
このたびは、アルコールチェッカーＫＡＣ－８０Ｄをお買い
上げいただき、誠にありがとうございます。この説明書を
よくお読みのうえ、ご利用ください。また、保証書は大切に
保管してください。

取扱説明書

KAC-80D

アルコールチェッカー 呼気中のアルコール濃度について

　体内アルコール濃度の測定には、血液または尿を採取してアルコール量を測定

する方法がありますが、簡単な方法として呼気を試料とする測定があります。

　肺の深部において、血液中のアルコールは体温に相当する一定の蒸気圧をもって

肺胞の毛細管壁を通して肺胞内の空気中にアルコール蒸気を放散し、この間に一定

の平衡を保っています。従って、肺深部からの呼気(alveolarair)を採取すれば、

血液中のアルコール濃度を割り出すことができます。なお、血液中１mlに含まれる

アルコール量は呼気2,000～2,220ml(約2,100ml)中に含まれるアルコール量に等しい

とされています（例えば、血液中のアルコール量0.5mg/ml＝呼気中のアルコール蒸気

濃度0.25mg/l）

　日本では、道路交通法において、血液１mlにつき0.3mg(または0.3ﾌﾟﾛﾐﾙ)または

呼気１Lにつき0.15mg以上のアルコールを保有する状態にあったものを”酒気帯び

運転”と称します。また、この段階により飲酒量が多くなり、アルコールによって

正確な運転ができない(いわゆる「酔っぱらい運転」)おそれのある状態を"酒に酔っ

た状態”と称せられます。いずれも厳しい罰則の対象となります。

　

酔いの症状
呼気中

アルコール
(mg/L)

煩わしいことを忘れ、愉快な感じになる。

大声でしゃべり、よく笑う。マッチを付け損なうこと
がある。

人による孤独感があり、他人の迷惑を構わなくなる。

歩くとよろめき、一人で上着が着られなくなる。

助けられないと歩けない。翌日には全く記憶していない。

0.25

0.05～0.15

（参考）呼気中アルコール濃度と酔いの症状

0.35

0.5

1.0

製品の仕様

使用前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正し
くお使いいただき、お客様への危険や損害を未然に防止する
ためのものです。

安全上のご注意

誤使用によって生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明します。　

「人が死亡または重傷を負う可能性がある」
 内容を示しています。

「損害を負うまたは物的損害が発生する
 可能性がある」内容を示しています。

特に注意して守っていただきたこと

本製品は、飲酒運転の良否を判断するためのものではありません。
本製品はあくまで飲酒の状態を自己管理するためのものです。本
製品の製造者及び販売者は、本製品の使用を動機とするアルコール
影響下の交通事故、飲酒運転（道路交通法違反）について、一切の
責任を負いません。

警告

警告

誤用すると火災・感電・やけどおよび損傷のおそれがあります。

警告

注意

必ずお守り
ください

表示の説明

「してはいけないこと」を示します。 「必ずすること」を示します。

絵表示の説明

禁止 強制

分解、修理、改造はしないで
ください。

水につけたり、かけたりしないで
ください。

禁止 禁止

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。

可燃性ガス可燃性ガス

濡れた手で使用しないでください 可燃性ガスを吸い込ませたり、ガス
漏れのおそれのある場所で使用しな
いでください。

異種の電池を混ぜて使用しないで
ください。

新しい電池と古い電池を混ぜて使用
しないでください。

所定の電源を必ず使用してくだ
さい。別の電源を使用すると故
障や異常動作の原因になります。

落としたり、ぶつけたりして、
損傷したら使用しないでください。

湿気やほこりの多いところや高温
になる可能性のあるところでは保
管しないでください。

注意

警告

強制

ACアダプタ使用時や、長期間使用
しないときは、必ず電池を取り外
してください。

禁止 禁止

禁止 禁止

禁止

禁止

アルコールチェッカー

KAC-80D

呼気中アルコールガス

半導体ガスセンサ

0.0 ～ 0.8mg/L

0 ～ 40℃

-10 ～ 50℃

単三型アルカリ乾電池６本（注）
または専用 AC アダプタ（AC100V）

205（H）× 65（W）× 112（D）mm

約 450g

取扱説明書（保証書付）／単三型アルカリ乾電池（６本）

専用 AC アダプタ

名　称

品　番

検知対象ガス

検知原理

検知レベル

使用温度

保管温度

電　源

寸　法

重　量

付属品

（注）・新品のアルカリ乾電池で連続使用した場合、電池寿命は8時間程度です。
　　　・アルカリ乾電池以外に、eneloop R などが使用できます。マンガン乾電池
　　　　およびニッカド乾電池は使用できません。
　　　・本機は充電機能を有しておりません。電池を充電する場合は専用の充電器を
　　　　使用してください。

性能向上のために予告なしに製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。

アルカリ乾電池以外の電池は
『製品の仕様』欄をご参照ください。

取扱注意事項

誤反応

本製品には半導体ガスセンサを使用しておりますので、以下のような場合は
飲酒していなくても検知される可能性があります。

使用回数

定期点検のおすすめ

お買い上げいただきましたＫＡＣ-８０Ｄは、高精度なセンサを用いた機器
です。この精度を正しく維持していただくためには、一年に一回の頻度で
点検調整（定期点検）をお申し付けください。
（なお、定期点検費は有料となります。）

①　食事直後
②　栄養ドリンクやジュースなどを飲まれた直後
③　喫煙直後（センサが故障する原因にもなります）
④　連続して使用された場合
⑤　薬の服用
⑥　吹きかけ口をアルコール類で清掃した直後
⑦　殺虫剤、化粧品などのスプレーを付近で使用した場合

飲食・喫煙された場合は水で口をすすぎ、15分後に使用してください。

注：人間の呼気には若干の発酵ガスが含まれていますので、飲酒して
　　いなくても検出する場合があります。また、アルコール以外の
　　ガスを検出する場合もあります。

半導体センサは長期的に安定なセンサですが、使用状況によってはセンサ
特性が劣化する場合があります。使用回数20,000回もしくは使用期間１年
を目安に点検、修理、または買い替えをご検討ください。なお、本製品を
購入して８年以上経過した場合は製品の買い替えをしてください。

お手入れと保管

ヒントとヘルプ

警告

柔らかい布を水で薄めた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れをふき取って

ください（アルコール、シンナー等は絶対に使用しないでください）

お手入れは電池やACアダプタ
を取り外した状態で行って
ください。

お手入れのとき、本体内部
に水が入らないように注意
してください。禁止 禁止

使用後は必ずACアダプタのプラグを
コンセントから抜いてください。
また、電池をご使用で長期間使用
しない場合は、必ず電池を取り外して
湿気やほこり、高温になるところを
避けて保管してください。

香水や芳香剤などのニオイのする場所での保管は、使用時のセンサ特性に
影響を与えますのでお控えください。

お手入れ方法

保管方法

強制

《受付時間》月～金 9：00～18：00 (祝日および当社休日を除く）

お電話でのお問い合わせ

072-728-2560 FAX 072-728-0467

　※ 電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください

E-mailでのお問い合わせ

figaro@figaro.co.jp

取扱説明書、仕様書に従った正常な使用状態において故障などが発生した場合、当該製品を

検査し、当社の責によるものと認められた際には、その修理または交換を無償で行います。

ただし保証期間内に書類による通知を受けた場合に限ります。修理の際は、必ず本保証書を

添付のうえ、お申し付けください。なお、販売店等にご持参頂くに際しての諸費用はお客様

にてご負担願います。

下記の記載内容により、製品お買い上げから1年間を製品保証いたします。

●取扱上の不注意、誤用による故障・損傷・損害。

●移動時の落下などによる故障・損傷・損害。

●当社以外による修理、改造による故障・損傷・損害。

●指定外の使用電源、使用条件または使用環境による故障・損傷・損害。

●設計使用条件を超えた取扱または保管による故障・損傷・損害。

●火災、地震、台風、水害、落雷などの天災や事故による故障・損傷・損害。

●当社製品の欠陥が生命、身体に危害を及ぼす恐れの強い製品、または多大な物的損害を

　発生させる恐れの強い製品に当社製品が使用される場合において、事前に当社製品の使

　用に関する全ての情報が当社に開示されず、また当社の同意を得ていない場合。

●お買い上げ日を訂正した場合。

●保証期間を過ぎた場合。

　

なお、下記に該当する故障の場合には、保証の対象から除外させていただきます。

保証規定

保証書

品　名 アルコールチェッカー

KAC-80D

年　　　　月　　　　日

お買い上げ日より1年間

品　番

お買い上げ日

保証期間

ご住所

お名前

TEL

店名

住所

電話

〒

(      )

フィガロ技研株式会社

修理すれば使用出来る製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後約５年です。

注）性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品であり、状況により製造中止後

５年保有できない事もあります。

保証期間を過ぎているときは

2010.5.6(ver2.0)※ 本保証書は再発行いたしません。

K A C - 8 0 D 通信キットオプション

eneloop R は三洋電機株式会社の商標登録です。



（　　  ）

各部の名称と説明

BATTERYランプ（緑色）

専用ACアダプタ
（背面）アルコール濃度表示

（LEDバーグラフ表示）

吹きかけ口（センサ部）

電源スイッチ

READY（準備）ランプ
（赤色）

MEAS.(測定）ランプ
（赤色）

STARTボタン

電池収納部（底面）
（単三型アルカリ乾電池６本）

通信出力端子
（背面）

*

* 別売りのKAC-80D通信キットを使用すると、パソコン上で測定結果を

　記録・管理できるようになります。

2cm～3cm程度離れた
ところから4秒間息を
吹きかけてください。

ＭＥＭＯ本体の操作方法

6

5

測定結果が表示されずブザーが「ピピッ、ピピッ…」と短く繰り返し
鳴動した場合は吹きつけエラーです。再度STARTボタンを押して測定を
やり直してください（「故障かなっ？と思ったら」も参照してください）

測定結果はLEDバー上で素面状態、酒気帯状態、酒酔状態、泥酔状態

のいずれかで表示されます。測定結果は0.15mg/L以下の場合、約5秒間、

0.15mg/Lを超えた場合、約15秒間表示されます。その後、デモ・モード

に戻ります（READYランプが点灯してLEDバーが上下に順番に点滅します）

測定を繰り返す場合は④に戻って操作を繰り返してください（デモ・

モードの状態でSTARTボタンを押してください）。電源を切る場合は

本体側面の電源スイッチを「切」にセットしてください。

ヒントとヘルプ

1

READY（準備）ランプが点滅します。そのまましばらくお待ちください。

（電源を入れてから３分間は暖機運転を行っています。暖機運転中に息を

 吹きかけても動作しません）

電源スイッチを「入」にすると BATTERY ランプ（緑色）が点灯します。

また、READY（準備）ランプと LED バーが同時に数回点滅します。

2

終了、または④に戻る

ヒントとヘルプ

電源スイッチを切り替えても BATTERY ランプや MEAS.( 測定）ランプ

などが点灯しない場合は電池の残量を確認してください。残量が残っ

ているにもかかわらずランプが点灯しなかったりLEDバーが点滅しな

かった場合は、電池の極性を確認してください。

電源スイッチ

BATTERYランプ
が点灯

READY（準備）ランプと
LEDバーが数回点滅

READY（準備）
ランプが点滅

測定結果は
LEDバーで表示

電源を切るなら
電源スイッチを
「切」にセット

測定を繰り返すなら
STARTボタンを押す

STARTボタンを押しながら電源を入れるとサイレントモードで動作

します。サイレントモードになると、操作時のブザー音が一切鳴動

しなくなります。サイレントモードを解除する場合は、一度電源を

切り、STARTボタンを押しながら電源を入れて下さい。このとき、

READY（準備）ランプとLEDバーが同時点滅するまでSTARTボタンを

離さないで下さい。

ヒントとヘルプ

修理を依頼される場合

お客様ご相談窓口

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付け
ください。

故障かなっ？と思ったら
「故障かなっ？」と思ったら、まず、下記の方法をお試しください。

上記の方法を行っても異常が直らない場合にはただちに使用を中止して、点検修理
の依頼をしてください。保証規定に従って販売店が無償で修理させていただきます。
保証期間が過ぎている場合や保証規定に沿わない場合は有償にて修理させて頂きます。

絶対にお客様での分解・改造・修理はしないでください。警告
症　状 ご確認ください

・電池は入っていますか？
・電池の向きは正しいですか？
・電池が消耗していませんか？
・ACアダプタは奥まで差し込まれていますか？
・ACアダプタが断線している可能性があります。電池で
　動かしてみてください（ACアダプタが断線している場
　合はACアダプタのお取替えが必要です）

・飲酒直後に測定していませんか？
　　→飲酒してから15分以上経過してから測定してくだ
　　　さい。
・喫煙直後に測定していませんか？
　　→喫煙してから1分以上経過してから測定してくだ
　　　さい。
・休みなく連続して使用していませんか？
　　→10回程度連続使用したら少し間を空けてください。

・吹きかけ口に2cm～3cm程度近づいた状態で吹きかけて
　いますか？
・息を「ハァ～」と4秒間吹きかけていますか？

・吹きかけ口に2cm～3cm程度近づいた状態でしっかりと
　吹きかけていますか？
・ブザーが連続音鳴動の時に息を吹きかけていますか？
・息を「ハァ～」と吹きかけていますか？

電源が入らない
（BATTERYランプが点灯
しない、またはLED
バーが点灯しない）

測定結果が高すぎる

測定結果が低すぎる

測定結果が表示
されずブザーが
「ﾋﾟﾋﾟｯ、ﾋﾟﾋﾟｯ」
と鳴動する

3 暖機運転が終了すると READY（準備）ランプが点灯して、LED バーが上下に

順番に点滅します (デモ・モード状態になります )

③に続く

本体の準備

本体に電池を入れるか、もしくは AC アダプタをコンセントに接続します。

本体底面の電池収納部のフタを

開けて電池ホルダを取り出し、

新品の単三型アルカリ乾電池を

６本入れてください。

電池をご使用の場合 ACアダプタをご使用の場合

AC アダプタを本体背面の端子に接続
し、プラグをコンセントに接続して
ください。

・新しい電池と古い電池を混用
　しないでください。
・必ず同じ種類の電池を使用して
　ください。
・電池の向きに注意してください。

READY（準備）
ランプが点滅

LEDバーが
上下に点滅

4
デモ・モードの状態で START ボタンを押すと測定が開始します。下記順序に

したがって操作を進めてください。

ヒントとヘルプ

ヒントとヘルプ

・ACアダプタを使用する場合は電池を
　取り外してください。
・ACアダプタは100Ｖ電源専用です。

１．本体がデモ・モードであることを確認します（READY（準備）ランプ

　　が点灯して、LED バーが上下に順番に点滅していればＯＫです）

２．START ボタンを押します。

３．LED バーが消灯して、ブザーが 10 秒間鳴動します。

　　（前回の測定結果が 0.15mg/L 以下の場合は 5秒間鳴動）

４．ブザーが連続音に変わり、READY（準備）ランプが消灯して MEAS.

　　(測定）ランプが点灯したら下記項目に注意しながら息を吹きかけて

　　ください。

　　　・吹きかけ口から 2cm ～ 3cm 程度離れたところから息を吹き

　　　　かけてください。

　　　・「ハァ～」と４秒間しっかりと息を吹きかけてください。

STARTボタン

・飲酒してから15分以上経過してから測定してください。
・飲みすぎの場合はオーバーするときがあります。

測定結果の表示で
LEDバーすべてが
点滅する

LEDバーが上下に点滅しない場合は電池が消耗している可能性があります。

ヒントとヘルプ

●かなり酔っています。
　 気をつけましょう。

手足の動作がおぼつかなくなり、
歩くとよろめき、独りでコートが
着られなくなります。

●酔っています。健康上、
　今が切り上げどきです。

体温上昇、脈や呼吸が早くなります。
大声でしゃべり、よく笑う。
マッチをつけ損なうことがあります。

●まだ飲んでも大丈夫です。

気分爽快、疲労感が取れ、頭スッキリ。
わずらわしいことを忘れ、愉快な気分に
なれます。

※素面状態であっても、
　 飲酒したら車の運転は控えましょう。

0.15～
0.25mg/L
未満

0.15mg/L
未満

泥酔
状態

酒酔
状態

酒気帯
状態

素面
状態

０.２５mg/L

０.１５mg/L

0.25～
0.5mg/L
未満

0.5mg/L
以上

飲
酒
時
の
車
の
運
転
は
�
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
�

注）アルコールに対する反応には個人差があります。

アルコール濃度表示について

赤
ラ
ン
プ

赤
ラ
ン
プ

緑
ラ
ン
プ

緑
ラ
ン
プ

LEDバーが上下に点滅しない場合は電池が消耗している可能性があります。

ヒントとヘルプ
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