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東海電子製アルコール検知器をお使いの皆様へ

吹きかけ式アルコール検知器とマウスピース吹き込み式アルコール検知器に関して

東海電子株式会社

平素より弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

平成 27年 2月 19日付けで、独立行政法人国民生活センターから『息を吹きかけることによって呼気

中のアルコール濃度を簡易的に調べるという測定器』について発表がありました。

こちらの発表の内容を受けまして、アルコール検知器の使用が義務付けられている運輸・運送事業者、

一般ユーザー、取引先等より「東海電子製のアルコール検知器・測定器は大丈夫なのか」とのお問い合わ

せを数件頂いております。

運輸・運送事業者においては、2011 年 5 月 1 日以降、点呼における酒気帯び確認の一要素としてアル

コール検知器の使用が義務付けられており、告示の定義によれば「吹きかけ式」も認められているため、

現在でも広く使われているのは周知の事実と思います。実際、弊社においても、「吹きかけ式」を採用

している製品が一機種あります。

これらの事から改めて、アルコール検知器義務化に関する法令の詳細、アルコール測定方式、弊社アル

コール検知器の測定方式「吹きかけ」と「吹き込み」及び、アルコール測定器の精度のレベルについて、

以下、お知らせ致します。

１．独立行政法人国民生活センターの発表内容について

◇発表タイトル：『過信は禁物！息を吹きかけて呼気中のアルコール濃度を調べる測定器

－運転の可否の判断には使用しないで！－』

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150219_1.html

◇報告書本文

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20150219_1.pdf

２．独立行政法人国民生活センターの報告書本文における「銘柄」（対象機器）について

この発表にある「銘柄」（対象機器）に東海電子製の製品は含まれているのか？ というご質問に

対しまして、当社では、この銘柄（対象機器）については一切判りません。

以下、本件の銘柄サンプルの選定基準となります。（報告書本文２ページより抜粋）

『「インターネットの大手通販サイト（楽天市場、amazon.co.jp、Yahoo!ショッピング）で「アルコ

ールチェッカー」、「アルコールセンサー」、「アルコール検知器」で検索したときに「売れている順」

や複数のランキングで上位にくるものや、東京都町田市、神奈川県相模原市の家電量販店、ドラッグ

ストア、ディスカウントストア、雑貨店などを調査し、多くのサイトや店舗で販売されていたものの

中から PIO-NET でも相談の多かった １万円未満の簡易型のアルコールチェッカーを選定し、6銘柄

（No.1～6）をテスト対象としました』（抜粋ここまで）



インターネットの通販サイトで販売しているという選定基準では、当社の製品では『ALC-Pico』が

該当します。（製品価格：29,800 円（税別））

弊社メーカーサイト（携帯型アルコール検知器 ALC-Pico）

http://www.tokai-denshi.co.jp/products/ALC-Pico_1.html

通販サイト（携帯型アルコール検知器 ALC-Pico）

http://item.rakuten.co.jp/tokai-denshi/10000000/

しかしながら、製品価格が 29,800 円（税別）であり、別の選定基準である「１万円未満」という

要件を満たしておらず、価格での選定基準からして対象機器である可能性が極めて低いと言えます。

３．東海電子製アルコール検知器（測定器）の製品群、種別と入手方法について

今回の国民生活センターの発表内容に併せて、弊社の製品を整理すると以下のようになります。

製品群 製品名
センサー

技術
測定方式

ネットでの

販売

設置型

アルコール検知器
ALC-PROⅡ

燃料電池

センサー
マウスピース吹き込み していない

プリンタ内蔵型

アルコール検知器
ALC-MiniⅢ

燃料電池

センサー
マウスピース吹き込み していない

携帯端末接続型

アルコール検知器
ALC-MobileⅡ

燃料電池

センサー
マウスピース吹き込み していない

車載型

アルコール検知器
ALC-ZERO

燃料電池

センサー
マウスピース吹き込み していない

デジタコ連動型

アルコール検知器

ALC-Mobile

DTL

燃料電池

センサー
マウスピース吹き込み していない

携帯型・簡易型

アルコール検知器
ALC-Pico

燃料電池

センサー
2モード

ﾏｳｽﾋﾟｰｽ吹き込み
している

吹きかけ

弊社製品のうち、「吹きかけ式」を採用しているのは、1機種のみ。

【ALC-Pico の設計思想】

呼気サンプリング方式 呼気流量 表示方法

吹きかけモード 呼気流量が一定ではない OK か NG の結果を表示

マウスピース

吹き込みモード
呼気流量が一定である 数値 0.000mg/l 単位で結果を表示



一般的な呼気サンプリング方式「吹きかけ式」と「マウスピースを使用しての吹き込み式」とでは、

吹きかける角度や強弱により流量が変わり、測定結果にバラツキが生じる可能性があるため、

弊社製品で唯一「吹きかけ式」を採用しています『ALC-Pico』については、より正確な判定を可能

とする「マウスピース吹き込みモード」も搭載しています（製品にはマウスピース１本が付属されて

います）。＊参照資料 P7-P10：ALC-Pico のカタログ、取扱説明書

４．法令確認その１：国土交通省 点呼における「酒気帯び」確認の方法について

2011 年 5 月 1 日から、旅客および貨物事業者が行う点呼について、酒気帯びの確認方法が変わっ

ています。

『運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器

を用いて行わなければならない。』

出典：旅客自動車運送事業 運輸規則 ２４条点呼

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000044.html

出典：貨物自動車運送事業 輸送安全規則 ７条点呼

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03901000022.html

上述のとおり、点呼における「酒気帯び」確認の方法は２通りあります。

①「目視等で確認する」

②「アルコール検知器を用いる」

これにつきましては、どちらか一方を実施すれば良いという解釈ではなく①と②両方実施することが

義務付けられています。

また、①「目視等で確認」の解釈につきましては、

『「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいう。

なお、対面でなく電話その他の方法で点呼をする場合には、運転者の応答の声の調子等電話等を受け

た運行管理者等が確認できる方法で行うものとする』となっています。

出典：旅客自動車運送事業 運輸規則の解釈および運用について（通達）

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/construction_ryokaku.pdf

出典：貨物自動車運送事業 輸送安全規則の解釈および運用について（通達）

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/construction_kamotsu.pdf

５．法令確認その２：点呼で使用できる「アルコール検知器」とは

点呼で使用できるアルコール検知器の定義は、平成 22 年 4 月 30 日付けの官報において明示されて

います。

『旅客自動車運送事業運輸規則第二十四条第三項の告示で定めるアルコール検知器は、呼気中のアル

コールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器とす

る』

『貨物自動車運送事業輸送安全規則第七条第四項の告示で定めるアルコール検知器は、呼気中のアル

コールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器とす

る』

点呼で使用するアルコール検知器の定義としては「呼気」を測れれば良く、測定方式の「吹きかけ」

「吹き込み」「マウスピースの使用」等までの規定はありません。



報道発表：「アルコール検知器使用の義務化の実施時期を延期するための省令等の改正を行いました」

出典：国土交通省自動車局 平成 23 年 3 月 31 日

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000051.html

自動車総合安全情報「点呼の際のアルコール検知器の仕様等が義務化されました」

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03alcohol/

にある『アルコール検知器義務化に関してよくある質問』をご覧ください。

＊参照資料 P11:官報に記載されたアルコール検知器の定義に関する告示

６．法令確認その３：アルコール検知器の有効性保持について

告示の定義において、厳密な精度の基準が設定されていない代わりに、アルコール検知器の義務化

の法令には「アルコール検知器の常時有効性の保持」という規定が盛り込まれています。

『アルコール検知器（呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国土交通大臣が告示で

定めるものをいう。以下同じ）を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに（中略）』

（貨物自動車運送事業輸送安全規則 ７条 点呼）

（旅客自動車運送事業運輸規則２４条 点呼）

『運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその

記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること』

（貨物自動車運送事業輸送安全規則 ２０条 運行管理者の業務）

（旅客自動車運送事業運輸規則４８条 運行管理者の業務）

運輸・運送事業者は、精度の基準、性能の規定がないことを認識し、自社で採用したアルコール検

知器については、原則毎日、常時アルコール検知器が正常であるか、有効性（正常性）を確認しなけ

ればならないことになっています。

出典：旅客自動車運送事業 運輸規則の解釈および運用について（通達）

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/construction_ryokaku.pdf

出典：貨物自動車運送事業 輸送安全規則の解釈および運用について（通達）

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/construction_kamotsu.pdf

７．法令確認その４：道路交通法施行令「0.15mg/l」と国土交通省の「酒気帯び」の考え方

点呼における酒気帯び確認は、アルコール検知器を用いることになっていますが、アルコール濃度が数

値で表示されるアルコール検知器でなければならないとは限りません。また、数値が表示されるとしても、

道路交通法における酒気帯びの基準である0.15mg/lを運行可否の基準としてはならないとされています。

こちらについても、前述の解釈および運用について、以下のように各運輸支局に通達が発布されて

います。

『「酒気を帯びた状態」は、道路交通法施行令（昭和 35 年政令第 270 号）第 44 条の 3 に規定する血

液中のアルコール濃度0.3mg/ml又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上であるか否かを問わない

ものである』



出典：旅客自動車運送事業 運輸規則の解釈および運用について（通達）

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/construction_ryokaku.pdf

出典：貨物自動車運送事業 輸送安全規則の解釈および運用について（通達）

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/construction_kamotsu.pdf

８．法令確認その５：アルコール検知器関連の行政処分について

旅客および貨物事業者が使用するアルコール検知器については、行政処分の基準が決まっています。

◇アルコール検知器備え義務違反 60 日車（初回）

◇アルコール検知器の常時有効保持義務違反 20 日車（初回）

出典：アルコール検知器に関連する行政処分の詳細は、以下を参照ください。

◇バス：一般乗合旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r103.pdf

◇バス：一般貸切旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r104.pdf

◇タクシー：一般乗用旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_r105.pdf

◇「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」

http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/data/transmittal_k104.pdf

９．ユーザーがアルコール検知器の動作を確認する方法について（点検キットについて）

弊社では、アルコール検知器の常時有効性保持義務の行政処分が発表されて以来、ユーザーにて

アルコール検知器の動作確認を簡易的に実施できるための「点検キット」を販売提供しています。

現状、ユーザーがメーカー設備以外でアルコール検知器の有効性を確認する方法としては、市販品の

口腔洗浄剤やアルコール消毒液・ジェル等を使う方法がありますが、これらはエタノール濃度があま

りにも高いため、弊社は推奨していません。

このことから、弊社では低濃度エタノールが含まれるスプレーと点検マニュアルをセットにした

「点検キット」での動作確認を推奨しています。

http://www.tokai-denshi.co.jp/products/tenken_kit.html



１０．東海電子製アルコール検知器の性能評価シートについて

弊社ではインターネットで個人ユーザーへ販売をしている「ALC-Pico」以外は、「いつ出荷して、

次回の校正日はいつか」という顧客情報とシリアル管理を全品で行っています。出荷時点の検査デー

タもすべて、顧客の営業所・支店単位で保管しており、センサーのライフサイクルの始めから終わり

までのトレーサビリティを確保しています。

各製品・顧客ごとのデータシートを直接提示することはできませんが、製品の性能評価の参考と致

しまして、第三者機関による、繰り返し再現性、公差等の評価結果を公表致します。

＊参照資料 P12-P18：各製品（ALC-PROⅡ、ALC-MiniⅢ、ALC-ZERO）の評価結果

  ◇日本国内 化学物質評価機構（ALC-PROⅡ・ALC-ZERO）

  ◇日本国外 アメリカ DOT 運輸省 NHTSA の CPL 取得時のデータシート（ALC-PROⅡUS)

  ◇日本国外 台湾 標準検査センターでの基本精度評価（ALC-MiniⅢ）

日本にはアルコール検知器の認定機関や認定制度はないため、弊社では、国際計量法で定める R126

に知見のある国内外複数の機関に評価を依頼しています。

＝＝本件に関するお問い合わせ先＝＝

東海電子株式会社 国内営業部

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-34-13

オリンピック第 3ビル 203 号室

TEL 042-526-0905 / FAX 042-526-0906







製 品 保 証 書

同梱品の確認

各部の名称

本製品の機能

製品名

保証期間

キリトリ

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピック第 3ビル 203 号室
東海電子株式会社　サポートセンター　修理・故障窓口宛　　TEL 0120-609-100

ご購入日より　　　3　　　ヶ月有効

ALC-Pico

2014 年　  　 3 月　ご購入日

※本書は校正時に必要になります。

※本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※ご使用前に、ALC-Pico に電池を入れてください。単三形電池の向きを確認してから、
　3 本入れ、プラスドライバーで電池用ふたを閉めてください。
※同梱のアルカリ乾電池はお試し用です。動作の確認にご使用ください。

この度は ALC-Pico をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に取扱説

明書をお読みいただき正しくお使いください。

■本体　　　■専用マウスピース　　■お試し用アルカリ乾電池 3 本　

■取扱説明書 兼 製品保証書（本書）

次のものが同梱されていることをご確認ください。

呼気吹きかけ口へ息を吹きかけることで、アルコール反応のチェックができます。

専用マウスピースを差込口にセットして、息を吹き込むことでアルコール数値を測

定することができます。

吹きかけモードでの測定　　　

呼気吹きかけ口に息を「フー」と吹きかけてください。センサーが息に反応すると「ピピ」

という音がなります。「カチッ」という音がするまで、センサーが反応している状態に

してください。

マウスピース差込口にマウスピースを奥までしっかりと挿し込み、息を吹き込んでく

ださい。センサーが息に反応すると「ピピ」という音がなります。「カチッ」いう音が

するまで、センサーが反応している状態にしてください。

吹き込みモードでの測定　　

※アルコール数値は、呼気中アルコール濃度「mg/L」で表示されます。

マウスピース

差込口

電源ボタン

電池用ふた

表示パネル

呼気吹きかけ口

Dual M
ode Te

ste
r

ストラップ
取付孔

ストラップ
取付孔 Dual M

ode Te
ste

r

フー

ピピピピッ

Dual Mode Tester

ピピピピッ

取扱説明書

正確なアルコール数値を測定したい場合

アルコールの簡易チェックをしたい場合吹きかけモード

吹き込みモード

※測定を中断したい場合は、表示パネルに「BLOW」が表示されている間、もしくは測定準

　備のカウントダウン中に電源ボタンを押してください。測定が中断され電源が切れます。

アルコール結果が表示されます。

息を吹きかけます。

６秒間表示された後自動的
に電源が切れます。

測定中です。

吹き込んだ息の強さが表示
されます。-- が多いほど息
が強いことを表しています。

測定中です。

Dual Mode Tester

測定手順

電源ボタンを押すと、測定準備が開始されます。画面に「BLOW」と表示されたら測

定を始めてください。

本体の温度が表示されます。

測定の準備をしています。

（カウントダウン表示されます）

測定がおこなえます。

表示されるエラー・情報画面

ALC-Pico の表示パネルには、エラーや本体の情報が表示されます。

電源ボタンを押します。

アルコール数値が表示され
ます。
数値 0　　

数値 0 以外 

:　　ピーッピーッ

:　　ピーーーー

電池の残量がありませ
ん。電池を交換してくだ
さい。

息の吹き込みが強すぎま
す。息の吹き込みを弱め
てください。

電池を交換してくださ
い。それでも表示される
ようであれば、弊社サ
ポートセンターまでご連
絡ください。

アルコールが本体内に
入った可能性がありま
す。しばらくしてから再
測定してください。それ
でも解消しない場合は弊
社サポートセンターまで
ご連絡ください。

弊社サポートセンターま
でご連絡ください。

本体の温度が上がってい
ます。涼しい場所におき、
しばらくしてから測定し
てください。

本体の温度が下がってい
ます。暖かい場所におき、
しばらくしてから測定し
てください。

使用期限が近付くと残り
日数、残り回数のどちら
かの画面と交互に表示さ
れます。（裏面参照）

使用期限が切れた時に日
数切れ、回数切れのどち
らかの画面と交互に表示
されます。この画面だけ
が表示されるときは弊社
サポートセンターまでご
連絡ください。

※ごくまれに吹きかけ、または吹き込みしていないのにセンサーが

　反応する場合があります。その場合は電源ボタンを押して測定を

　中断し、再度電源を入れてください。

本製品が、取扱説明書に記載されている注意事項に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合には、ご連絡の上、製品と本保証書を下記住所に送付く

ださい。尚、送料はお客様のご負担とさせていただきます。

６秒間表示された後自動的に電源が切れます。

または

　反応なし：OK　　　ピーッ

　反応あり：NG　　　ピーーーー



●本書に記載された内容の一部、または全部を無断で転用、転載することは禁止されています。

●本書の内容に関しまして、将来予告無く変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●本製品は日本国内仕様であり、海外でのご使用に対する責任は一切負いません。

●保証書は記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。保証書のご提示がない場合、保証期間内でも無償修理、校正をお受けできないことがあります。

●廃棄する場合は、各市町村の処理手順に従って廃棄してください。

その他のご注意

道路交通法６５条には「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。

本製品を、酒気帯び、酒酔運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に使用したり、裁判など法的事実認定の判断材料にすることはできません。関係する販売および製造業者は本機器を利用した、

利用しないに関わらず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。

使用目的に関するご注意

保 証 規 程

１．本製品が、取扱説明書の注意書きに従った正常な状態で故障した場合には本保証書の記載内容に基づき、ご購入日から満 3 ヶ月間無償修理を致します。

２．本保証書内容に基づく修理をご要望の際は、製品と保証書を弊社サポートセンター修理・故障窓口へご連絡の上、送付ください。発送時の費用はお客様ご負担、弊社からの返送時の費用は

　　弊社負担とさせていただきます。また、発送時はご購入時の箱や梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証が可能な業者のご利用をお願い致します。

３．保証期間内でも次の場合は、有償修理となります。

　　　１）　取扱上の不注意、誤用による故障及び損傷。

　　　２）　弊社の指定する修理取扱以外による修理、改造、分解、清掃等による故障及び損傷。

　　　３）　泥、砂、水かぶり、落下、衝撃等が原因で発生した故障。

　　　４）　火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。

　　　５）　保管上の不備（高温多湿の場所、ナフタリンや樟脳の入った場所での保管）や手入れの不備による故障。

　　　６）　本保証書のご提示がない場合。

　　　７）　本保証書にお買い上げ年月の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

４．消耗品類（専用マウスピース、電池）は、本保証書による保証の対象とはなりません。

※ご注意
１．本保証書は、以上の保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。２．本保証書の表示について、ご不明な点は弊社窓口へお問い合わせくだ
さい。３．本保証書は紛失されても再発行されませんので、大切に保管してください。４．本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

機能詳細

●本機器の分解、改造をしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

●万一、煙やこげなどの異臭があった場合、そのまま使用し続けると火災や感電の原因になります。すぐに使用を停止してください。

●清掃のときは、水で湿らせて固く絞った布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナー等、引火性溶剤は使用しないでください。機器の故障や感電の原因となります。

●本機器内部に水を入れたり濡らしたりしないでください。火災や感電の原因となります。本機器には防水処理は施されていません。

●本機器の近くで可燃性のスプレー等は使用しないでください。火災や感電の原因となります。

●電池は正しい方向に入れてください。

安全上のご注意

●直射日光の当たる場所や高温になるところで使用しないでください。機器外装が熱により変形することがあります。10℃～ 40℃にてご使用ください。

●直射日光の当たる場所や高温になるところに長期間保管しないでください。-10℃～ 50℃の環境にて保管してください。

●本機器を寒い場所から急に暑い場所に移すと、結露（水滴）が発生することがあります。結露が起きないよう、温度・湿気変化の少ない環境にてご使用ください。

●万一結露が生じたときは、火災・感電や機器の故障の原因となりますので、電源を切り、結露が消えるまで十分な時間を待ってからあらためてご使用ください。

●マウスピース差込口にマウスピース以外のものを挿し込まないでください。故障の原因となります。

●マウスピース差込口、呼気吹きかけ口に故意に水を入れたり、アルコールを入れたりしないでください。故障の原因となります。

●水がかかる場所で使用しないでください。濡れた場合はすぐに拭き取ってください。

●正確に測定していただくために、飲食および喫煙直後は 15 分以上（洗口剤使用後は 20 分以上）時間をおいて測定してください。

●内臓疾患のある方、病気療養中の方、薬を服用の方、体質的に発酵ガスのある方、新陳代謝や個人の体調、体質の個体差により、ごくまれに反応することがあります。

●本機器を振り回したりしないでください。

●本体に付属のアルカリ乾電池は、お試し用です。動作の確認にご使用ください。

●低温時にアルカリ乾電池をご使用になると、乾電池の特性上、使用できる期間が短くなります。ニッケル水素充電池（1900mAh 以上）を推奨します。

使用上のご注意

注 意 事 項

お手入れ方法

本体が汚れてきたら、水で湿らせて固く絞った布で拭いてください。

マウスピースは、水、または水で薄めた中性洗剤で洗浄してください。洗浄後は、

乾燥させてからご使用してください。

注１　アルカリ乾電池は低温時には性能が低下し、電池交換が頻繁になる場合があるため、

　　　ニッケル水素充電池（１９００mAh 以上）を推奨します。

注２　アルコール数値 0.050mg/L 未満の数値を検出した場合 0.000mg/L と表示されます。

アルコールや、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

◆サポートセンター
　　　TEL  : 0120-609-100　　　FAX  : 042-526-0906
　　　 support-alc@tokai-denshi.co.jp
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外形寸法　　　　　　　

重量　　　　　　　　　

形状　　　　　　　　　

電源　　　　　　　　　

測定回数 ( 電池寿命 )　　

使用回数・期限　　　　

保証期間　　　　　　　

主材質　　　　　　　　

動作温度　　　　　　　

測定開始検知　　　　　

測定方式　　　　　　　

アルコール検知方式　　

測定範囲　　　　　　　

分解能　　　　　　　　

ウォームアップ　　　　

演算時間　　　　　　　

結果表示

幅 60mm× 高さ 158mm× 厚み 23mm

約 180ｇ（電池含む）

携帯型

単三形電池（マンガン乾電池使用不可）注 1×3 本　オートパワーオフ有

連続使用１,０００回

１５,０００回　または 24 ヶ月（どちらか先に到達した方）

3 ヶ月

ＡＢＳ樹脂

1０℃～４０℃

息吹きかけ / 吹き込み　自動判別

呼気中アルコール濃度測定

燃料電池センサー

0.000 ～ 1.000mg/L 注 2

0.001mg/L

約 20 秒（10℃以上）

アルコールなし：2 秒　アルコールあり：最大 30 秒

息吹きかけ時：検出なし（OK）/検出あり（NG）を表示

息吹き込み時：ＬＥＤに数値表示

使用期限

ALC-Pico の使用期限（使用期限 24 ヶ月、使用回数 15000 回）が近づくと表示パ

ネルに「ALT」と下図①が交互に表示されます。使用期限を越えると「Ｅｒｒ」と

下図②が交互に表示され、アルコール測定ができなくなります。新しいものをお買

い求めください。

弊社では、「校正」という ALC-Pico の交換サービス（有償）をおこなっております。

ご希望の場合は下記までご連絡ください。

保証期間は、購入から 3 ヶ月、使用期限は、メーカー出荷月から 24 ヶ月、

15,000 回になります。それを超えてしまうと測定できなくなります。

※

※送料は、お客様のご負担とさせていただきます。

※校正後に送られてくる本体は新品同等品であり、校正を依頼した本体と同一のものではあ

　りません。ご注文書と購入時の保証書および校正対象品が到着した後、約 2 週間で校正済

　みの本体を発送致します。

※校正には、保証書が必要になります。大切に保管してください。

※掲載されている内容は予告なく変更される場合があります。

残り日数 30 日から表示
されます。

残り回数が 999 回から
表示されます。

使用期限 24 ヶ月を超え
ました。

使用回数 1,5000 回を
超えました。

①　使用期限が近付くと

②　使用期限切れ



 



<ホームページ掲載案>

一般財団法人化学物質評価研究機構による性能評価試験結果

●リニアリティ試験

ALC-LOCK ALC-PROⅡ

●繰り返し再現性試験

ALC-LOCK ALC-PROⅡ
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