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【販売会社】

株式会社ＨＮＣ

PCR検査に次ぐ最新の抗原検査キット

1. LOOK SPOT 製品紹介
2. LOOK SPOT 検査方法とアプリ設定方法
3. LOOK PASS アプリ設定方法と使用方法
4. 陽性が出た場合の補完製品としてのご提案
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LOOK SPOT製品紹介
ライパック社(LAIPAC)はカナダオンタリオ州リッチモンドの企業Lai社長は台湾人、GPSウェアラブルデバイス
を生産販売、メイン販売先は警察組織、数々のビジネス賞を受賞。

抗原検査試薬キットLOOK SPOTはスマートフォンを使ったウイルス検知キット、AIと機械学習により化学反応
の色強度を検出し、ウイルスの濃度を定量化して測定。

◆製品特徴◆

【1】判定をAIで行うため個人差が無く、測定時間は5〜8分と早く、精度は95%以上と判定精度が高い。
【2】鼻咽頭採取ではなく、鼻腔ぬぐい液採取法の為簡単で安全、採取負担が無く誰でも簡単に使用が
出来特別な訓練は不要。(YouTubeへ使用方法の情報)
【3】PCRの試験と比較するとコストは低い、他抗原検査キットに比べてもコストは同等か低い。
【4】試験後検査カセットは自動的に紫外線で除菌。
【5】試験器のスマートフォンと検査者のスマートフォンに結果を通知。

NEGATIVE （陰性） POSITIVE (陽性)  INVALID (無効)
【6】実績を集計し検査管理やデーター化が出来る。
【7】リーダーはカナダ生産、カセットは台湾生産、カナダ国内で製品化、厳しい生産管理をおこない
不良率は少ない。
【8】CDC保険当局向けに、API経由でリアルタイムに検査結果を提供出来る。
【9】今後の新型ウイルスや変異型にも対応、リーダーも継続使用可能。
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Look SPOTシステムの優位性
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Q&A
【1】FDA他の申請状況

申請中、2月下旬許可される予定、コロナ関連製品としてリストに追加されます。

CE申請中、1月中旬に許可予定、その後プレスリリースをする予定。

【2】判定精度

感 度：PCR検査で陽性となった方のうち、95%の方は、LOOKSPOTでも陽性という結果が出ています。

特異度：PCR検査で陰性となった方のうち、99％の方は、LOOK SPOTでも陰性という結果がでています。

LOOK SPOTではAIを利用した判定を行っているため、一般的な抗原検査キットに比べて、感度、特異度ともに
高い値となっています、データも入手予定。

【3】サンプル採取から検査するまでの時間

チューブに入れた状態（サンプルを採取後、チューブ内壁にこすりつけた状態で蓋を閉じる）では、

一時間以上経過しても結果に影響はない。カセットに3滴サンプルを落とした後、時間を経過する事は、

もし被験者が陽性だった場合、ウイルスが暴露した状態であり、危険な為おすすめ致しません。

【4】リーダーの電源は自動OFF、滅菌中表示

現在アプリで電源オフに改訂致します、また滅菌中の表示についてもアプリで対応致します。

アプリは現在英語版ですが日本語も対応予定。

【5】サーバーは大丈夫

AWS（Amazonウェブサーバー）を使っています、稼働率は99.9%と安心で安全、日本政府も使用している。
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【6】現時点での販売国及び国内販売先

カナダ、米国、イスラエルで販売の準備が進んでいます。これに加えてEUや他のアジア諸国にも展開していく

予定です。日本国内は㈱サンヘルス様が代理店として輸入、現在契約書締結に向け準備中。

【7】価格

まだ展開を開始したばかりで、実績はわかりません。米国では、検査だけではなく、付加価値の高いサービスの

提供を考えている会社もあるそうです。（コンサルや治療プラン等）

国内価格未確定 リーダー1台セット 納入価格 円

トレーセット10セット 納入価格 円

【8】LOOK SPOT製品の納期

日本国内の在庫状況及びメーカー在庫にもよりますが、カナダからエアーで輸入の為リードタイムは

約二週間前後の納期を想定しています。

【9】唾液の採取は出来ますか

当初は唾液採取も検討しましたが安定採取できます鼻腔採取に致しました。

【10】PCRとの違い

PCR検査はSARS-Cov2に含まれる遺伝子を検出致します、抗原検査ではSARS-Cov2 が持つ抗原(特有なタンパク質)

を検出致します、PSR検査同様今SARS-Cov2が存在するかを判定致します。
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【11】LOOK SPOTの想定販売先

○調剤薬局の従業員 ○ドラッグストアの従業員や顧客 ○美容師

○クリニックのドクター、ナース○ファストフードの従業員 ○歯医者

○デイケアセンター、介護施設の従業員、利用者 ○給食センター ○旅行（個人団体）

○デパ地下（食品販売） ○空港（インバウンド、搭乗客） ○レストラン

○学校の先生、塾の先生 ○保育園、幼稚園の先生 ○入院する患者さん

○各種個人トレーナー、居酒屋の従業員、お客様 ○会社の営業マン

○ディズニーランド、USJの従業員 ○ホテル従業員 ○接待する人、される人

○展示会主催者側、出展メーカー、来場者 ○取引先メーカー、業者

【製薬会社の場合】 月1回 全社員検査、月2回 営業員・購買・物流、毎週月曜日 出張が多い営業員、

必要に応じ 経営陣、会食前後等…

【13】LOOK SPOT Ⅱ

新型を発売予定!

【12】YouTubeに情報有りますか?
LOOK SPOTで検索、Covid-1LookSPO
（日本語)を視聴して下さい。



カセット6番はPCRでは陽性でしたが肉眼では
陰性と判断しました(偽陰性)これをAIで処理を
したAI処理後の画像では正しく陽性と判断して
います。

他社の抗原検査より高い精度が出せます。

【14】カセットの色変化・AI処理後の画像

陰性

陽性



Look SPOT 検査方法とアプリ設定方法
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リーダー本体

調整用カセット(テスト用)

単4電池2本使用(電池は同梱されていません)

電池蓋(下にス
ライドで開閉)

スマートホン
固定用シール

リーダーセット内容

検査カセット

スワブ(検体採取スティック

開封口

専用試薬

採取スポイト

検査用カセット

検査用カセット内容物

専用試薬の蓋を開け中
にスワブを入れ約 1分間
十分に混ぜる

スワブのスポンジ
部分を左右の鼻腔
に入れ検体を十分
に採取。

専用試薬から採取
スポイトを使用し試
薬液を取り出す。

検査用カセットのカセット端
にある小さな穴にスポイト
で試験液を3滴入れる。

９

検査開始

検査開始

検査方法

検査用セット内容

試験液を入れてから３時間
以内に検査を開始する。
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iPhone

Android

Playストアを開く

App Storeを開く

検索をクリック

検索をクリック

検索画面

検索画面

LOOK SPOTと入れ検索

LOOK SPOTと入れ検索

検索画面に移動 ログイン画面へ

アプリを開いて下さい。

スマートフォンに「LOOK SPOT」アプリをインストールして下さい。

１

※ 「LOOK PASS」の
アプリインストールも同様です。

11

アプリの購入(無料)
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iPhoneの場合は、App Storeから、
アンドロイドの場合は、Playストア
から、「Laipac」の「LooK SPOT」を
検索してインストールして下さい。

アプリの最初の画面です。
「アカウントの作成」をタッチして
下さい。
次のページの画面に切り替わり
ます。

アカウント登録画面です。
メールアドレス、名前、名字、
パスワードを入力して下さい。
名前、名字は日本語で入力でき
ます。

こちらで入力するメールアド レス
にアカウント作成のためのメール
が届くので、必ずメール受信が可
能なアドレスを登録して下さい。
パスワードは、8文字から10文字
必要です。必ずアルファベットの
大文字、小文字を1文字以上、含
んで下さい。最後に「アカウント作
成」をタッチして下さい。

メールを受信したらメール本文中
のリンクをクリックして下さい。こ
れでアカウントの作成は完了です。

１ ２
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メールを受信したらメール本文中
のリンクをクリックして下さい。こ
れでアカウントの作成は完了です。

２-２
iOS14ではパスワード登録にＯＳに不具合がある事が報告されています。
iOS14のiPhoneでLooKSPOTのアカウント作成を行う場合は、以下の手順でお願
いします。
4項が通常の手順とは異なる点です。

1．メールアドレス入力をタップ。フリックキーボードが表示される。フリックキー

ボードのABCキーあるいは マークをタップして英語のキーボードに切り替え

てメールアドレスを入力。

2．名前入力をタップ。 マークをタップして日本語に切り替えて名前を入力。

3．姓名入力をタップ。そのまま姓名を入力。

4．姓名を入力後、カーソルはそのままの位置で、キーボードの マークをタップ

して英語のキーボードに切り替える。（3秒程待ってスペースキー部が空白又

はspaceと表記されていることを確認してください）

（スクリーンショットを参照願います。）

5．パスワード入力をタップし、パスワードを入力。

6．パスワードの確認をタップし、同じ パスワードを入力。

メールを受信したらメール本文中のリンクをクリックして下さい。これでアカウ

ントの作成は完了です。

iOS14でのLooKSPOT新規アカウントの登録手順



14

アカウント作成が完了したら一度、
アプリを閉じて、再度アプリを開い
て下さい。

既にアカウントは作成済みですの
で、登録済みのメールアドレスが
表示されます。
（ソフトの版数によってはメールア
ドレスが表示されない場合があり
ます。その場合はメールアドレス
を入力して下さい。）

パスワードを入力して「ログイン」
をタッチして下さい。

次に検査場所の登録をします。

町の名前、都道府県名を入力し
て下さい。
日本語で入力できます。

国名は「Japan」を選んで下さい。

検査場所の入力は一度行えば、
次からは入力不要です。

ここで一度、アプリを閉じます。

３ ４
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LooK SPOT リーダーに単 4） 

 

 

調整ホイール 

電源スイッチ 

電池蓋(指で下にスライドで開閉) 

リーダーレンズ 
スマートフォンカメラとリーダーレンズを合わせる 

調整ホイールをスマートフォンの幅に合わせてスマートフォンをLooK SPOTリーダーに取り付けます。

○スマートフォンはアップルの場合はiPhone6以上あるいはiOS13以上である事、
○アンドロイドの場合はAndroid7.1以上で800万画素以上である必要があります。
○スマーフォンで800万画素以上に設定してください。
○ブルートゥースとGPS(位置情報)設定をオンにして下さい。
○スマートフォンのカメラのオートフラッシュ設定をOFFにして下さい。

LooK SPOTリーダーの電源を入
れて下さい。
その後、スマートフォンのカメラ機
能を開きます。
画面の中央に+が来る様にスマー
トフォンの位置を調整します。
位置の調整が完了したらカメラ機
能を閉じて下さい。

５
６

LooK SPOT底部に単4電池2本をセットして下さい。
（電池は同梱されていません。）
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リーダー側面に製造番号が記載

LooK SPOTリーダーのアプリを開き、P3, P4の内容を確認後、「次へ」をタッチします。
すると上記左の画面となります。「LooK SPOT リーダーと接続しました 」のXをタッチします。
LooK SPOTリーダーの製造番号が表示されますので、こちらをタッチします。
近くに他のLooK SPOTリーダーがある場合は、複数の製造番号が表示されますので、間違えない様に注意して下さい。
該当する製造番号をタッチしたら、「戻る」をタッチします。

７
×をタッチする。

戻る
同製造番号をタッチする。
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「LooK SPOTリーダーと接続しまし
た」に✔がついている事を確認しま
す。
次にキャリブレーション用(調整用)
カセットを挿入し、「カメラの位置補
正は完了しました」のXをタッチしま
す。

上記左の様に画面にキャリブレーションカセットの黒枠と検査に使用する白枠が
表示されます。
ここで「位置補正」をタッチします。するとキャリブレーションが開始されます。

■アンドロイドの場合
「処理中」と表示されますので、表示が消えるまで待って画面右上の「確認」

をタッチして下さい。
■iPhoneの場合
時計マークが停止するまで待って画面左上の「戻る」をタッチして下さい。

上記右の様に黒枠と白枠が重なっていない場合は、もう一度、「位置補正」を
タッチして下さい。

「カメラの位置補正は完了しまし
た」に✔がついている事を確認し
て下さい。

これで検査の準備は完了です。

８ ×をタッチする。

調整用カセット
(テスト用)

日本語
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検査カセットを、検体を投入した窓がリーダーの外に出る向きで挿入します。
検査カセットのIDが表示された事を確認し、「カセットを検知しました」×をクリック後「新型コロナウィル
スの検出を開始します」 をタッチします。
するとタイマーが動作を開始し、5分から8分後に検査結果が表示されます。

９

動作中はリーダーを
動かさないで下さい。

検査方法のページを参照。

挿入方向(小さい窓が外側)

日本語

カセットID表示

クリック
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結果は「陰性」、「陽性」あるいは「無効」のいずれかです。
「無効」となった場合は、キャリブレーションがずれてしまったケースと検体の採取に失敗した場合が考えられます。
キャリブレーションをし直して同じカセットで再検査をして下さい。
それでも駄目な場合は、新しいカセットで検体を採取し直して、検査をして下さい。

検査終了後は、検査に使用した試薬、カセット、スワブはビニール袋に入れ封をした後、プラスチックごみとして廃
棄してください。

10

試験後検査カセットは自動的に
紫外線(UV)で除菌。
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７ 10

LOOK PASSアプリを入れて
結果をスマートフォンへ送る、
そして陰性パスを確認。

７

アプリ設定方法

LOOK PASSで

検索しアプリを
ダウンロード

LOOK PASSの準備

完了、検査 で検
査用カセット裏に
あるQRコードを読
ませる。

７

検査用カセット裏QRコード
画面下のパスで過去検
査パス確認。

過去パスをクリックする
とパスが拡大。

OK確認次確認 カメラ 中央に合わせ読み込み完了

検査開始

検査終了後
に結果が
メールで送
られる。

アプリ使用方法

11
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12
検査画面下部の検査履歴をタッ
チすると当該リーダーの過去の
検査履歴が表示されます。
一度使用したカセットで複数回
検査を行っても、結果は最初の
一回のみ記載されます。

画面下部の「さらに」をタッチ
すると左の画面になります。
ここから、パスワードの変更や
ログアウトが可能です。


