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多数の地方自治体、官公庁、企業様にご採用
されているスタンダードタイプ。

アルコール検知器ソシアック

スタンダードタイプにさらに使いやすい機能を

加えた新製品ハイグレードタイプ。

アルコール検知器ソシアック・エックス

0　　　　　　　　　0．00mg／8カlらのデジタル表示

○　　　　　　　　　　　高感度半導体ガスセンサー

○　　　　　　　　　　使いやすいカウントダウン表示

O LEDによる操作方法表示

○　　　　　　　　　　　バッテリー交換お知らせ

○　　　　　　　　　　　　　オートOFF機能

センサー交換マークが点滅　　　　　　センサー交換お知らせ

約1，200回使用

測定エラー表示

測定エラー電子音

測定タイミング電子音

電池寿命

○

○

0

0

0

1分間放置した場合は自動OFF

センサー交換マークが点滅

赤色LED点灯、数値表示「一一一」

「ピーツピーツピーツ」と電子音

開始で「ピッ」、完了で「ピッ」

約1，200回使用

ください（外
したキャップ
は紛失しな
いようこ注意

ください）。

本体横のON／OFFスイッチを押し、

電源を入れてください。作動表示
のStandby！（スタンバイ）が点滅

すると同時にデジタ

ル表示部のカウント

ダウンが始まります。

（14・13・12…1つ

づけて測定する場
合は6・5・4…1）

「ふ－」っと　　GO！（ゴー）のランプが点滅すると同時に映
4秒間　　　込み口に「4秒間」息を「ふ－」と吹きかけて

ください。

●正面から約1センチの間隔をあけ、センサー上

部を息が吹きぬけるように、口笛を吹く様な口
で「ふ－」と吹いてください。

●必ず4秒間炊き続けてください。一気に吹くと
息が4秒間続きません。4秒間息が続くような強さ（呼気患）で吹い

てください。

センサーが感知するとSearc

h！（サーチ）が約2秒間点滅し

測定を行い

ます。

End！（エンド）が点滅し、測定

値を表示します。測定値が
0．00mg

／月で緑色の
LEDが点灯、

0．01mg

／彪以上で赤

色LEDが点

灯します。

※測定後は約5秒間点灯して自動消灯します。キャップを元通り戻してください。

正しく測定していただくために

センサーキャップ
を外してください
（外したキャップは

紛失しないようこ
注意ください）。

智東動如Ⅹ

本体横のON／OFFスイッチを押し、電源を入

れてください。作動表示のStandby！（スタン

バイ）が点滅すると同時にデジタル表示部の

カウントダウンが始まります。（14・13・
12…1つづけて測定する場合は6・5・4・・・り

GO】（コー）のランプが点滅し、「ピッ」という電子音と同時に吹込

みロに「4秒間」息を「はあ－」と吹きかけてください。4秒後、再び

「ピッ」という電子毒力喝：りますので、それまで炊き続けてください。

藁を●．＿、－．＿詳∴リ＿‥了＿’－‥
はあ－」っと「はお－」と炊いてください。
4秒間　●必ず4秒間吹き続けてください。一気に吹くと息が4秒間続きません。4

秒間息が続くような強さ（呼気t）で炊いてください。

エラーの場合／正確な測定ができなかった場合は、「ピーツ、

ピーツ、ピーツ」という電子音がなり、赤色LEDが点灯。数値表

示力汀一一一」となります。ON／OFFスイッチを押し、一旦電源

を切った後、上記の点に注意して「2」からやり直してください。

センサーが感知すると
SearcH（サーチ）が約2秒間

点滅し測定
を行います。

End！（エンド）が点滅し、測定

値を表示します。測定値が
0．00mg

／月で緑色の

LEDが点灯、

0．01mg

／2以上で赤

色LEDが点

灯します。

※測定後はON／OFFスイッチを押し電源を切りキャップを元通り戻してください。
「ソシアック・エックス」はONのまま放置された場合でも、1分後自動的に電源はOFFになります。

アルコール成分以外の一酸化炭素、揮発成分、化学物質等に反応する事があります。洗口剤の使用、峡煙、薬の

服用等によりこれらを口にした場合は水でうがいをした後、最低20分以上経過してから測定してください。
※アルコール以外でも反応する可能性があるもの／「喫煙後の呼気」「醤油やみりん等を含んだ料理を食べた後の呼気」「熟した果実やキム

チを食べた後の呼気」「口臭が強い方」「歯磨き後の呼気」「洗口剤を使用した後の呼気」「ガムやタフレソトを噛んだ直後の呼気」「薬を服

用した後の呼気」など。測定直前には必ず水でうがいをし、飲食や喫煙をした場合は20分以上経過してから測定してください。

●周りににおいのある場所、風が強い場所、高温多湿の場所（使用温度0～35℃）での測定は避けてください。
●つづけて測定する場合は、本体内部にたまっているアルコールを取ノ除く為、本体をかるく4～5回振ってください。（強く掠らないでください）

センサーの交換について

使用状況により異なりますが、アルコール検知音別こ使用されている半導体カスセンサーの特性上、センサー交換マークが点滅した場合にセン
サー回路の交換、もしくは商品の買い替えをお勧めします。

道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められております。木器が表示する数

値はあくまでも目安であり、使用状況に拘わらず誤差が生じます。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。本器の使用の有無にか

かわらず、飲酒運転や法的に認められない行為に関して、製造及び販売にたずさわる関係者は一切の兼任を負いません。

品　　名 �アルコール検知器ソシアック �アルコール検知器ソシアック・エックス 

品　　番 �SC－103 �SC－202 

電　　源 �DC3V　学3アルカリ乾電池2本（付属） 

電池寿命 �約1．200回使用 

使用温度 �〇℃～35℃ 

保管温度 �－10℃～60℃（結露無きこと） 

外形寸法 � 

重　　重 �約85g（乾電池を含む） 

主な材質 �本体ケース：ABS樹脂 

検矢口方式 �半導体ガスセンサー 

表示方式 �LCDデジタル表示0．00mg／8～1．00mg／丘 
（100段階数値表示）／LED2段階表示（緑・赤） 

木器は呼気中のアルコール濃度を人と競い合うようなゲームなどに絶

対に使用しないでください。故意にアルコール濃度を高めるような飲酒

を行った場合、死亡または重体となる危険があります。

81107057D
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ソシアック・プロは今回の法令改正に合致させて開発！！

靡す＝

海霧露

アルコール検知器′ソシアック・プロ

SOCJACPRO
管理・保存しなければならない項目にアルコールチェックが追加されます。

Ⅷカンタン・適確に管理できます。
定められた点呼記録簿による、管理項目をパソコンで保存
できます。また、印刷する事で日々の日報にも活用できます。

■－■■
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電話点呼の場合は、運転者がアルコール検知器を持っていなければなりません。

謹持ち出しも可能です。
据置型でありながら、持ち運びも可能。左図が原寸大です。

乾電池、ACアダプター、DCアダプターが使用可能。
※パソコンと通信時の電源は、USB接続のみで可能です。

全ての営業所にアルコール検知器を備えなくてはなりません。

3リーズナブル価格です。
営業所配置分、運転者持ち出し分等複数必要となることから

高品質でありながら低価格での撞供を可能にしました。

さらにソシアック・プロは

◎運転者・点呼執行者それぞれ3，000人、車両番号3，000台の萱緑可能

◎本体に3，000回の測定記録を保存

◎ユニット型なのでセンサー交換もカンタン（交換目安：5，000回）

◎使用回数を数字で表示し、センサー交換時期の目安をあ知らせ

◎パソコンで管理ができる専用点呼記キ管理ソフト付き

◎アルコールの有無や操作タイミング、エラー時などを昔でお知らせ

ソシアック・プロは、ソシアックシリーズの「実績」「高品質」「信頼性」「使いやすさ」をベースに

生まれた、データ管理することができるプロ仕様のアルコール検知器です。

20，000以上の各協会・官公庁・企業様が採用。
日本製高感度センサー採用、分がノやすいデジタル数字表示、偉いやすいデザインと操作性などから、トラック協会・バス協会・
タクシー協会や、官公庁、地方自治体、各企業様等、20，000以上に採用されています。

警察の飲酒検問にも採用される晶茸と信頼性。
平成22年には警察関係からご要望を頂き、ソシアックをベースにした飲酒検問用のアルコール横知器を開発。既に100以上
の警察署にて採用され、飲酒横間の第一次検査用として使われています。

一般市販品とは一線を画した業務用検知器。アフターサービスも万全です。

ソシアックは「ハンドルを握るプロが使う業務用検知器」です。プロに相応しい機能・品質はもちろん、アフターサービスも万全。

センサー交換や修理サービス等も専任スタッフが的確に対応、安心してご使用頂けます。



ソ診アサク．プロはあらゆる業種、測定・管理スタイルに対応

1「対面点呼」／管理・保存が極めてカンタンに！

●予め入力していた運転者や車両番号等

を選び、息を吹きかけるだけで瀾定。

●運転者が出かけた後… ●パソコンとつなぎデータを取得、必要事項

を入力するだけで自動蛤に保存できます。

点呼記浮薄への記入や、書面で保存する必要がありません。

2「電話点呼」／外出先への持ち運びもラクラクです！

3営業所分を「本社一括管理」／メールで送信可能です！

上記の飽、それぞれのスタイルに合わせた活用ができます。



ソシアック・プロは

本体に履歴が残り、さらにパソコンでも管理が可能です。

置l‾r≡＿童彗■‾≡ コ盛璽琴撃落竃∋

PC　●運転者・点呼執行者・車番などの入力・編集
●結果の集計

品　　名 �アルコール検知器ソシアックプロ 

品　　番 �SC－302 

電　　源 �DC4．5V単3アルカリ乾電池3本／ACl00V／ 
DC24V・12V／USB電源（パソコンとの通信時のみ） 

使用温度 �〇℃～35℃ 

保管温度 �－10℃～60℃（結露無きこと） 

外形寸法 �160×55×20mm 

重　　量 �約200g（乾電池を含む） 

主な材質 �本体ケース：ABS樹脂 

検知方式 �半導体ガスセンサー 

表示方式 �LCDデジタル表示0．00mg／£～1．00mg／丘 
（100段階数値表示） 

センサー交換目安 �5．000回 

形　　態 �据置型及びハンディ型 

付属品 �専用点呼記録管理ソフト、単三アルカリ乾電池3本、 
ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル 

※据置でご使用される場合は、ACアダプターをおすすめします。また、電池でご使用される場合は、

充電式ニッケル水素電池をおすすめします。なお本器は充電機能を有しておりません。苓也を充電
する場合は、専用の充電器をご使用ください。

※掲載の内容及び仕様は、予告なく変更される場合がございます。

■「専用点呼記録管理ソフト」推奨動作環境

マシン �PC／AT互換機 

CPU �Pentium41GHz以上 

メモリ（RAM） �1GB以上 

ハードディスク空き容量 �2GB以上必要 

OS �WindowsXP（32．bit）HomeEditiDn／ProfessiDnal（ServiceP8Ck3） 
WindowsVista（32・bil：）HomeBasic／HomePremium／Business／ 

Windows7（32」〕it）HomePremium／Professional／Ultim8te 

ディスプレイ解像度 �800X600dpi（XGA）以上 

〕SBインタフェース �USB2．0 

※本ソフトウェアは、「NETFramework35」を使用しています。「NETFramework35」がイン

ストールされていない場合は、MICrOSOftのホームページからインストールしてください。

MLCrOSOft、Windowsは、米国MICrOS【〕ftCorporatl0nの米国およびその他の国における尊慮商標

または商標です。

2011年施行の法改正で求められる管理項目
粗旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正

●点呼執行者名　　　　　　　●アルコール検知器使用の有無　●自動車、道路及び運行の状況

●運転著名　　　　　　　　　●酒気帯びの有無　　　　　　　●交代運転者に対する報告

●自動車登録番号　　　　　　●運転者の疾病、疲労の状況　　●その他必要事項

●点呼日時　　　　　　　　　●日常点検の状況

●点呼方法（対面・電話・その他）●指示事項　　　　　ソシアック・プロならこれらを管理可能！旦

新品開封後や長期保管後にご使用になる囁合
本商は特性上、出荷時や数日間の未使用時に一種の待機状態になる場合があります。新品開封後や長期保管後にご使用になる場合
は、センサーカバーを上げ、2～3回太器を振って内執こ溜まった臭いや湿気を取り除き、センサークリーニングをしてから測定してください。

正しく測定していただくために

アルコール成分以外の一酸化炭素、揮発成分、化学物質等に反応することがあります。洗口剤の使用、喫煙、薬の
服用等を口にした場合は、水でうがいをした後、最低20分以上経過してから測定してください。

※アルコール以外でも反応する可能性があるもの　「喫煙後の呼気」「醤油やみりん等を含んだ料理の食後の呼気」「熟した果実やキムチの食

後の呼気」「口臭が軌、方」「歯磨き後の呼気」「洗口剤の使用後の呼気」「ガムやタブレットを肯んだ産後の呼気」「薬の服用後の呼気」など。

●周明こにおいのある場所、風が強い場所、高温多湿の場所（使用温度0～35℃）での測定は避けてください。

センサーの交換について
センサー交換マークが点滅した場合、センサーユニット（別完）を交換してください。

道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められております。本器が表示する数

倍はあくまでも目安であり、使用状況に拘わらず誤差が生じます。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。木器の使用の有無にか
かわらず、飲酒運転や法的に認められない行為に関して、製造及び販売にたずさわる関係者は一切の兼任を負いません。

本器は呼気中のアルコール濃度を人と競い合うようなゲームなどに絶対に使用しないでください。故意にアルコール濃度を高めるよう

な飲酒を行った場合、死亡または重体となる危険があります。

（81105317D）

商品に関するお問い合わせは

室垂書中央自動車工業株式会社 http：／／www．SOCiac．jp

商品開発部〒530－0005大阪市北区中之島4丁目2－30　電話06－6443－5846



アルコールガス　　ノンアルコmルガス

「soc紀 特許出願済

アルコール検潮器
テスターキット
2011年5月に施行された法令改正では、運送事業者様にア

ルコール検知器の使用が義務づけられたと同時に、「アルコー

ル検知器の故障の有無を定期的に確認しなければならない」と

定められています。具体的には「電源が確実に入ること」「損傷

がないこと」を毎日確認し、少なくとも週1回以上、

●アルコールが無い状態の時は検知しないこと

0アルコールが含有されている状態の時は検知すること

を確認しなければならず、これを怠った場合、「アルコール検知

器の常時有効保持義務違反」として罰則が科せられます。

運送事業者様から「具体的にはどうすれば良いのか」とのお

声を多数お聞きし、その課題にお応えするため開発・誕生したの

が、「ソシアック／アルコール検知器テスターキット」です。

※アルコール検知器の仕様によっては、正確な確認ができない場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。※予告なく内容・仕様を変更することがございます。
※アルコールガスの残量や噴霧量によってアルコール濃度が変動します。

可動噴霧ノズルを動かし対応

こんな疑問やお回り

の声を解消するため

機器を使った
適確・確実・
簡単確認を！！


