アイス・ブルー探偵社－行動系調査（尾行，張り込み，監視調査）料金表（税込価格）

H３０年１１月現在

パターンＡ … ３０，０００円～

…一番契約件数割合が多く、のちのち他の契約パターンからの変更希望者が多いパターンでもあります。

パターンＢ … ４５，０００円～

…裁判提出用資料作成を前提としての、本格的な資料作成までが必要な方は、こちらをどうぞ！

パターンＣ … １５，０００円～

…簡易動向確認程度で十分と言われる方、保険感覚で調査員の待機をして欲しい方は、こちらをどうぞ！

パターンＤ … １５，０００円～

…成功報酬制の調査です。調査日時が決められない方、怪しい日が特定出来ない方等、こちらをどうぞ！

パターンＥ … １５，０００円～

…調査員日当制の調査です。調査員を日当計算で依頼をされたいと言った方のためのものです。

パターンＦ … ２５，０００円！

…とりあえず的なお試し調査。とりあえず的に一度、お試し感覚で依頼をしてみたい方、どうでしょう？

当社には、様々なパターンがあります。又、それぞれ、ご自分に合ったパターンを組み合わせて依頼されるのも良いかと思います。
何故、
「パターンＡ」を選んで依頼される方が一番多いのか。（この様な設定を希望する依頼者達が多数いた事がキッカケで、出来た設定だから多いハズ^^;）
ちなみに当社の浮気調査などの男女問題での依頼者たち…の比率をみてみますと、
「パターンＡ」と「パターンＢ」を比べての割合は、９対１…いや、それ以上
の大差で、「パターンＡ」を選んでいる人達ばかりですね。
（そもそも独身の方たちなど、裁判等とは関係の無い目的での素行調査や確認調査を依頼される方達もいますね。その様な方々の場合、そもそも裁判調停など
に提出するような報告書を作成する必要がありませんしね。その様な方々こそ、
「パターンＢ」を選ぶ必要は無いですよね？）
独身の方など、裁判等とは無関係な人は別としても、過去の実績とて、当社の依頼者たちで、裁判も視野に入れて調査依頼をされている方達であってすら、結
局裁判にまで発展してしまっている方は、ごくごく稀なのですよね。
そもそも「パターンＢ」を選ばれている人達の多くが、すでに裁判が行われることが決まってから、そこでようやく、自分の持っている証拠がまだ十分ではな
い、又は不足している状況であることを痛感し、それから調査依頼をされた方々であるなど、かなり稀なケースの人たちなのです。
その様な理由から、裁判を行う事が決定後に依頼してきた人達が、
「パターンＢ」を選ばれて依頼をされている方々である事が多いですね。
（最近は弁護士さんも冊子報告ではなく、データ形式での提出を希望される場合が多いので、裁判前提の方であっても「パターンＡ」希望者がほとんどです。）
それなりの証拠さえ押さえることが出来てしまいさえすれば、まず不貞行為が行われていたかどうかを争点とした裁判にはなることは、ほぼありません。
そうなれば当然、裁判費用も発生せずに済みます。
何故なら…配偶者や浮気相手の立場に立って考えてみてください。裁判をして勝てれば、裁判費用等だけで済むかもしれません。
しかしもし負けた場合…裁判費用以外にも慰謝料や損害賠償と言った出費が、発生することが考えられるわけで。
勝ち目のある裁判であればまだしも、もし裁判をするまでもなく、勝ち目がないと予想される状態で、裁判に持ち込もうとする人は、そうそういませんよね？
であるならば逆に、その人達にとっても、裁判に持ち込まず素直に非を認めた方が、慰謝料や損害賠償だけの出費で済み、金銭的，時間的負担の軽減と言った
判断にもつながりますからね。
そもそも配偶者や浮気相手等が、
「裁判費用を払ってまで、裁判に持ち込もうとする行為。」それは言いかえれば…
「争ってみるだけの価値がある。
」
「中途半端で大した証拠とも言えない程度の物しか掴まれていない。」
「いくらでも否定が出来てしまえる程度の状況である。」
と、相手が判断をしてしまっていると言うことなのです。
証拠とは、交渉相手から、そう言った争うだけの気力を奪ってしまうことが出来るだけの、法的，客観的に判断することが出来るものなのです。
それさえ集めて押さえてしまうことが出来さえすれば、滅多にその事を争点とした裁判となる事はないのです。
また相手にそう思わせるだけの証拠を押さえさえすれば、いいわけですから。
（そう考えると、自社に依頼をしてくれた人が裁判となる状況にまで至ってしまっている探偵事務所は、その程度の証拠しか収集が出来ない探偵事務所である
と言うこと。それは…恥ずかしい事であると言えるのです。
いくら裁判を前提としている依頼者であっても、結果として裁判になってしまう状況にしてしまっては、探偵事務所としては、僕はダメだと思うのです。）
ですから、裁判を前提として考えられていた人たちですら、調査結果や撮影した映像を依頼者や弁護士の方などに確認をしてもらい、
「裁判となる可能性は薄そうだなぁ…」
と判断されたた為、結果として、
「パターンＢ」で契約をされていたにもかかわらず、
「パターンＡ」変更希望される方も多いのです。
必要なだけの確実な証拠映像を押さえてしまいさえすれば、裁判にはまずならずに済み、その分の裁判費用分のコスト削減。
更に言えば、裁判提出用の形式を整えた資料の作成をする必要すら無くなるわけで、更に又その分の手間と費用コストが削減。
また中には、調査決行日の調査対象者の行動が、不貞行為を行わなかったなど、依頼者の調査依頼の目的とは違った行動を対象者した場合（いわゆる「空振り
調査の場合」
）、そのまま「パターンＢ」での結果報告はせず、臨機応変に「パターンＡ」などへの変更も可能となっています。
当然どちらのケースも、差額分は返金となります。（その逆に、
「パターンＡ」から「パターンＢ」への変更も、差額分さえ頂ければ、後日変更可能です。
）
それぞれ詳しくは、以下の一覧をご覧ください。m(__)m

＜01＞

※調査員 1 名での料金が基本となっています。
（人員追加の場合は「特別追加料金」の欄をご覧ください。
）
※経費については別途となります。
※一般的な探偵事務所とは違い当事務所では、問い合わせ当初より現場担当者が常に持ち歩いている携帯電話を使って対応しているため、調
査中も直接連絡を取ることが可能です。そのため、可能な限りの状況・中間報告は常に行っています。
※変動金額は、難易度、レベル、時間拘束など、様々な状況により変動します。
※設定金額等も含め、全て依頼者と協議合意の上、決定となります。
＜「パターン C」
、
「パターン C＋」
、
「パターンＣ－」、
「パターンＥ」
、
「パターン F」に関して＞
特に「パターン F」は、
「お試し調査」と言うくらい、
「アイス・ブルー探偵社」の事務所的には、ほとんど利益が無いので。
「パターン C」、「パターンＣ＋」、「パターンＣ－」、「パターンＥ」、「パターンＦ」のみのお問い合わせの方は、代表者の携帯電話、もしくは
…LINE@、IP 電話、Skype 等に、直接お問い合せ下さい。フリーダイアルでのお問い合わせのみ、一切お受けできません。
低価格を維持する為、いくつか依頼者の方にご協力をお願いすることもあるかと思います。その際は、ご協力お願いしますね。

パターンＡ （基本…調査員 1 名体制）
基本調査料金

１日単発調査４０，０００円

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。

1 日(～６時間)

数日連続調査３０，０００円

数日まとめて連続調査依頼される方は、手間が多少省ける為、1 日辺り３万円となります。
（※１）

延長料金(1 時間単位)
基本料金に含まれるもの

５，０００円

延長ついては依頼者と協議の上、合意が得られた後行うものとします。（※１）

DVD 動画映像（動画映像内に日時表示あり)
データでの簡易報告等
車両・撮影機材費（※３）
簡易事前確認・下準備、本調査等の人件費

基本料金に含まれないもの

静止画付き報告書（★１）
（★２）
（★３）（★５）
（★６）

映像編集作業時に日時表示の挿入作業も行っていますので、動画映像さえ観れば対象の様子だけでなく、日時の確認もできます。
◎このパターンをお勧めする方
離婚等の調停・裁判を前提としていない浮気・素行調査を希望されている方
彼氏彼女の浮気調査など、相手の表情や仕草などを動画で確認したいという方
「知りたいことが(動画で)確認さえ出来れば十分!」という方
最近は弁護士さんも冊子報告ではなく、データ形式での提出を希望されるので、裁判前提の方であっても、こちらの希望者がほとんどです。
「パターンＢ」との違いは、静止画映像がある写真集付き報告書冊子の有無です。
後日、差額分さえいただければ、
「パターンＢ」への変更も可能です。
最初から金額の高い「パターンＢ」で契約せずに、まずは「パターンＡ」で契約し、調査結果の内容等次第で変更されてもいかがでしょうか？

パターンＢ （基本…調査員 1 名体制）
基本調査料金

１日単発調査６０，０００円

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。（※１）

1 日(～６時間)

数日連続調査４５，０００円

数日まとめて連続調査依頼される方は、手間が多少省ける為、1 日辺り４万５千円となります。

延長料金(1 時間単位)
基本料金に含まれるもの

７，５００円

延長ついては依頼者と協議の上、合意が得られた後行うものとします。（※１）

DVD 動画映像（動画映像内に日時表示あり)
日時表示入り静止画映像のある写真集付きの報告書冊子等
車両・撮影機材費（※３）
簡易事前確認・下準備、本調査等の人件費

基本料金に含まれないもの

（★１）（★２）
（★３）（★５）（★６）

◎このパターンをお勧めする方
「本格的な裁判調停用証拠収集資料作成等が必要だ!」って方
「パターンＡ」との違いは、静止画映像がある写真集付き報告書冊子の有無です。
最近は弁護士さんも冊子報告ではなく、データ形式での提出を希望される場合が多いので、裁判前提の方であっても、「パターンＡ」の希望者がほとんどです。
調査結果の内容等次第では、「パターンＡ」等への変更も可能となっています。
（その際は、気軽にご相談ください。）

＜02＞

パターンＣ（簡易動向調査、調査員待機無し、基本…調査員 1 名、監視対象１台体制）
基本調査料金

１５，０００円

1 日(～６時間)

(※１０，０００円)

延長料金(１時間単位)

2，０００円

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。（※１）
調査時間及び監視の仕方、調査員の行動制約の有無等、拘束状況等によって変わります。
（※２台目以降は１台追加に付き、基本が１０，０００円、延長が１，０００円となります。
）

(※１，０００円)
他パターン基本での組み

2，０００円

合わせ(１時間単位)
基本料金に含まれるもの

(※１，０００円)

パターンＡ，Ｂ、Ｃ＋との組み合わせた場合は、１時間単位での設定が可能となります。（※１）
調査時間及び監視の仕方、調査員の行動制約の有無等、拘束状況等によって変わります。

簡易報告（映像、行動記録冊子等は含まれていません。）
機材使用費を含む。

基本料金に含まれないもの

映像撮影及び、下準備費等は含まれていません。（★２）
（★３）（★４）
（★５）（★６）

パターンＣ＋（簡易動向調査、調査員待機あり、基本…調査員 1 名、監視対象１台体制）
基本調査料金

２0，０００円

1 日(～６時間)

(※１５，０００円)

延長料金(１時間単位)

３，０００円

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。（※１）
調査時間及び監視の仕方、調査員の行動制約の有無等、拘束状況等によって変わります。
（※２台目以降は１台追加に付き、基本が１５，０００円、延長が２，０００円となります。
）

(※２，０００円)
他パターン基本での組み

３，０００円

合わせ(１時間単位)
基本料金に含まれるもの

(※２，０００円)

パターンＡ，Ｂとの組み合わせた場合は、１時間単位での設定が可能となります。（※１）
調査時間及び監視の仕方、調査員の行動制約の有無等、拘束状況等によって変わります。

簡易報告（映像、行動記録冊子等は含まれていません。）
機材使用費を含む。

基本料金に含まれないもの

映像撮影及び、下準備費等は含まれていません。（★２）
（★３）（★４）
（★５）（★６）

パターンＣ－（簡易動向調査、調査員待機無し、当事務所経由でのＧＰＳ端末購入者のみ、基本…調査員 1 名、監視対象１台体制）
基本調査料金

１，０００円

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。（※１）

1 日(1 時間単位)

(※５００円)

調査時間及び監視の仕方、調査員の行動制約の有無等、拘束状況等によって変わります。
（※２台目以降は１台追加に付き、１時間単位で、５００円となります。
）

基本料金に含まれるもの

簡易報告（映像、行動記録冊子等は含まれていません。）
機材使用費を含む。

基本料金に含まれないもの

映像撮影及び、下準備費等は含まれていません。（★２）
（★３）（★４）
（★５）（★６）

機材等の使用により、対象のおおよその行動を追跡･監視。(パターンＣ、Ｃ－)
調査員がいつでも出動できるように待機をしつつ、機材等の使用により、対象のおおよその行動を追跡･監視。(パターンＣ＋)
当事務所経由でのＧＰＳ端末の購入者は、パターンＣではなく、Ｃ－の適応となります。(パターンＣ＋の場合は変わりません。)

◎このパターンをお勧めする方
調査対象の行動を事前に把握したい方(パターンＣ、Ｃ＋、Ｃ－)
調査員の出動の必要がなく、行動監視のみを希望される方(パターンＣ、Ｃ－)
自分の代わりに、一時的に動向確認をして欲しい方(パターンＣ－)
日時指定ができず、保険感覚で調査員の待機を希望する方(パターンＣ＋)

パターンＣ

…パターンＡ、Ｂ、Ｃ＋を基本として組み合わせた場合は、1 時間単位での設定が出来ます。

パターンＣ＋…パターンＡ、Ｂを基本として組み合わせた場合は、1 時間単位での設定が出来ます。
パターンＣ－…1 時間単位での設定が出来ます。
パターンＣ、Ｃ＋、Ｃ－のいずれも、他パターンに、更に２台目として追加併用した場合は、２台目以降の追加料金で計算します。

調査結果の内容等次第では、「パターンＡ」等への変更も可能となっています。
（その際は、気軽にご相談ください。）
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パターンＤ（成功報酬制調査、基本…調査員 1 名体制）
基本調査料金

１５，０００円

(設定１日辺り)

～３５，０００円

（成功報酬）

(6０，０００円～)

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。
調査対象の状況及び設定期間、難易度、レベル、拘束状況等によって変わります。
調査対象の状況及び設定期間等により、成功報酬の金額も変わってきます。
成功と判断できない結果となった場合は、いただきません。

基本料金に含まれるもの

映像撮影及び報告書
車両・撮影機材費（※３）
簡易事前確認・下準備費等の人件費

基本料金に含まれないもの

（★１）（★２）
（★３）（★４）（★５）
（★６）

「『何』をもって成功とするのか。
」それらは調査内容及び目的等によって自ずと変わります。
成功の定義、成功報酬の額を含む全ての金額設定・調査期間等も含め、事前に依頼者と協議合意の上で、設定を行います。
事前に連続した調査期間等を設定し、成功報酬制で調査をします。
◎このパターンをお勧めする方
事前に調査日時等の設定をハッキリ決めることが出来ない場合の調査、証拠収集等ある方
全て「お任せ」でお願いしたい方
※内容や次第では、
「パターンＡ」や「パターンＢ」より割高となるリスクもありますので、調査決行日時を事前にハッキリと決める事が出来る状況の方は、こ
ちらを選択しない方が良いかもね。^^;

パターンＥ(日当制、時間拘束、基本…調査員 1 名体制)
基本調査料金
1 日(～６時間)
延長料金(１時間単位)

１５，０００円～
２５，０００円
２、０００円～
３，０００円

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。
調査対象の状況及び業務の手間、難易度、レベル、拘束状況等によっても変わってきます。(※１)
調査時間及び業務の内容、手間、難易度、調査員の行動制約の有無、立場、レベル等によって変わ
ります。

基本料金に含まれるもの

車両費（※３）、調査員 1 名分の人件費のみです。

基本料金に含まれないもの

映像撮影及び、下準備費等は含まれていません。（残りは全て別料金となります。）
（★１）（★２）（★３）
（★４）（★５）（★６）

他のパターン等との組み合わせるのも良いと思います。
簡単な所在確認等や、他のパターンと組み合わせの際は、「パターンＥ」とを適応させることが多いです。
（実は、聞き込み調査など、料金を調査員の日当のみで計算をする際は、この「パターンＥ」を算出基準として行っています。
）

注意点！
前もって設定日時、期間等をハッキリ決められない場合は、お受け出来ません。
その際は、他のパターンでの受付、もしくは状況によっては、ご依頼自体お受け出来ない場合もございます。
(ですから前もって、ある程度は決めておくとか…それなりに相談程度だけでも良いのでね…。)

＜04＞

パターンＦ（とりあえず的なお試し調査、基本…調査員 1 名体制 ※但し、ご依頼の適応に関しては、お一人につき、１回のみとなっています。
）
基本調査料金

２５，０００円

1 日(～５時間)

機材のみでのいわゆる簡易的調査ではなく、現場に調査員が実際に出動して行います。(一応撮影
前提ではありませんが、撮影機材は持参します。)
とりあえずとして、
「本調査時間は 5 時間まで」となっていますが、状況＆その時の気分次第で相
談には応じるかもね？
別に鬼じゃないので。と言うか、あんま無茶を言われない様…とりあえず的に時間設定を行ってい
るだけですので(^^;)

基本料金に含まれるもの

車両・撮影機材（※３）
調査員人件費
簡易報告（行動記録冊子は含まれていません。
）

基本料金に含まれないもの

映像撮影及び、下準備費等は含まれていません。
（映像撮影が必要となった場合は、調査途中であっても、話し合いの上、双方の合
意が得られればパターン変更も可能。
）（★１）
（★２）（★３）（★４）（★５）（★６）

いわゆる、「とりあえず的なお試し調査」です。(爆)
「ふざけた感じだけど、ホントに、ちゃんとやっているの？」と思われる方、一度この調査で依頼してみたらいかがでしょうか？
どうして、こんなふざけた探偵事務所に、全国の複数の同業他社等から、わざわざ仕事や紹介が入ってくるのか。
その仕事ぶりの一端が、この調査によって、垣間見ることが出来るのでは？

◎このパターンをお勧めする方
空振りとなる可能性も考慮に入れて、調査依頼をしたいといった方
「対象のその日の行動が、大した動きでもなかったのにも関わらず、ちゃんとした報告書や DVD を貰っても、そんなの持っていても仕方ない。」
「家に置いて持っていても、万が一…見つかってしまう可能性もあるし。そう考えると邪魔になるだけ。それならかえって、そんなのいらない、余分な報告書
作成手間賃払いたくない。
」
となる可能性がある方
「下見・下準備感覚で、とりあえず対象がどんな動きをするのかを確かめて、それから本格的な調査依頼をしてみたい。
」という方

また逆に、その日調査を行った結果が、
「やはりパターンＡの方が…」
「パターンＢで依頼すればよかった…」と言った対象の動きや調査結果だった場合、
「パタ
ーンＡ」や「パターンＢ」になるだけの差額分を頂ければ、報告関係は全て「Ａパターン」
、「Ｂパターン」に切り替えと言った柔軟対応も可能です。
（簡易調査や動向確認とは違い、調査員が現場に撮影機材を所持して出動していますので。）
更にその逆の「パターンＡ」、
「パターンＢ」から、調査状況によっては「パターンＦ」への変更の希望があれば、ご相談ください。

◆一度、試しに「パターンＦ」にて依頼した後、「このような調査を行ってくれるのなら、別パターンでの調査依頼してみても良いかも？いや、「プレミアム調
査(ディープブルー探偵事務所)の設定で依頼を考えてみても…」って、なってくれれば嬉しいですね。 (^-^;)
また他のパターンと組み合わせて行うのも良いかもしれませんね。

＜05＞

★特別追加料金（いずれかのパターンとの組み合わせ以外では、お受けすることは出来ません。又、全て依頼者と協議合意の上で決定となります。）
※いずれかのパターンとの組み合わせ以外では、お受けすることは出来ません。
※設定金額等も含め、全て依頼者と協議合意の上、決定となります。
※変動金額は、難易度レベル、時間拘束、様々な状況等により変動します。
(★1)＜調査員追加(調査員 1 名)＞
1日

基本(～6 時間)

延長(1 時間単位)

２０，０００円

調査員をさらに増員した場合の料金となります。

(※２５，０００円)

※但し、「パターンＢ」の場合のみ、カッコ内の料金設定となります。

３，０００円
(※３，５００円)

(★2)＜遠方出張費、移動時間拘束(調査員 1 名)＞
片道移動時間

基本(～2 時間)

0円

※片道移動時間が、2 時間以下の場合は発生しません。

基本(2 時間越～3 時間)

９，０００円

現場までの移動時間、又は本調査自体は終了したものの、調査員がそのまま速や

延長(1 時間単位)

３，０００円

かに帰宅が困難な場所や状況等で、調査が終了した場合に(調査員 1 名辺りの拘
束代として拘束時間計算して)適応。
本調査時間以外も調査時間とみなす業者が多いようですが、そのまま本調査料金
時間延長として計算は行わず、この料金で計算すれば、いくらか割安になるかと
思います。

(★3)＜特別事前調査費、特別下準備費(1 現場、1 サイクル等)＞
基本料金

(1 現場、1 サイクル等)

１０，０００円
～４０，０００円

最近の依頼の案件では少なくなっていますが、依頼者と状況等協議の上、通常以
上の事前調査及び下準備等が必要と判断された場合に別途、発生します。
依頼者のご協力が得られる場合、現場の状況など、その状況に応じて変動し、場
合によっては 10,000 円になることもあります。

(★4)＜調査員待機、調査時間外拘束(調査員 1 名)＞
パターンＣ系以外

基本(1 時間単位)

３，０００円

との組合せ
待機のみの場合(1 日)

基本的にはパターンＡ、Ｂを基本として組み合わせた場合のみとなります。
その場合は、1 時間単位での設定となります。

基本(～6 時間)
延長(1 時間単位)

２０，０００円

待機のみとなった場合は、
「パターンＣ＋」の調査員待機有の料金に準じます。

３，０００円

(★5)＜緊急出動要請(対応調査員 1 名)＞
指定日時より早めて出動

(1 時間単位)

(パターンＡ、Ｂ、C＋、

(６時間～)

４，０００円
２５，０００円

事前に調査決行日時の指定はされてはいるものの、依頼者の事前予想に反し、急
きょ指定日時より早めて出動要請がされ、その要請に対応できた場合。

Ｅ，Ｆ)

日時指定ありであっても 6 時間以上早めた場合は、２５，０００円となります。

パターンＣ、Ｃ－（どちらも調査員待機無し）

日時指定無し、もしくは調査員の待機無しの場合は、こちらになります。

日時指定無し

日時指定されていたとしても、指定日時よりも 6 時間以上の場合も同様です。

(★6) ＜無茶ぶり要請対応(1 回、1 要請等)＞
対応料金

(1 回、1 要請等)

１０，０００円～

まぁ一般的で、常識的で…普通の人達からの案件では、ほぼこんな追加料金が発
生するような事はありません。
たまぁーに常識的に考えて…「えっ！？マジで…=_=;」って感じの無茶ぶり要
求や要請をしてくる人達もいたりしまして。
で、正直、そう言うのって、案外色んな意味で、心身ともに疲れますので…。
その無茶振り度合次第に対して、頑張って対応したという対応費として、通常料
金に対し依頼者と協議の上、更に追加料金として決定及び、その金額設定を行い
ます。
但し、あまりの酷い無茶ぶり要求要請の場合は、当然、それ以前の問題として、
調査そのもの自体お引き受けしませんが。

＜06＞

H２３年

アイス・ブルー探偵社－行動系以外の調査料金表（税込価格）

９月現在

所在調査(主に情報系調査を主にした調査が可能な場合に適用。)
基本調査料金

２５，０００円～

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。難易度等により変わります。
（※１）

（調査必要経費）

調査員が調査を遂行する為の費用です。
(工作及び交通,通信,宿泊費, 機材電池代,通信費,情報入手等経費,撮影時ビデオテープ代等)

様々な情報検索等の結果に対し、現地に向かい確認作業等を追加したものであると考えてもらっても結構です。但し現地に向かわなくとも確認可能な簡易確認
作業等で済む場合は、この料金は必要ありません。 よって『情報検索等』＋『現地確認等』であると考えて下さって結構です。情報系調査料金内での簡易確認
作業以上の確認作業＆情報収集作業等を希望の方向けです。

行方調査(所在調査より、状況及び難易度等が高いと推測される場合のとき)
基本調査料金

２５，０００円～

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。難易度等により変わります。
（※１）

（成功報酬）

（５０，０００円～）

内容、状況及等により金額も変わってきます。成功と判断できない結果の場合は、いただきません。

（調査必要経費）

調査員が調査を遂行する為の費用です。
(工作及び交通,通信,宿泊費, 機材電池代,通信費,情報入手等経費,撮影時ビデオテープ代等)

所在調査と違って、情報系調査が主とならない状況の調査の場合に適用されると判断してもらって結構です。 当社では過去に扱った所在,行方調査の殆どが、
行方調査の適応とはなっていません。(受件依頼件数中 95%は…情報系調査もしくは成功報酬制無しの所在調査適応です。)
こちらを適応するような調査とは… 家出,逃走,雲隠れ,失踪,浮浪状態等、よほどの難易度の高い件にしか適応していません。

身元及び社会関係（個人の信用・雇用・結婚・資産等）調査
基本調査料金

２５，０００円～

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。難易度等により変わります。
（※１）

（調査必要経費）

調査員が調査を遂行する為の費用です。
(工作及び交通,通信,宿泊費, 機材電池代,通信費,情報入手等経費,撮影時ビデオテープ代等)

様々な情報検索等の結果に対し、現地に向かい確認作業等を追加したものであると考えてもらっても結構です。但し現地に向かわなくとも確認可能な簡易確認
作業等で済む場合は、この料金は必要ありません。 よって『情報検索等』＋『現地確認等』であると考えて下さって結構です。情報系調査料金内での簡易確認
作業以上の確認作業＆情報収集作業等を希望の方向けです。

盗聴,盗撮発見（調査員１名体制）
基本調査料金

１５，０００円～
２５，０００円

調査員が調査に専従及びアドバイスを行う為の基本料金です。難易度等により変わります。
（※１）
※但し、調査員追加増員が必要な場合は、変わります。

（調査必要経費）

調査員が調査を遂行する為の費用です。(交通,通信,宿泊費, 機材電池代,通信費等)

基本料金に含まれないもの

（★１）（★２）
（★５）（★６）

通常の民家程度までの大きさであれば、部屋数広さ関係なく、この金額で行っています。
他の調査依頼をされており、そのついでに、依頼された場合は、他の調査依頼の内容及び、状況、他の調査の契約金額等により、無料～１５，０００円で行っ
ています。又、当社では、調査を行うだけでなく、盗聴についての解説やアドバイスなども行っています。

その他 調査全般

勤務先確認、人物撮影、その他、様々なあらゆる調査に対応しています。気軽にご相談くださいね。

＜07＞

調査料金及び契約等について（注意事項、参考事項等も含まれています。）
※１． これらの料金はあくまでも参考程度に考えてください。
行動系調査につきましては、調査前の事前予想に反し調査後、あまりにも短く簡単すぎると、こちら側で判断された場合は…当社毎度おなじみの「謎
の特別フィーリング価格」も検討する…かも…?(笑)（但しその判断は、当社側で行います。
）
その様なこともありますので、たまに何故か請求金額が下がっている場合もあり(自爆)
※２． 「遠方出張費」
、「移動時間拘束」、
「調査員待機」
、「調査時間外拘束」については、依頼者とご相談の上、適応となりますので(^^;)
最初から遠方で調査を行わなくてはならないケースの調査員の往復移動時間、又は本調査時間としては終了したものの、調査員がそのまま帰宅が困難
な場所や日帰りが出来ない遠方で調査が終了した際に…と行った場合などに適応。
＜以前実際にあった例として＞
●追跡して島に行ったきり…調査終了はしたものの、天候不良の為、船が数日欠航をしてしまい、数日間帰宅できなくなり…で、適応したことがあり
ます。当然その際は、泣きながらご相談させて頂きます。
●調査対象を追跡し気がつけば…かなり遠方にまで。その時点で依頼者から監視体制の終了の指示を受けたものの、終了現場が遠方であった為…依頼
者と相談の上、調査終了時より帰宅までの時間を、そのまま調査料金で計算はせず、より割安の「遠方出張費」
、
「移動時間拘束」
、
「調査員待機」
、
「調
査時間外拘束」などでの料金計算に切り替えるコトに。
●調査現場が、事前予約を行ってのパックツアーでの調査や、事前予約が必要な飛行機等で行き来しなくてはならない場所であった為、本調査時間外
の拘束時間について、依頼者と話し合って、適応するコトに。
※３． 通常、車両費の請求は行っていませんが、別途レンタカー等の必要がある場合は、別途請求となります。
（当然、全て依頼者と協議合意の上となっていますので。^^;）
※４． 1 日のみの単発調査もお受けしています。
※５．

別途料金として考えられるものとしては、ガソリン代及び交通費、駐車場代、宿泊費、電池代、入店料など、調査状況・依頼内容などによって変わっ
てくるようなものです。

※６． その時の社会状況等により、当社の料金はそれらに合わせて、変動することもございます。その為その都度気軽に、お問合せ,ご確認,ご相談くださいね。
※７． 平成 18 年 6 月、
『探偵業の業務の適正化に関する法律』が国会にて成立したことにより、同法律により定められた各種書類（書面）を事前に交わすこ
となく、契約や調査依頼を受けることが出来なくなっています。ご依頼を検討されている場合は、早めにご相談、ご連絡ください。

＜08＞

ディープブルー探偵事務所－調査項目,料金－(アイス･ブルー探偵社のプレミアム調査プランの料金です。アイス･ブルー探偵社調査料金一覧もご参考に)
行動調査

人物撮影,素行,浮気･不倫･不貞,裁判用証拠収集
追跡･尾行,監視･張り込み調査

調査料金

1 時間あたり…10,000 円～

別途料金

実費経費

◆お持ちの情報,状況,難易度･必要とされる人員，体制等により料金は変動する事があります。
◆事前に依頼者の方と協議の上、必要とされる経費の範囲も決めておくことも可能です。
◆アイス･ブルー探偵社同様、１日のみの単発依頼の調査や成功報酬制調査もお受けしています。

所在調査

知人の所在地確認調査,転居先等の住所確認調査

調査料金

50,000 円～

別途料金

実費経費 （※必要な場合）

◆お持ちの情報,難易度等により料金は変動する事があります。
◆経費が必要とされる場合は依頼者の方と事前に協議の上で決定します。

行方調査

突然の失踪者,家出人捜索

調査料金

1 日あたり…30,000 円～

別途料金

成功報酬 （150,000 円～）
実費経費

◆お持ちの情報,難易度等により料金は変動する事があります。
◆成功報酬の金額は、依頼者の方と事前に協議の上で金額を決定します。
◆事前に依頼者の方と協議の上、必要とされる経費の範囲も決めておくことも可能です。

身元・身上,信用調査

借金の有無,家族関係,勤務先等の確認調査

調査料金

50,000 円～

別途料金

実費経費 （※必要な場合）

◆お持ちの情報,難易度,希望される結果の情報量等により料金は変動する事があります。
◆経費が必要とされる場合は依頼者の方と事前に協議の上で決定します。

その他 調査全般
盗聴発見、各種調査等、「アイス･ブルー探偵社」同様、様々なあらゆる調査に対応しています。

Point! （「アイス・ブルー探偵社」も同様となっています。）
※成功報酬制調査，ご希望の指定日、1 日だけの単発調査もお受けしています。
(必要性も無いにも関わらず、不必要に調査日数を増やしてのご提案，ご契約は行いません。）
※結果的には「アイス･ブルー探偵社」と全く同じ調査体制、調査方法を採用して調査を行うこととなった場合は、「アイス･ブルー探偵社」と同額料金で
行っています。
※ご依頼の内容や案件ごとに１つ１つ、相談者，依頼者の方とともに、協議を行いながら、調査コーディネイト，オーダーメイドして、見積もりを行って
いますので、(アイス・ブルー探偵社の料金表示よりも)あえて大まかな料金表示となっています。
※詳しくお話しいただければ、より効果的かつ、効率の良いでポイントを絞った調査のご提案をさせていただけるかと思います。
※相談段階から調査終了時まで常に、直接現場担当の調査員と調査における連絡，検討，協議を行うことが出来ます。現場の調査員ならではの参考意見も、
いつでも気軽にお聞きください。
※契約後であっても、状況次第で、現場調査員と直接協議を行い、臨機応変な対応を行うこともできます。
詳しくは、メール・お電話でお気軽におたずねください。
■メールアドレス：

deep@iceblue.jp

■フリーダイアル：

０１２０－６２４－００９（「アイス・ブルー探偵社」フリーダイアル）

■代表者スマホ IP 電話： ０５０－３５５２－４００９（NTT コム系 IP 電話アプリ）
探偵業届出番号：愛知県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第 54080059 号
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調査の流れ（「アイス･ブルー探偵社」・「ディープブルー探偵事務所」共通となっています。）
１．

調査のご相談・お問い合せ (メールもしくは LINE,電話でも、お答えします。)

※ご相談は無料です。

・匿名でも構いません。探偵や調査に関するご相談、ご質問、いつでもお気軽にお電話・メールにてお問い合わせ下さい。
・詳しくお話ししていただければ、アドバイス・簡単な調査のご提案・お見積もり等その場で出来る範囲内で行うこともしています。

２．

調査の詳しい調査のご提案及び、お見積りと面談など（必要な場合）

※面談も無料です。

・相談者の都合・調査内容等により、直接お会いして更なる調査に関するご相談・ご提案・調査方法の検討・決定・お見積り等を行ってもおります。
・場合によっては詳しいお見積もりや調査方法のご提案のために、そのまま現場確認させていただくこともあります。
・面談の際に必要と判断された場合に限りますが、調査方法検討のため一緒に下見がてら現場確認を行うこともあります。
（相談者と一緒に確認しながら検討することも出来るため、調査方法や金額設定面において安心出来るかと思います）
・またその際は、調査員の指示に従って行動していただきます。
・当然、相談者の都合・調査内容等により、面談を行わないことも可能となっています。
・「アイス・ブルー探偵社」の依頼者の中には遠方の方や多忙な方もおり、一度も直接お会いせずにご依頼された方もいらっしゃいます。

３．

調査方法と調査料金など、双方納得と合意の上でのご契約

・ご相談された時、その場でご契約をする必要はありません。逆に一度冷静さを取り戻した後に、ご契約されることをお勧めしています。
依頼者と「アイス・ブルー探偵社」の両者が納得の上、合意形成がなされたのちにご契約となるべきものであると考えているためです。
・両者の合意がなされたのちは、「探偵業の業務の適正化に関する法律」にのっとり、ご契約書等の各種書類の作成・発行を行います。
・平成 19 年 6 月より施行の「探偵業の業務の適正化に関する法律」により、調査の前段階において、法律や警察によって定められた事項が記された「重
要事項説明書」、「調査目的確認書」、「調査委任契約書」といった、両者の署名捺印のされた書類の発行交付が義務化されています。
・また平成 21 年 12 月 1 日施行の『改正特商法』第 5 条により、「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書」
といった追加書面も交付となっています。
・遠方にお住まいである方など直接お会いすることが出来ない方は、局留め郵便など様々な法律及び警察からの指導にのっとった方法で契約することも可能
となっています。その辺りについても、お気軽にご相談ください。

※調査は契約時の想定通りにいかないことが多々あります。「アイス・ブルー探偵社」は契約後でもご希望があれば双方の合意の上、契約内容の変更・追加・
削除が可能となっております。ご希望の際はお気軽にご相談ください。

４．

事前調査・調査の下見・調査の準備等の着手

・両者の合意の後、下準備等も含めて調査の着手を行います。
・また、更なる詳しい下見や調査準備を行っている段階で、契約時の段階で想定することが出来なかった事態が確認できた場合は、その都度ご連絡し、調査
方法・調査期日の変更等の再検討などをご相談させていただく場合もあります。
・依頼者も同様に何らかの状況の変化がありましたらお気軽にご連絡・ご相談ください。

５．

本調査の開始・調査途中経過報告

・一般的な探偵社とは違い「アイス・ブルー探偵社」では、問い合わせ当初より現場担当者が常に持ち歩いている携帯電話を使って対応しているため、調査
中も直接連絡を取ることが可能です。

・現場調査員からの参考意見・調査方法のご提案・調査の進行状況・途中経過など、調査に関して気になったことはいつでも確認することが可能となってお
り、調査の進行状況等も把握しやすくなっています。
・何らか想定外の事態が起きた場合も、その場で直接現場と協議・決定・即対応を可能とすることもできますので、その点もご安心いただけるかと思います。
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６．

調査の終了

・原則として、依頼者への状況報告・協議の上、依頼者から終了の指示が出た時点で現場の本調査を終了とします。
・ただし、依頼者の都合により終了時に連絡が取れない場合等、指示が取れない際は、ご契約の段階での取り決めに沿ってこちらで判断させていただきます。

・調査終了後、最終結果報告・提出物作成の準備をします。
※報告方法は依頼者のご希望により、様々な方法に対応させることが可能です。 映像報告も、静止画写真集・DVD 等、様々なメディアに対応可能となってい
ます。

７．

ご報告・お支払い

・依頼者のご予算、ご希望に合わせた報告をさせていただきます。
・提出物がある場合は、ご希望によって直接お渡しも可能ですし、直接お渡しが難しい方であっても郵送・メール等様々な方法をとることができます。

・お支払いはご契約の際、両者が納得の上で取り決めた方法・期日で、原則お支払いいただきます。
・依頼者の状況・予算に合わせ、分割や着手金なしのお支払い等、様々なお支払い方法を提案し、ご納得の上、ご契約となっておりますが、その後お支払いに
関して何らかの事情が発生した場合は、お気軽にご相談ください。

８．

アドバイス・アフターフォロー・アフターケア

※無料で行っています。

・アドバイスやアフターフォロー、アフターケアも無料でおこなっています。
・調査が終わった後でもお気軽にご連絡ください。
無料で調査報告書の活用方法・法律事務所の案内・今後の指針等、様々なアドバイスをいたします。

依頼者にとって「本来の目的」とは、調査そのものではなく、「調査の結果をもとに今後の人生をどう過ごすか」であり、 調査とはそれを達成する為のほんの
一過程であり、一手段にすぎないのです。
その「本来の目的」に向かってのアドバイスも含め、お気軽にご相談下さい。

その他
・調査内容次第や依頼状況等によっては、上記の流れから変化する事があります。
・「アイス･ブルー探偵社」に依頼をされたことがある方々は、調査中・調査終了後・すべてのご依頼事項が終了した後を問わず、調査に関することやそれ以外
にも、いつでも皆さん気軽に様々な連絡をしてこられる方が多いですね。
・ご依頼後、もし何かあれば、他の方々と同様に、いつでも気軽にご連絡くださいねっ。
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無駄な期間及び調査員の人数設定を行ったりせず、依頼者の要望や予算、対象の状況に合わせた ポイントを絞った調査、臨機応変対応を行うべきかと思います。
（まぁ物理的やその他の社会的,当社の経済台所事情等理由で、どう考えても無理なものは無理ですけど。）
全ての調査一つ一つ、人それぞれ違うように、画一的となっていること自体が、おかしいと僕は思います。
よって依頼者のご要望,難易度等により一つ一つ、オーダーメイドで料金を算出されてしかるべきなのです。

一見、ふざけた感じにみえますが、そもそも、様々な従来型の探偵事務所，興信所，調査会社の考え方や調査方法、調査料金算出
法、契約の仕方等に、様々な疑問や不満をもっていたことで始めた調査,探偵事務所…それが「アイス・ブルー探偵社」です。
また当社は、気さくな探偵がやっている調査,探偵事務所でもあります。
ですから、調査や探偵に関する疑問、ご質問、ご相談、お問い合わせ、見積もり依頼等、いつでもお気軽にも一度ご相談下さい。
もちろん「秘密厳守!」、
「相談見積もり無料!」です。

あと、なるべく…出来うる限り、依頼者の調査費用負担の軽減や、なるべく調査料金を下げられるよう…けっこう経費削減努力を、
意外と頑張って行っているので…出来れば、ご連絡の際は、直接携帯電話にかけてくれると、とても助かります。
かけ放題プランの携帯電話に加入していますので、折り返し電話をさせてくれれば、お互い料金を気にしなくて済みますし。
(^^;)
その代わり、問い合わせの時間や曜日等は、24 時間・年中無休状態、なるべくいつでも携帯電話は持ち歩いているようにしてい
るので、電話が鳴れば、出来るだけ電話に出るように心がけていますので…。
<(__)>

アイス・ブルー探偵社
探偵業届出番号

： 愛知県公安委員会 探偵業届出証明書番号 第 54080059 号

所在地

： 〒470-0371 愛知県豊田市御船町山ノ神 21-4

代表者

： 加藤 久和

電話番号

： 0120-642-009

代表者直通 IP 電話

： 050-3552-4009 （NTT コム系 IP 電話アプリ）

LINE@

： @iceblue（表示アカウント：アイスブルー）

FAX

： 0565-77-8165

E-mail

： info@iceblue.jp

URL

： http://iceblue.jp/ (パソコン、各種携帯電話共通 URL)

カケホーダイのケータイ電話がありますので、こちらから掛け直しすることで、通話通信料は気
にせず、ご相談等の長電話も出来ます。いつでも気軽にお問合せ下さい。(^^)b
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