451565



外国政府への⽶国⻝品医薬品局からの証明書
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⽶国⻝品医薬品局からの承認書
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物流– FOB サンディエゴ（⽶国カリフォルニア州）
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•各キットには20回数テストとアクセサリが付いている。（6ページ参照）

•20個テストの1個キットの重量は0,52ポンド（236 gr）

•1箱につき20個キットが付いて（400回数テスト）、重量は12ポンド（5,5 kg）
⼨法は15 &quot;x 12&quot; x 12 &quot;（38,1 cm x 30.5 cm x 30.5 cm）である。

•48インチx 40インチx 56インチ（122 cm x 101.6 cm x 142.3 cm）の1つのパレット
の重量は467ポンド（212 kgのパレットが含まれた）36箱（⼀箱に当たり20回数テ
ストの20個キット）を収納できる。要するに、720個キットで、14400回数テスト
となる。

出荷⾒積もりについては貴社の運送業者お問い合わせください（航空貨物のみ）

テスト実施に関するサポートが必要な場合は、サポートを利⽤できる。
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パレット数

箱数

キット数

テスト数



公式認定代理店

医療機器サプライヤー

得意に⽶国で開発、製造された物である。

WWW.ALFASCIENTIFIC.COM

カタログ要求サポートについて

Contacts:
Bruno T. Radegonde 

 +66817377706 ⼜は info@aquavita.in

Win Chartpanich
+66914451565 ⼜は win.c@aquavita.in

Aquavita Co., Ltd.
3689/9 Charoenraj Road, Bangklo,

Bangkorleam, Bangkok 10120 Thailand

アクアビタ社

3689/9チャルンラート通り、バーンクロー町
バンコーレーム区、バンコク都 10120 タイ王国

特許 事業年数 製品


