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ALSOKのコロナ対策(コロナ対策パッケージプラン)ALSOKのコロナ対策(コロナ対策パッケージプラン)
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③ 週１回の定期消毒業務② オゾン空気清浄機で
週１回の除菌業務

① 光触媒抗菌加工サービス

毎日の清掃と週１回の
消毒業務でオフィスや工場を
清潔・安全に保ちます!

日本製のオゾン空気清浄機を
使用し、週に１回除菌します!

日本大手メーカーによる
最先端の光触媒技術でウィルス
などを分解し抗菌します!
※詳細についてはP.3をご覧ください。 ※詳細についてはP.5をご覧ください。

特別価格 INR 58,000/月

こちらのプランをご利用の方には 、お客様の必要な時に
酸素濃縮器を無償レンタルいたします。
※台数に限りがございますので、ご用意できない場合もございます。

※対象面積が約400 Sqft.の場合の価格です。価格は広さによって異なります。
※デリーNCRが対象でございますが他地域のお客様でご希望の方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
※６ヶ月からのご契約となり、それ以降は１ヶ月単位の契約更新になります。

セットでお得なパッケージプラン!! 



ALSOKのコロナ対策（オフィスなどへの光触媒抗菌加工サービス）ALSOKのコロナ対策（オフィスなどへの光触媒抗菌加工サービス）

光触媒抗菌加工サービス
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光を受けると強力な活性酸素を発生させる光触媒を利用した抗菌加工サービスです。
活性酸素が持つ強力な酸化力がウィルス、菌、カビ、匂いなどを分解します。

[光触媒による抗菌加工のメリット]

⾧期の効果持続性
光触媒が表面に残っている限り効果は持続します。
１年を目安に再加工を推奨いたします。

👉

室内光・太陽光、どちらでも効果を発揮
使用する光触媒は可視光応答である為、室内光でも充分な
効果を発揮し、光がある限り24時間365日効果を発揮します。

👉

👉強力な分解能力による確かな効果
光触媒によって発生する強力な酸化力を持つ活性酸素は
99%の付着菌/ウィルス/匂いを除去・分解します。

人体に無害
ドイツや日本の専門機関による各種試験で
安全性基準を満たしていることを確認済みです。

👉

① 抗菌加工前に加工する箇所の
消毒を行い、電化製品やスイッチ、
ダクト、火災報知器などを
保護します。

② 壁やデスク、椅子などは光触媒を
噴霧器で噴霧し、電話やドアなどは
ハンド施工で光触媒のコーティングを
します。

※上記にGST18％が加算されます。
※上記価格には施工後、３ヶ月に１度の定期検査4回分の費用も含まれています。

[施工の手順]

No. 施工範囲 (Sqft.) 価格 (税別)
1 1,000 1,50,000
2 1,001～1,250 1,87,500
3 1,251～1,500 2,25,000
4 1,601～1,750 2,62,500
5 1,751～2,000 3,00,000

[価格]



ALSOKのコロナ対策（酸素濃縮器）ALSOKのコロナ対策（酸素濃縮器）

酸素濃縮器 Oxygen Concentrator
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１分間の酸素投与量を１リットル～５リットル
まで設定可能。最大量の５リットル / 分にすると
酸素濃縮度が薄れてしまう濃縮器もあるが
この酸素濃縮器は酸素投与量に関わらず93%を維持!

新しいコロナウィルス対策として工場・オフィス・ご自宅などへの酸素濃縮器の設置をぜひご検討ください!

電源さえ確保できれば、どこでも使用可能なので
別途、酸素ボンベなどの設置は不要。
電源を入れて酸素投与量、時間を設定するだけ
なので素人にも操作は簡単。

自動で空気中の窒素をフィルターに吸着させて
取り除き、濃縮した酸素を送り出す装置。

セット内容:
酸素濃縮器、鼻カニューラ２点、吸入マスク２点、
加湿ボトル、フィルター、HEPAフィルター、説明書

INR118,000 (税別)

ALSOKの酸素濃縮器のメリット

👉

👉

[製品例]

使用方法:
本体の加湿ボトルから鼻カニューラ 、
もしくは吸入マスクを管で繋げ、
鼻 / 口に装着。酸素投与量、
投与時間を選択し、本体の電源を入れる。



ALSOKのコロナ対策（オゾン空気清浄機）ALSOKのコロナ対策（オゾン空気清浄機）

IHIオゾンエアクリア
（HEPAフィルタ付オゾン空気清浄機）

👉商品特徴
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オゾンが新型インフルエンザウイルスやコロナウイルス、ノロウイルスなど
に対して、不活化効果を持つことが確認されています。

お買い上げプラン
INR450,000(税別）
お買い上げプラン
INR450,000(税別）

空気吸引清浄機能人がいる時

人がいない時 オゾン燻蒸機能

12ヵ月レンタルプラン
INR56,250(税別)/月
12ヵ月レンタルプラン
INR56,250(税別)/月

日中は空気清浄機として使用
夜間はオゾン放出により室内
を強力除菌いたします。

除菌面積目安:運転時間12時間で
約20畳の広さを除菌いたします。
（除菌率99.999％）

事務所内のコロナウィルス感染対策でお困りではありませんか?
オゾンの効果で室内のウイルスを除去します。

■『飛沫感染』予防
※空気中の浮遊ウイルスをHE
PAフィルターが捕捉して除去

■『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



ALSOKのコロナ対策（AED)ALSOKのコロナ対策（AED)
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インドでの心臓突然死は64万人ともい
われており、突然の心停止はいつでも、
どこでも、誰にでも起こる可能性があり
ます。突然の心停止からの救命率は1分
経過することに7～10%減少するとい
われています。
日本と違いインドでは交通事情や救急医
療体制が未だ確立されていないことから
救命には現場に居合わせた私たちができ
るだけ早く心肺蘇生+電気ショックを行
うことが大切です。
AEDがあれば突然の心停止が発生して
も、誰でもすばやく効果的に処置を行う
ことができ、命を救う可能性を高めるこ
とができます。

コロナ禍のインドにおいて、日系企業・駐在員様の安全管理体制が見
直されています。新型コロナウイルス感染症（COVID-19)に伴う心
停止の備えとして、工場・事務所へのAEDの設置をご検討下さい。

AED-3100K（自動体外式除細動器）日本光電製
（音声:日本語・英語バイリンガル仕様）

INR150,000/税抜き



ALSOKの人材サービスALSOKの人材サービス

コロナウィルス感染拡大に伴う人材の確保でお困りではありませんか?
人材サービスについてもALSOKにおまかせください!

① 警備会社ならではの独自ルート、統合施設
管理業で培った幅広い人脈を駆使した、
候補者バックグラウンド調査を実施

② 日系業者としては破格の手数料一律18%

●コンピューター機器メーカー様
営業エグゼクティブ

●自動車用電装品メーカー様
総務人事マネージャー

●鉄鋼メーカー様
IT副マネージャー

●自動車用ゴムメーカー様
経理マネージャー 、生産マネージャー
品質マネージャー 、営業副マネージャー

マンパワー派遣 採用人材ご紹介

採用実績（抜粋）👉

👉 ALSOKのメリット
① 広範囲のネットワークによりインド全土の

人材を派遣可能。
② 労務問題が発生した場合にも派遣元として

迅速に対応
③ 派遣ワーカー（女性を含む）用住居の管理

も可能

●アルミダイカストメーカー様
●自動車メーカー様
●タンクメーカー様
●自動車用ゴムメーカー様
●自動車関連部品メーカー様
●二輪車部品メーカー様

紹介実績（抜粋）👉

👉 ALSOKのメリット
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ALSOKバス運行マネジメントALSOKバス運行マネジメント

ALSOKは安心、安全な従業員様送迎バスをご提供します!

車内カメラの設置

👉カメラを車内に
設置し従業員様の
乗車状況を毎日
記録します。

GPSシステム使用

👉GPSアプリを使用し
時刻表通りの円滑な
運行管理を提供します。

車内パーテーションの設置
👉車内の座席間にパーテーションを

設置し、コロナ感染拡大を防ぎます。

パーテーション

ガードマンによる体温チェック

👉ガードマンがバスに
同乗し、出勤前に従業員
様の体温チェック、手指
消毒を徹底します。
車内の会話や飲食も抑止
します。

バスでの出退勤時のコロナ感染リスクを削減します。
ALSOKがバスのご提供から運用、管理までワンストップのサービスをお届けします。
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※下記4つのオプションは別途御見積となります。



ALSOK食堂管理サービスALSOK食堂管理サービス

👉スタッフの検温、手洗い、除菌を徹底指導 👉スタッフはヘアキャップ、マスク、手袋を着用
👉食器の高温洗浄、テーブル・椅子の定期消毒 👉加熱調理をしたメニューのみの提供も可能
👉ソーシャルディスタンスを保った食堂レイアウトのご提案 etc.

万全のコロナ対策

ケータリングにも対応
食堂・厨房レイアウト図面
の作成や改修工事

お客様のご要望に合わせた
メニュー作成

工場内の社員食堂での
調理、配膳

ALSOKが清潔で安全な食堂運営を提供します!
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新型コロナ対策商品・サービス新型コロナ対策商品・サービス

※Excluding GST/Postage/Installation Charge

○○○○○○○○

What is your 
current health 
condition? 
Please Reply to 
+81XXXXXXX
A. I’m OK.
B. I’m not OK.

Send

顔認証非接触システム
Face Recognition Non-contact System

検温カメラシステム
Thermal Camera System 従業員一斉連絡システム

Bulk Messaging System

INR 30,000～ INR 20,000～

INR 550,000～
INR 100/User/ Month～

顔認証で従業員の
出勤記録や扉解錠が可能。
指紋認証方式から
非接触タイプへの変更で
感染リスクを低減します。
既存システムを生かした
リニューアルが可能です。

監視カメラ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。
日本からインドの工場や事務所の
状況を確認できます。
既存システムを生かした
リニューアルが可能です。

施設への入館者の体表温度を自
動測定し、発熱リスクのある人
を事前に効率的に検知します。

新型コロナウイルス感染拡大に
伴う社員への注意喚起、健康状
態の確認に活用できます。
自動集計機能付き。

カメラ遠隔監視システム
Remote Monitoring System



新型コロナ対策商品・サービス新型コロナ対策商品・サービス

INR 0.80～/Sq.Ff

INR 11,500/1Pc
INR 100/1Pc INR 8.0/1Pc INR 850/1Pc

※Excluding GST/Postage/Installation

Price depends on total floor area
INR 164,000～/1Pc

Sanitization Tunnel
消毒トンネル

非接触体温計

消毒サービス

フェースシールド フェースマスク
個人防護具キット

Deep Cleaning
特別清掃

INR 3.5～/Sq.Ff

Price depends on total floor area

(MOQ:100Pcs) (MOQ:500Pcs) (MOQ:100Pcs)
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本資料に関するお問い合わせは
位寄（いき）、松井までご連絡ください
Hajime Iki
Mobile:: +91-70428-38713
E-mail : iki@alsok.co.in

The personal information is strictly managed in accordance with the relevant laws and 
regulations and is  used only to provide services and operational guidance of our products. 

Handling of 
Personal 
Information

※Copyright of this proposal belongs to ALSOK INDIA PRIVATE LIMITED. Please refrain from unauthorized reproduction and copying for some or all of the contents, such as 
photos, drawings, illustrations described in this proposal.

Shigeru Matsui
Mobile: +91-88008-53612
E-mail : matsui@alsok.co.in

ALSOK INDIA PRIVATE LIMITED
（ALSOK インディア）
[Gurgaon Office]
Unit No.110-112, 1st Floor, Eros Corporate Park, 
Plot K, Sector-2, IMT Manesar, Gurgaon-122050,
Haryana TEL: +91-124-229-0612
[Chennai Office]
Lake front residency,Flat A5, No:5,1st Cross street,
Sakthi Vijayalakshmi Nagar,Velachery, 
Chennai - 600 042 Tamil Nadu
Tel : +91-044-4265-1139


