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T-ALC-MB100
呼気中アルコール濃度測定方式
高精度燃料電池型センサー
mg/L
携帯電話のディスプレイ（本体には表示しない）
0.050～1.000mg/L
あり（1～3000回まで）
+10℃～+40℃（90％RH以下　結露なきこと）
-10℃～+50℃（90％RH以下　結露なきこと）
なし
0.001mg/L
電源ON後約20秒（低温時60秒前後）
20秒経過後（未使用時）
小型ポータブル
約3秒
専用マウスピース使用（1個付属）
2秒～10秒（使用環境、濃度により異なる）

1.専用ニッケル水素充電池　角形8.4V200mAh
2.ACアダプタ方式（100V±10％/50～60Hz）
3.カーバッテリー（付属シガレットケーブル使用）
12V/24V車（-）マイナスアース方式の電源使用車限定

0.7W
付属のACアダプタ使用により約8時間充電
フル充電時の測定回数　約100回
（周囲の温度及びバッテリー劣化により差異あり）

230g（電池、ケーブルを含む）
135×48×72
オプションCD「ALC-PRO Plus」
またはPCの一般メールソフト

専用コネクターケーブル

なし

12ヶ月もしくは3,000回計測ごとに1回

T-ALC-MB200
呼気中アルコール濃度測定方式
高精度燃料電池型センサー
mg/L
携帯電話のディスプレイ、本体に表示
0.050～1.000mg/L
あり
0℃～+40℃（90％RH以下　結露なきこと）
-10℃～+50℃（90％RH以下　結露なきこと）
なし
0.001mg/L
電源ON後約5秒(20℃以上の場合）
60秒経過後
小型ポータブル
約3秒
専用マウスピース使用（1個付属）
2秒～30秒(使用環境、濃度により異なる)

1.専用ニッケル水素充電池　(1.2V 2100mAh)×3
2.ACアダプタ方式（100V±10％/50～60Hz）
3.カーバッテリー（シガレットケーブル使用※オプション）
12V/24V車（-）マイナスアース方式の電源使用車限定

0.7W
最大8時間（付属のACアダプタ使用）
フル充電時の測定回数　約500回
（周囲の温度及びバッテリー劣化により差異あり）

約270ｇ（電池重量を含む）
150×65×40（最厚部）
1.オプションCD「ALC-PRO Plus」またはPCの一般メールソフト
2.USBメモリーで取り出してPCで確認※ProPlusに取込めるようになります

Bluetooth 2.1＋EDR

ＪＩＳ防滴Ⅱ形相当（ＩＰ42準拠）

12ヶ月に1回

T-ALC-MB100
呼気中アルコール濃度測定方式
高精度燃料電池型センサー
mg/L
携帯電話のディスプレイ（本体には表示しない）
0.050～1.000mg/L
あり（1～3000回まで）
+10℃～+40℃（90％RH以下　結露なきこと）
-10℃～+50℃（90％RH以下　結露なきこと）
なし
0.001mg/L
電源ON後約20秒（低温時60秒前後）
20秒経過後（未使用時）
小型ポータブル
約3秒
専用マウスピース使用（1個付属）
2秒～10秒（使用環境、濃度により異なる）

1.専用ニッケル水素充電池　角形8.4V200mAh
2.ACアダプタ方式（100V±10％/50～60Hz）
3.カーバッテリー（付属シガレットケーブル使用）
12V/24V車（-）マイナスアース方式の電源使用車限定

本体：0.7Ｗ　モジュール：0.2Ｗ
本体：約８時間　モジュール：約３時間（付属のＡＣアダプタ使用）
フル充電時の測定回数　約100回
（周囲の温度及びバッテリー劣化により差異あり）

本体：約230ｇ（電池、ケーブルを含む）　モジュール：約30ｇ（電池、ケーブルを含む）
本体：135×48×72　モジュール：56×30×19
オプションCD「ALC-PRO Plus」
またはPCの一般メールソフト

Bluetooth

なし

12ヶ月もしくは3,000回計測ごとに1回

ALC-Mobile Ⅱ ALC-Mobile Bluetooth ALC-Mobile

スマートフォン
対応

システム構成

※時期により対応機種が変わります。

本体
正面

本体
正面

専用マウスピース

携帯電話

USBメモリ
（4GB）

側面

遠隔地
対応型

ALC-Mobile Ⅱ ALC-Mobile Bluetooth / ALC-Mobile

スピーカー

セット内容
●測定器本体
●ACアダプタ
●シガレットケーブル

●専用ケース
●専用マウスピース（1本）

セット内容
●測定器本体
●AC アダプタ

●専用ケース
●専用マウスピース（1本）

●USBメモリ（4GB)

〈注意〉 ※携帯電話の対応機種は当社ホームページでご確認いただくか下記へお問い合せください。※携帯電話は別途お求めください。※アプリケーションのダウンロードおよび設定はお客様の作業となります。

携帯電話4社対応

※シガレットケーブルはオプションとなります。

Bluetoothモジュール
（ALC-Mobile Bluetooth）

au　NTTドコモ　ソフトバンク　イーモバイル
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ALC-Mobile Ⅱ ALC-Mobile Bluetooth ALC-Mobile

● このカタログの内容は2012年12月現在のもので、仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。
● 写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

道交法第65条には、「何人も、酒気を帯びて運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆ
る違法行為を助ける道具に意図的に利用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。関係する販売および製造
業者は、本製品を利用するとしないに関わらず、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。

ご注意

特許　第4422592号

A04-06

〈本　社〉〒419-0201 静岡県富士市厚原 247-15　Tel.0545-67-8988

【　製品に関するお問い合わせ　】

www.tokai-denshi.co.jp

Tel.042-526-0905
月～金 午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

東京事業所

〈営業所〉札幌・仙台・東京・富士・名古屋・大阪・広島・福岡

Fax.042-526-0906

〒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



 ALC-Mobileシリーズ 
貴社の状況に合わせて最適なタイプを
お選びいただけます。

リアルタイム通信とオフラインモードにより
状況にあった測定が可能に

携帯電話のキャリアを選ばず
高い自由度を実現したBluetoothタイプ

接続は携帯電話のジャックにつなぐだけ
シンプルな操作のベーシックタイプ

ドライバーと管理者がALC-Mobileでつながる。
測定結果はPCで一括管理でき、
安心の飲酒管理体制を実現！

写真＆GPS情報で見える点検

リアルタイムで送信

安心の飲酒管理体制

携帯電話が使えない場合でも

データをUSBメモリへ確実に保存

管理者の元で一元管理

「見えない場所での飲酒点検」では
測定結果の信頼性がカギ。
ALC-Mobileは測定結果に、被測
定者の顔写真と測定場所の位置
情報を添付し、いつ・どこで・誰が測
定したかを正確に証明します。

携帯電話が使用できない状況
でもALC-MobileⅡ本体のみで
の使用が可能。測定結果は本
体に保存されます。

物流センター・宿泊先・パーキングエ
リア…。いつどこにいても手軽に点
検が行え、測定結果が自動的に管
理者宛にメール送信されるので、常
にリアルタイムの乗務員管理を実
現。また自動送信により測定結果の
改ざんも防止できます。　

本体にUSBメモリを接続するこ
とにより、保存された測定結果
のデータをUSBメモリに記録す
ることができます。

複数の乗務員から時間を問わず
次々と送られてくる測定結果情報
は、管理ソフト「ALC-PRO Plus」に
よって、人員ごと、日時ごとに正確に
管理。測定結果は1年分保存され、
必要な時にいつでも取り出せます。
営業拠点ではALC-PROⅡ、出先で
はALC-Mobileを使用すれば、貴社
全社の飲酒管理体制は万全です。

測定結果の記録されたUSBメ
モリを管理者のパソコンに接続
し、管理ソフト「ALC - PRO 
Plus」によって管理することが
できます。

対応通信事業者 携帯電話 ： NTTドコモ、ソフトバンク
Android携帯 ： au、NTTドコモ、ソフトバンク、イー・モバイル

対応通信事業者 携帯電話 ： NTTドコモ
Android携帯 ： au、NTTドコモ、ソフトバンク、イー・モバイル

対応通信事業者 携帯電話 ： au、NTTドコモ

※対応機種はHP.または営業にお問い合わせください・

Bluetooth接続でスマートフォン（Android）との連動が可能で
す。音声ガイドや日本語表示で、操作がより分かりやすくなりまし
た。また、圏外での測定や、携帯電話の電池切れ時でも、測定器
本体に日時付き測定結果を保存しますので後で確認する事が可
能です。
アルコール検知器本体に測定結果が保存されていますので、検
知器を持ち帰ってUSBで抜き出せば何月何日、何時何分にアル
コールチェックが行われたかがわかります。データをリアルタイム
で見たい時は、スマートフォンと接続し、測定専用アンドロイドア
プリによって、顔写真付きのデータを送信することができます。

自動※で測定時の顔写真を撮影。測定結果、位置情報ととも

に携帯メールで送信する事により不正を防止し安心のアル

コールチェックが可能です。

アルコールにのみ反応する燃料電池式センサーを採用し、誤

反応の無い測定が可能です。

※携帯電話の機種によっては手動撮影となります。

ALC-Mobileの機能はそのままに、さらなる通信事業者、機

種での使用が可能です。

Bluetooth接続でケーブルの抜き差し不要。また、携帯電話

を充電しながらの測定も可能です。

測定結果を…測定結果を…
今すぐ確認今すぐ確認 後で確認後で確認

＋  USBメモリ＋  携帯電話

STEP1

STEP2

STEP3

STEP1

STEP2

STEP3

測定結果 顔写真 GPS
位置情報 測定結果
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