調査業務のご案内

㈱日本調査情報
センター

調査業務のご案内
ここ近年においてますます複雑化 していく人間関係・社会事情によりトラブルが多発しているのが現
状です。そんな状況下において当社では優秀な調査員やハイテク調査機器を駆使しながら企業をはじめと
する個人信用調査、裁判資料の収集等あらゆる問題の解決に取り組んでおります。一人で悩んでいるだけ
では何の解決もしません。事が大きくなる前に一度ご相談下さい。優秀な調査員が親身になってご相談に
応じます。

依頼者の秘密厳守は徹底しておりますので安心してご依頼下さい。
２４時間体制・緊急出動可能

＜

調

査 内

容 ＞

各種データ調査・・・¥15,000 より

尾行・張り込み調査・・・¥25,000 より

電話番号調査をはじめ金融調査や車両ナン

愛情問題等 に関する男女間のトラブルに関する

バー調査、転居先や本籍地割出し等。

ものから各種素行調査などに最適です。

素行調査・・・¥50,000 より

結婚調査・・・¥30,000 より

尾行、張込に限らず解明すべき内容をあらゆ

結婚する前に是非知っておきたい相手、相手の

る方面からアプローチしていきます。

家族についての情報を詳細に調査致します。

ストーカー対策・・・¥100,000 より

人探し・家出人の捜索・・・¥100,000 より

ストーカーによる被害が急増しています。事

警察においてもなかなか動きにくく 、また、発

が起きてからでは手遅れです。是非ご相談く

見率も極めて低いような難調査についても 調査

ださい。

可能です。

個人信用調査・・・¥60,000 より

企業信用調査・・・¥50,000 より

様々な物事が複 雑 化 していく現代社会にお

相手会社の規模、資産、経営状況等 の情報を詳

いて、個人情報を知っておくことは必要でし

細に調査致します。

ょう。

雇用調査・・・¥30,000 より

盗聴・盗撮発見調査・・・¥40,000 より

社員を採用する時、会社側としては必ず行っ

全国何処でも出張調査致します。

ておきたい重要な調査です。

科学調査・・・¥25,000 より

ＤＮＡ親子鑑定・・・¥300,000 より

最新の通信機器、無線機器などのハイテク機

犯罪捜査でもかかせない DNA 鑑定。個人・親子

器類を使用し調査致します。

特定のための情報がぎっしり 入った信頼できる
鑑定です。

裁判資料・証拠収集・・・¥100,000 より

特別調査・・・¥300,000 より

法廷用資料を調査収集し、ご提供致します。

スパイ、ボディーガード等各種難調査お受け致
します 。
（長期間の探偵派遣可能です）

悩み事、調べたいことなどお一人で考え込み
悩むことが一番良くありませんし、何の解決にもなりません。
何でも結構ですのでお気軽にご相談下さい。
依頼料についても依頼者のご予算にあった金額で対応致します。

各種データ調査
本調査は、一般加入者電話・携帯電話・ポケットベル等からの個人信用調査データサービスです。
低料金にて迅速、確実に調査致しますのでお気軽にご利用下 さい。
その他、下記にない調査も出来ますので何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

＜
一般電話

調

一般電話回線

査 項

目 ＞

番号より身元割り出し
住所・氏名より電話番号割り出し

携帯電話

¥50,000
￥50,000

転居先・改番等

¥100,000

ボイスワープ転送先割り出し

¥100,000

フリーダイヤル

身元割り出し・電話番号割り出し等

¥50,000

携帯電話

番号より身元割り出し

¥50,000

住所・氏名より電話番号割り出し

¥50,000

留守電再生時の暗証番号割り出し

¥70,000

番号より身元割り出し

¥50,000

住所・氏名より電話番号割り出し

¥50,000

PHS

ポケベル

ポケベル

身元割り出し・電話番号割り出し等

¥70,000

車両調査

各種自動車ナンバー

身元割り出し・車種割り出し等

¥15,000

使用者と軽自動車登録番号割り出し

¥70,000

車体番号・車名・車体色

使用者と普通車登録番号割り出し

¥65,000

各種二輪車

身元割り出し・車種割り出し等

¥60,000

借入れ状況

サラ金・信販等

¥40,000

銀行口座関係

隠し口座・残高・口座数割り出し等

¥80,000

金融調査

その他調査 住所関係

現住所・転居先・家族構成・戸籍・本籍等

ご相談

生命保険関係

加入情報

¥40,000

収入関係

詳細情報

¥50,000

土地登記簿の取り寄せ

詳細情報

¥20,000

株式会社謄本取り寄せ

詳細情報

¥20,000

E-MAIL アドレス

身元割り出し

勤務先割り出し

会社名・会社住所・電話番号等

郵便物の転送先

詳細情報

自転車登録ナンバー

所有者割り出し

¥90,000

犯罪歴

詳細情報

¥90,000

その他何でもご相談下さい
※上記料金の他に別途消費税がかかります。
※上記料金は変動する事もあります。
※調査結果は当日〜翌日で対応することができます。
※土日・祝日をまたがった場合多少お時間がかかる場合があります。
※調査状況により結果報告がずれ込む場合があります。

7 万円より
¥70,000
¥100,000

ご相談

素

行

調

査

尾行、張込に限らず解明すべき内容をあらゆる方面からアプローチしていきます。
ここでは、素行調査でも一番依頼が多い浮気調査をはじめ、いじめに関する調査を例にあげてみます。

＜浮気調査＞
心当たりがあったら要注意！！
婦間の性生活や対応、行動が不審である。金遣いが荒くなり携帯電話を持つようになったり電話が多い。
電話に出なかったり、無言電話や間違え電話が多くなった。ウソが多く言い逃れ、逆に開き直って誤魔化
すことがある 。出張が最近多くなった。最近帰りが遅くなったり、帰ってこないことがある。休日、外出
するようになったり、会社に出勤していない。

情報の収集
状況を日時を忘れずノートに記録して下さい。 財布、バック、車の中をチェックして下さい。携帯電話、
ＰＨＳ などリダイヤルやメモリーチェック 。法律に関する知識民法の規定により不法行為を受けた側は、
慰謝料の請求・離婚の請求ができます。その際、請求者は不法行為の証明をしなくてはなりません。

解決への道
情報収集で記録したノート、プロの調査で集めた写真・ＶＴＲ・調査報告書持って弁護士事務所へ。

＜いじめ調査＞
こんなことありませんか？
殻に閉じこもって無気力、無関心、無口。楽しかったことや、面白かったことしか話さない。イヤなこ
とされていても笑っている。事実確認当人 がいじめられていることを 話してくれる場合はその事実確認。
話してくれない場合は、両親の協力のもとに、状況証拠の蒐集。主に衣服の汚れ・ノート類の落書き・持
ち物の紛失・けが（衣服に隠れて見えない場合があるので、着替え、入浴の際要注意！）

両親へのアドバイス
日記帳 をつけて、気が付いた事を記録、その時の子供との会話も記録。
・紛失物の記録、いつ無くなっ
たことを知ったか等、また、後から出てきた場合は、どこからどのようにして出てきたのか。けが等は、
写真やＶＴＲで撮影して納めておき、病院へ行った場合は診断書の作成をすること。損害賠償を覚悟して
いる場合は、健康保険は使わず、実費で支払い、領収書をもらって保存しておくこと。

学校側との話し合い
学校側が認めている場合は、その後の対処と結果を報告してくれるように期日を約束してもらい、報告
を受けること。学校側が理解せず、
「いじめられる側にも問題がある！」
「家庭に問題があるのでは？」な
どその様に言われた場合は、
「その様な理由で、いじめる事を容認されているのですか？」
「その様な理由
で、いじめ ても良いと教育基本法のどこに記載されていますか？」丁寧に問いただして下さい。
「もし、
そうでない場合は、対応対策をして下さい、来週の何年、何月、何日、何曜日、再度お伺いしますので結
果を教えて下さい。」と、約束を取り付ける。大切なこと子供を守ってあげられるのは、両親や家族であ
る。事件・事故（自殺、自傷、等）が起きてからでは遅いこと。

手遅れにならない内にご相談ください。きっと解決の糸口が見つかります。

結

婚

調

査

近年の日本において、働く女性が増え結婚しない女性も急増している中、離婚者も年々増えています。
その主な理由は夫の暴力や浮気が主な原因であります。結婚してからでは手遅れです。
ここでの調査は結婚前に是非知っておきたい相手や家族について調査致します。

＜主な調査内容＞
本 人 調 査

出身地や本籍・連絡先や年齢に偽りがないか煙草や酒癖、持病はある
か金銭管理能力・借金（ローン）学歴等

家 族 調 査

連絡先家族構成職業借金（ローン）資産等

交友関係調査

交友相手との関係女性関係等

勤 務 先 調査

勤務先・地位・勤務態度・収入・社内での評価・会社の将来性等

そ

基本的な結婚調査に付加して、マザコン・ローン破産幼児虐待・過去

の

他

の異性とのトラブルなど。
婚約とは
婚約とは結納を交わした事実がなくても、口約束「結婚しよう」だけでも成立することがあります。
したがって、一方的に"別れよう"とすれば、その場合は婚約破棄として損害賠償、慰謝料の請求
される場合があります。結婚する意志が無い場合は軽はずみに「結婚しよう」と言わないようにしま
しょう。
結婚詐欺にご注意
巧妙な結婚詐欺、損害賠償金・慰謝料目的詐欺や結婚相談所による詐欺が多いのでご注意ください。

ストーカー対策
ここ近年ストーカーによる殺人事件が発生するなど、悪質で執拗なストーカー行為が社会問題となって
います。当社においても、相談に来られる若い女性の方が後を絶ちません。いつまでも野放し状態にして
いたら手遅れです。手遅れにならない為にも、不審を感じたらお気軽にご相談ください。優秀な相談員が
親身になってご相談いたします。

こんな事はありませんか？
最近急に無言電話が頻繁にある 。誰かに見られていたり、つけられているような気がする 。それが頻繁
ならばストーカーの可能性が十分考えられます。

情報の収集
ストーカー行為の事実確認のため、毎日必ず状況と日時を忘れずにノートなどにメモしてください。ま
た、いやがらせやいたずら電話は、留守電用のテープ等に録音して下さい。
尾行されている気がする場合、会社や学校・自宅を出る時などに注意しバスや電車・車等の乗り降りの
際に不審者がいないかどうか警戒してください。

収集した情報を元に分析
いたずらや無言電話が鳴るのはいつも同じ時間もしくは帰宅直後ではないのか。いつも同じ場所で見ら
れたり 、つけられている気がする。電話の内容や、部屋での様子や会話を知っている場合は、盗聴されて
いる可能性があります。
食生活や生理日等を知っている場合、ゴミをあさられている可能性があります。また、ゴミの中に個人
情報に結びつく手紙や公共料金等の支払い明細等場合によっては電話番号などが記載されたメモなど友
達や友人にも影響を及ぼすケースもあります。
勤務先での出来事を知っている場合、勤務先の会社や取引先、お客さんにストーカーがいる可能性もあ
ります 。 家の中が荒らされたり、誰かが侵入したケースがある場合、合鍵などを持っている人、ポスト
などに置いてある、また身近な人間に合鍵を作られた可能性 もあります。

ストーカーの狙い
ストーカーが一番ほしいものは、ターゲットにされた女性のプライベートや個人情報など全てです。住
所や電話番号はもちろんの事、生活パターンなど何でも知ろうとします。もちろん嫌がらせや恨みが目的
のストーカーもいます。また、ターゲットの感情的なリアクションをみて楽しんでいるストーカーも少な
くはないのです。

具体的な対策
通勤（通学）時間や通勤（通学）経路を変えてみる。ゴミは、直接ゴミ収集車に渡すか人目に付く別場
所に捨てる。
合鍵などは絶対にポストの中などに置いてはいけません。また意外に多いのがカギのかけ忘れや、カギ
をかけずちょっとゴミを出しに行くとか コンビニに行くなどちょっとした隙に侵入される ケースも目立
っています。ちょっと離れる時でも必ずカギをかけるように心がけてください。

いたずら電話対策
電話番号を変えて、電話帳に登録をしない。無言電話のほか、わいせつ電話や暴言電話などがあります。
いずれの場合も、感情的にならずに無言で切るか、「警察に訴えます」と短く明確に言って切るようにし
ましょう。決して対応してはいけません。
最近では相手先の番号が表示されるサービスや、迷惑電話お断りサービスがありますので、利用してみ
るのも手です。

最終的には
情報収集でメモしたノートや電話の録音テープ、

プロの調査で集めた写真・ＶＴＲ・調査報告書を持

って、警察もしくは弁護士事務所へ。
なお、相手がわからず非常に危険ですのでご自分で調査されず当社にご相談ください。

人探し・家出人調査
諦めず何でもご相談下さい。
いつか、きっと逢える日が来るでしょう！
＜初恋の人・お世話になった人・思い出の人・両親の捜索＞
調査内容としては失踪者と同じですが失踪してるわけではありませんので
下記手がかりを参考に情報をできるだけ詳しく頂ければ
失踪者よりは簡単に見つけだすことができます。
また、調査料金もお安くなります。
失踪者の捜索

失踪者や家出人、音信不通になってしまった人は、家族や自分で探してもなかなか
見つかりません。別れたあの人は今どこで何をしているのだろう。きっと今もどこ
かで元気に暮らしています。

情 報 の収 集

まず、捜索に当たり一番大事なのは情報の収集です。どんな小さな事でも情報が多
ければ多いほど早く見つけだすことができます。これは失踪してからも同じで早け
れば早いほど早く見つけだすことができます。調査に当たっては、下記手がかりリ
ストよりわかる範囲で情報をお寄せ下さい。
＜手がかりリスト＞

住

所

失踪前の住所より住所を移動してる場合移転先の調査が可能。本籍地、実
家、離婚した場合双方の離婚後の住居がどこにあるかなど。

氏

名

氏名がわからないケースもありますが、結婚や離婚していた場合旧姓や子
供情報も調査の上で重要です。

生年月日

生年月日よりその人個人を特定するためのあらゆる情報が調査可能になり
ます。

電話番号

電話番号から手がかりが見つかることがあります。

家族構成

両親、兄弟、親戚と連絡取っている場合もあります。結婚してる場合、離
婚してる場合でも同じです。

交友関係

親しい友人、恋人（前の恋人も含む）には連絡を取り合っているケースも
多い。
勤務先

勤務先でのトラブルが原因の場合もある。また、同僚が何か情報

を持っている場合もあります。
そ の 他

身長、体重、体格、特徴など（写真があればなおよし）どのような事が失
踪した原因として考えられるか。行きつけの店では顔なじみの人がいる場
合があります。出身大学や高校など。趣味はどんなことですか。その他、
何でも。

ご依頼・お見積もりの場合、どのような情報をお持ちでどんな理由で失踪
（逃げてるのか・そうでないのか）してるのか詳しくメール で送って下さい。
情報量により適切な調査方法を取りますので詳細がないと料金に大きな差がついてしまいます。

盗聴器・盗撮発見調査
ここ近年、家庭や企業のオフィス・会議室、電話やファックスなど盗聴されるケースが増えてきました。
また、パソコンの普及に伴いパソコンにも仕掛けられ企業スパイに利用されています。
更に最近では、CCD カメラの高性能・小型化などにより、女子トイレや女子更衣室に
盗撮用カメラが仕掛けられ見つかるケースが増えています。
不審を感じたら、下記をご参考の上ご相談ください。

盗聴器と種類

電話盗聴

有線式・無線式・留守番電話のハッキング。

室内盗聴

インフィニティタイプ・ルームモニター機能コンセント内蔵型
やテーブルタップ型・電卓型・時計型等の偽装品タイプ。

盗聴器の発見法

直接盗聴

コンクリートマイク・望遠マイク

保安器の中

ほとんどの一戸建ての家
（集合住宅の場合一カ所に配線盤 があ
る）には、屋外の電柱から電話回線を家の中に配線するために
保安器が設置されてます。この保安器は外部にあるため室内に
進入することなく盗聴器を設置できます。また、保安器内にあ
るヒューズとそっくりの偽装盗聴器が使われる事が多く、取り
付けもヒューズ交換するだけの簡単なものです。当然、保安器
のカバーを外すためカバーの埃のつき具合を観察し、更に内部
のヒューズを取り外し徹底的に調べるのです。マンションなど
集合住宅の場合、配線盤（端子函）があり配線の向きなどで見
ることができます。

コンセントの中

室内盗聴器で多いのはコンセントカバーの裏側に仕掛けられ
ケースです。これは、一度設置すれば半永久的にコンセントよ
り電源が供給されます。
コンセントカバーは部屋の壁にネジ止
めされているのでドライバーを使いカバーを外し、
内部を調べ
て下さい。
すぐにはわからないよう奥の方に設置されるケース
が多いようです。

テレビのノイズ

コンセント内部やＡＣ電源のソケットに設置された盗聴器は、
電灯線から電源が供給されるため送信状態が安定しています。
このような盗聴器がテレビの近くにあると、
盗聴器の電波の影
響で、画像などにノイズを発生させることがあります。

電話のノイズ

電話の通話中には様々なノイズが入ります。
そのノイズほとん
どが交換器やモジュラージャックの接触不良が原因。通話中に
「プチッ」
という変な小さな音が入るようだったら盗聴器 が仕
掛けられてないか疑ってみる。なお、ＮＴＴの故障受付１１３
番で回線チェックしてもらうのもよいでしょう。

人からの贈り物

ぬいぐるみ、ソケット、デジタル時計、万筆、電卓、電気スタ
ンドなど。
これらはプレゼントを装った盗聴器の偽装品として
の最適なアイテムです。

自己防衛対策

無言電話やいたずら電話は、出来るだけ相手に、先に切らせる。相手がなかなか切
らない場合はこちらで一度電話を切って、再度受話器を上げてみる。
通話状態のまま室内の音を盗聴されている。
ルームモニター機能や外から留守番電話の内容が聞ける電話の場合、暗証番号を頻
繁に変える。（暗証番号解析ソフトも販売されている）
コードレス電話は出来るだけ使わない。秘話機能があってもデジタルでない限り秘
話解読器により広帯域受信機で傍受できる。
アナログ携帯電話では大事な話をしない。（現在は、ほとんどデジタル携帯電話に
なっているが、アナログ携帯電話使用の場合、デジタルに替えることをお奨め）広
帯域受信機で簡単に傍受できる。デジタルは今のところ傍受できない。
住居の周囲約１００から２００メートル以内に不審な人物や車両が無いかチェッ
ク（無線式の盗聴器の電波出力の一般的範囲）
部屋の中に見覚えのない物がないかチエック三つ又コンセントやテーブルタップ、
電卓など。

ご

注

意

「盗聴器があなたの家や部屋に仕掛けられています。」などと言って、飛び込み盗
聴器発見業者がたずねて来ることがありますが、探偵や盗聴器発見業者は、飛び込
みの営業は致しません。
なぜならば、盗聴器を仕掛けるのはその家の住人や恋人などごく親しい関係の人間
が大半で応対に出てきた本人が仕掛けている場合もあります。
もしそのような場合は取り外せる資格の有無や、「警察立ち会いの上で」と、応対
してみて下さい。偽の業者ならばすぐに退散します。
盗撮に関しましては、電波を使用した物が殆どですので

上記した盗聴と基本的には変わりませんが、映像と音声を電波で飛ばしておりますので、
ご自宅のテレビで１CH〜６２CH までサーチすれば確認できる場合もあります。
（最近では、スクランブルのかかった物もあり、専用受信機でないと受信できないタイプもあります。
）
当社ではプロ用盗聴発見器など様々な受信機の販売も致してます。
是非、ご相談ください。

Ｄ

Ｎ

Ａ

鑑

定

(親子鑑定)
今日、世界中で犯罪捜査でも欠かせないＤＮＡ鑑定。個人を特定するための情報が
ぎっしりとつまり世界中で信頼できる鑑定として注目をあびています。

こんな時にお役立てください！
親子鑑 定

浮気調査や隠し子などの親権問題や証拠資料に最適。
不倫をしていたため夫の子供か不倫相手の子供かわからない。
子供が自分の両親が本当の親なのか養子なのかわからない。
認知をせまられた、または認知を認めない場合。

相続問 題

御当人の死亡後の証明用にそなえる。
（不認知の子供などの相続権確保）
見ず知らずの人が遺産相続の権利を主張してきた。

遺留品鑑定

毛髪・爪・体液などより同一人物かを鑑定。

鑑

定

料

金

父親または母親１人と子供１人の親子鑑定

¥300,000

兄弟（姉妹）鑑定（鑑定対象者双方各一人）

¥300,000

鑑定対象者が１人増えるごとに加算される鑑定料金

¥100,000

上記の各項目は、証明したい人物の両者の体毛・唾液・体液が必要になります。
その際、専用のケースをお渡し致しますので収納してご提出ください。
鑑定結果は、基本的に英文証明書になりますが、必要な場合は和文で和訳を致します 。
（別料金）
ＤＮＡ鑑定結果は裁判でも使用可能な証明書になります！！

血液型による親子鑑定豆知識
（両親の血液型における子供の血液型出生率）

両

親

の

子

血

液

型

Ａ

供

の

血

液

Ｂ

型

と

出

ＡＢ

生

率
Ｏ

ＡとＡ

８４％

０％

０％

１６％

ＡとＢ

２６％

２３％

３４％

１７％

ＡとＡＢ

５０％

２０％

３０％

０％

ＡとＯ

６０％

０％

０％

４０％

ＢとＢ

０％

８２％

０％

１８％

２２％

５０％

２８％

０％

０％

５７％

０％

４３％

ＡＢとＡＢ

２５％

２５％

５０％

０％
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５０％

５０％

０％

０％

０％

０％

０％
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ＢとＯ

ＯとＯ
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