
新型コロナウイルス対策
お役立ち商品のご提案

営業中も無人時も。２４時間ALSOKにお任せください！

営業時間短縮・閉店時の防犯対策に

営業時間短縮で様々な悩みが…

防犯対策

売上金管理

出入管理

安全確保 設備故障

トラブル対策

ﾚｽﾄﾗﾝなどの外食産業 ｽｰﾊﾟｰ、ｺﾝﾋﾞﾆなどの物販・小売業 その他長時間営業の店舗

画像センサ

[本社] 〒890-8508
鹿児島県鹿児島市与次郎1-6-33

鹿児島綜合警備保障株式会社
※この他にも様々なサービスをご用意しています。詳しくは営業担当までご相談ください



避難施設（自治体様向け）

お役立ち商品のご提案

お客様メリット

・避難施設に設置したカメラ映像を、お客様のパソコンやスマートフォンで確認でき、
お客様が現地に行かなくても現地の状況が把握できます。
※避難者に対し、遠隔地からの声掛けまた避難施設の通用口のカギを施解錠する
ことができます。

セルフ画像監視システム①

※Internet

②メール送信
ライブ映像配信

④現地に設置したスピーカー
から現地の方へ声掛け！

③集音マイクで現地音声確認！

機器費：298,000円～（税別）※工事費別途

機器明細：赤外線カメラ、レコーダー、カメラ電源、液晶
モニター、スピーカー、集音マイク、電気錠×各１台

①現地からの電話連絡等。
（玄関ボタン等の設置で信号を
受けDVRからメール送信可能）

⑤遠隔制御で電気錠等の
施解錠操作！

注）施解錠操作には、制御する扉に
電気錠等の設置が必要になります。 ※上記システム構築には、インターネット環境が必要です。
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※この他にも様々なサービスをご用意しています。詳しくは営業担当までご相談ください

早く施設を開放したい… 住民に避難指示を…

◩ メール送信機能
・メール送信する時間帯を設定可能
・メール送信するON/OFFを外部制御可能
・メール送信するメンバーを複数設定可能（4名まで）

施設の外で待たせるのは…甚大な災害が発生した…

でも避難施設まで行けない…



遠隔地施設（個人・法人様向け）

お役立ち商品のご提案

お客様メリット
・重要な場所・建物に設置したカメラ映像を、お客様のパソコンやスマートフォンで確
認でき、お客様が現地に行かなくても現地の状況が把握できます。
※侵入者に対し、遠隔地からの声掛けまたは威嚇をすることができます。

セルフ画像監視システム②

※Internet

②メール送信
ライブ映像配信

④現地に設置したスピーカー
から侵入者へ威嚇！

③集音マイクで現地音声確認！

機器費：233,000円～（税別）※工事費別途

機器明細：赤外線カメラ、レコーダー、カメラ電源、液晶モニター
スピーカー、集音マイク×各１台

◎オプションにて、威嚇用ライトの設置も可能です。 ※上記システム構築には、インターネット環境が必要です。
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※この他にも様々なサービスをご用意しています。詳しくは営業担当までご相談ください

費用はそこまでかけられない… 何かあったらすぐ見たい…

◩ メール送信機能
・メール送信する時間帯を設定可能
・メール送信するON/OFFを外部制御可能
・メール送信するメンバーを複数設定可能（4名まで）

※モーション検知領域は設定変更可能。

簡易的なシステム構築を…

直接対応するのも

危険性が…

夜間の無人時が心配…



ご自宅・別宅等
お役立ち商品のご提案

商品特徴
こんな方、こんなご家族にお勧めです。
■自宅内のセキュリティを強化したい。 ■リーズナブルな価格で、手軽にセキュリティを導入したい。
■外出しがちな生活で、不在時の自宅が心配である。 ■熱中症予防のために部屋の温度を知りたい。

※写真の機器はIPC-08FHDzです。

いつでもどこでも、自宅の安心をチェック。
プライバシーにも配慮した「セルフセキュリティ」サービスです。

ALSOKがご提案するプラスアルファの安心、それが「セルフセキュリティ」という考え方です。ご自宅や別宅内に設
置したカメラから、スマホに送られてくる映像や動画を確認し、お客様自らチェック。必要に応じてセキュリティのプロ
であるALSOKが、お客様に代わってご自宅や別宅を確認する心強いサービスです。

※本体サイズ H117×W80×D75mm

100万
画素以上

暗所
撮影可

双方向
音声

録画 動体検
知

スマホ・
タブレット
対応

マイク
内蔵

Wi-Fi

アルボeye（会話も出来るwebカメラ）

パソコン、スマートフォンやタブレットから24時間いつでも監視・見守りができます。
お客様のニーズに合わせて、３種類の屋内用Webカメラからお選び頂けます。

￥49,800／台（税抜）
※お客様のニーズに合わせ
他２機種の取扱いもあります。
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ALSOK安否確認サービス
地震などの緊急事態発生時、医師等の安否状況を確認。
コミュニケーションルートを確保します。

安否確認メール

利用者 69万人
（2017年7月末時点）

集計

地震発生

【医師等】

【対策本部】

ＡＬＳＯＫが新型コロナウイルス拡大によるお悩みにお応えします

オゾン脱臭機 AIR BUSTER

￥160,000（税抜）

同型機（救急用）が全国
500台以上の救急車に搭載され
ています。

オゾンが部屋の隙間まで入り込み しっかり強力除菌・脱臭

次亜塩素酸水 スーパージアソフト

様々な細菌やウイルスに効果
を発揮する「次亜塩素酸水」
化学合成物質を使用せず
人や動物に対して安全です。

抜群の除菌・消臭力 しかも人体に安全

20L ¥7,000

強力な除菌力

優れた消臭力

人や環境に安全

し

表面温度測定機能付きカメラ FACE FOUR
体温とマスク着用を自動検知し、非接触による入室制限が可能
です。

・自立スタンド式 オープン価格

DG-T104
機器本体

DC12V 2A アダプター

DG-T104S
（自立スタンドタイプ）

高さ：約120㎝、重量約7㎏

※詳細金額はお問い合わせ下さい。

【特徴】
■測定距離（人とカメラ間）約0.2～1.0ｍ

■30～45℃の範囲を誤差±0.3℃
■マスク着用の有無も判別
■7インチスクリーン:600×1024
■本体にCSV形式にてログ保存
■動作環境: -20℃～65℃ （屋内、無風）

アルコールハンドジェル

1本：￥1,600（税抜）

使い捨て防護服
コロナウイルス以外にも様々な作業場で活用可能！

１着 ¥3,420(税抜）

し

フェイスシールド（アジャスター付）
菌とウィルスから広範囲でガード

・1個 ¥270（税抜）

透明板でクリアな視界

ゴムで調節できる

繰り返し使える

水洗いOK

※１ケース２００入り

品名：使い捨て防護服
使用：不織布特殊加工（水・ウイルスを通さない加工）
サイズ：紳士M・L／夫人M・L

し

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型顔認識温度測定装置 卓上タイプ
タブレット型でコンパクトのため、カウンター等に気軽に導入
設置可能です。

オープン価格

【特徴】
■測定距離 約0.5～2.5ｍ（標準0.75m）

■36～42℃の範囲を誤差±0.3℃
■AI顔認証（マスクをした状態でも認識）
■7インチLCD
■温度検出時間約1.5秒
■動作環境: 10℃～50℃ （屋内、無風）
■ローコスト＆標準スタンド付き

※床上設置用のスタンドタイプは料金が変更します。

※詳細金額はお問い合わせ下さい。



ＡＬＳＯＫがウイルス対策・災害対策のお悩みにお応えします

クールジェッター
現場を冷やす！～熱中症から作業者を守ります～

【サービス特徴】
霧が空気中で蒸発する際に、
熱を奪う性質を利用し、開放
空間を３～５℃冷房！

CLJ-CSA-F:¥343,000/台（税抜）

空気清浄機 オゾンエアクリア
除菌・脱臭・集塵を兼ね備えた高機能空気清浄脱臭器機

395,000円/台（税抜）

■『飛沫感染』予防
※空気中の浮遊ウイルスを
HEPAフィルターが補足して除去

■『接触感染』予防
※消毒液で拭き上げなくても、
オゾンガスが付着菌を除菌

水と電源があれば、
その場で運転開始

鉄が錆びない！夏季の消費電力量削減

ALSOK バラエティパック
もしもに備える充実のバラエティセット！

【内容】
携帯おにぎり４種、クッキー２種
非常災害備蓄用水２本 2,500円/箱（税別）

緊急キット

3,980円/箱（税抜）

■4年の保存期間
※4年間の長期保存が可能。
万が一の時でも持ち出しやすい

■厳選したアイテム
※ライフライン復旧までの1日必
要なアイテムがこの1箱に

企業の災害対策に

配布・保管に

ご家庭に

災害等の緊急時にすぐ必要となる食料や水、トイレなど
最低限必要なアイテムを揃えた非常持ち出しセットです。

※この他にも様々なサービスをご用意しています。詳しくは営業担当までご相談ください
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ALSOK画像クラウドサービス
監視カメラ（屋外・屋内）の映像をインターネットを通じて
いつでもどこからでも確認できます。

【サービス特徴】
①レコーダー不要
②映像はALSOKが管理
③選べる画質・保存期間
④PC・スマホから確認
⑤映像変化をメールで通知

カメラ1台、90日保存

¥6,500/月～

戸建用宅配ボックス
「受け取り」と「発送」が可能な株式会社ナスタ製
戸建用宅配ボックスです。

■荷物の発送が可能
家にいなくても自宅からの
発送が可能です。（業界初）

■プッシュボタン錠前
荷物の取り出しに鍵不要

レギュラーサイズ

¥79,000～
屋外コンクリート面への
アンカー止め設置となります。


