
Spectrum Technology

ホームセキュリティ料金比較

• 比較条件
• 機器は、コントローラ、ドア・窓センサｘ３、モーションセンサｘ１、非常通報ボタンｘ１、ライトｘ１
• スペクトラムテクノロジー分は、温湿度センサ、IR送信機が含まれます。非常時駆け付け、２４時
間対応は含まれません。

• インターネット回線費用は、各社のぞく
• 初期費用は、工事費、保証金、物品。月額費用は、機器レンタル。単位は、税込み

All rights reserved 2021: spectrum technology co.

１年間 ２年間 ３年間 ４年間 ５年間

スペクトラムテクノロジー ¥62,810 ¥62,810 ¥62,810 ¥62,810 ¥62,810

セコム ¥124,060 ¥180,820 ¥237,580 ¥294,340 ¥351,100

ALSOK ¥130,636 ¥212,872 ¥295,108 ¥377,344 ¥459,580
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ホームセキュリティ料金比較

（初期費用＋月額費用）
弊社と大手ホームセ
キュリティ会社では１
年間で約５万円、５年
間で約３０万円の価
格差。

非常時駆け付け、２４
時間サポートがその
価格に見合います
か？

2021/1/12調べ

https://spectrum-tech.co.jp/smarthome/wl_products.html


Spectrum Technology

ホームセキュリティ 比較
サービス、製品名 スペクトラム・テクノロ

ジー
セコム Ａｌｓｏｋ ＡｕＨｏｍｅ

特徴 アンバインド型、売り切り、
月額無料、セルフ

ホームセキュリティの
トップ（120万世帯）

ホームセキュリティの２
位（40万世帯）

月額、回線セット

セキュリティ機器 ゲートウエイ、センサ、緊
急ボタン

コントローラ、センサ、
緊急ボタン、警戒ライト

コントローラ、センサ、
緊急ボタン、警戒ライト

ゲートウエイ、セン
サ、カメラ

要件 ２４時間、スマホにアラー
ム、状態表示。インター
ネット回線要

２４時間対応 ２４時間対応 ２４時間、スマホに
アラーム、状態表
示。

契約期間 なし（物品は１年保証） ５年縛り ５年縛り ２年縛り

月額（税抜き） 0円 4300円（マンション、小
規模、レンタル）

6230円（Ｂａｓｉｃ、レンタ
ル）

490円+3800円（ａｕ
ひかり）

機器代金（税抜き） 約5万円から、
工事不要、取付簡単

工事：43000円、保証
金：20000円

工事：44000円 １－２万円（センサ
類など）

セキュリティ
内容

緊急駆け付け × 〇 〇 △：セコム駆けつ
けがオプション

侵入検知 〇 〇 〇 〇

火災検知 △：今後提供 〇 〇 ×

緊急通報 〇：通報先は家族など 〇 〇 ×：緊急ボタンなし

付加サービスなど 家電制御（エアコン、ＴＶ、
照明などをＩＲ送信機によ
り自動制御）
音声制御（Ａｌｅｘａ対応）

被害補償 被害補償 家電制御

音声制御（Ｇｏｏｇｌ
ｅ Ｈｏｍｅ，Ａｌｅｘ
ａ）

今後の予定 カメラ、煙、ガス、警戒ラ
イト、音声威嚇など追加
予定

All rights reserved 2021: spectrum technology co.
スペクトラム・テクノロジー社によるＨＰなど調査、間違いあればお知らせください

2021/1/12調べ価格は、税抜き

https://spectrum-tech.co.jp/smarthome/wl_products.html


Spectrum Technology

ホームセキュリティ概要図
～契約期間に縛りのないアンバインド型（月額無料）で最新イノベーションを提供し、セルフ
型で、人手不足の解消に貢献～

All rights reserved 2021: spectrum technology co.
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http://www.wuliangroup.com/en/site/productdetail_special/358
http://www.wuliangroup.com/en/site/productdetail_special/358
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