弁護士からの厚い信頼
弊社はお付き合いのある多くの弁護
士の皆様から、信頼をいただいていま
す。結果を出し続けていることへの実
務能力の評価と自認しております。

まずはお電話 or メールを！

step
2

プロの相談員が面談

お電話、メールにてご相談をお伺いいたします。
秘密は絶対厳守、匿名でも結
構です。
まずはお話を聞かせてください。24 時間無料受付となっております。

弊社の相談員が対策方法、解決方法をアドバイスいたします。相談に関しては
一切無料となっております。面談時に弊社及び弊社相談員が信頼を置けるの
か、
ご判断ください。

step
3

調査方法の提案
ご相談に応じて、適確な対策方法、調査方法をご提案いたします。
ご依頼者様
が納得のいくまでご説明いたします。

step
4

2

3

裁判に強い証拠収集能力

調査の開始
ご契約内容に沿って、調査員が活動開始。
対象者に露見することなく迅速に証拠
を押さえます。
なお、
調査状況は随時メール又はお電話にてご報告いたします。

リアルタイム報告の実施

step
5

弊社の最大のウリは証拠収集のノウ
ハウです。それを実現するのは経験
豊富な調査員の力です。一朝一夕で
は習得し得ない探偵としての力です。

調査の進行状況や経過は、必要に応じ随時ご依頼者様に連絡し、状況に応じ
て判断を伺いながら進行いたします。
ご依頼者様が承諾していない追加調査と
いうものは絶対にありません。

報告書の提出

step
6

弊社では調査結果を
「報告書」
「写真」
「DVD」のセットで提出しご確認いただき
ます。
弊社報告書は、調停・裁判において、確度の高い証拠資料としてご利用
可能なものとなります。
※刑事案件での刑事事件の資料としても弊社の報告書が取り扱われております。

明朗会計

再出発への提案

step
7

最初に調査料金を明確に説明し、そ
れ以上の請求は絶対にいたしません。
不透明感が一切ないわかりやすい料
金体系を整備しております。

現実に寄り添い︑真実を探す︒

1

つの 理由！

step
1

ご依頼者様の再出発のために︒

5

調査の流れ

弊社 が 選ばれる

私たちの目的は調査ではなく、ご依頼者様に
「幸せになっていただくこと」。
その
ために今後のご相談や、弁護士・カウンセラー等のご紹介などのアフターフォ
ローを重視しております。
人生の重要なご決断を、ご依頼者様が求める幸せに
基づいた間違いのないものとすべく、
尽力いたします。

アクセス
早稲田通り

1
4

リアルタイム報告
調査中に可能な限り、ご依頼者様に
状況報告をし、情報を開示します。成
功率を高め、合理的な判断が可能と
なり、費用も抑えることができます。

新井

中野体育館

西友中野店
中野共立病院

中野四季の森公園

←高円寺

中央本線

中野区役所前
ライフ
中野駅前店

中野北口

東京メトロ東西線
中野マルイ

安心の探偵業届出業者
探偵業には各都道府県の公安委員会
の許可が必要です。問題を起こす業
者は届出番号を保持できません。
ご依
頼の大前提として、この有無をご確認
ください。

新宿情報ビジネス
専門学校
東中野→

中野 駅

中央本線

5

Here!

総合法律調査事務所

24 時 間 、3

三菱東京 UFJ 銀行
中野駅前支店

6 5日

なかの ZERO

〒164-8512
東京都中野区中野 4-1-1
中野サンプラザ 9 階
ＪＲ中央線 総武線／東京メトロ 東西線
中野駅北口から徒歩１分
お車でお越しの方は、中野サンプラザ
一般駐車場か、周辺のコインパーキン
グをご利用ください。
西側駐車場はご利
用いただけませんので、ご注意ください。

どんなことでもお気軽に
お問い合わせください！

03-６８５９-７５４３

総合法律調査事務所

contact@hohoemi-tantei.com
http://hohoemi-tantei.com/

探 偵 業 届出番 号 ： 東 京 都 公 安 委員会 第 3 0 1 7 0 2 1 7 号

ほほえみの日常を取り戻すお手伝い

状況を冷静に見て
一番現実的な答え
を見つけました

とても大変でしたが
前を見て歩ける環境
を手にできました

CASE

1

歳）
Ａ子さん（52

ほほえみ探偵社 調査責任者

角掛富夫〔つのかけ・とみお〕

探偵専門学校で技術・知識を習得し、大手探偵
事務所にて調査業務に従事。浮気調査に特化した
探偵として経験を積む。
理念実現のために、ほほえみ
探偵社を開業。浮気調査事案多数経験。

探偵に求められるものは結果。
それは

CASE

２

歳）
B子さん（46

Data

Data

専業主婦

アパレル系企業総合職勤務

子供：中学生１人、高校生１人

子供：小学生１人、中学生２人

ご主人の職業：公務員

ご主人の職業：大手Ｉ
Ｔ企業管理職

20年もの間連れ添ってきたご主人。
ここ数年の間に帰宅しな

ご主人の持ち物の中に、ラブホテルのカードや精力増強剤を

い夜が多くなり、ついに生活費も渡さなくなるという事態に。

発見。状況から浮気と判断し弊社に調査を依頼。結果、共通

事実関係を探るべく弊社に調査を依頼。
結果、職場の女性と

の知人女性との浮気が発覚した。明確な証拠を押さえ離婚

浮気関係にあることが発覚。子供もおり、
Ａ子さんがご自身の

訴訟を起こすことに。裁判ではＢ子さんの主張が全面的に認

生活力に自信がもてなかったこともあり、ご主人と話し合うこ

められ、共有名義であった自宅をＢ子さんの所有とし、親権を

とになった。話し合いの場では浮気関係の解消と生活費を確

獲得。
またご主人側からの養育費、慰謝料の支払いを約束。

実に入れることを確約。
またＡ子さんの将来的な自立を含め

離婚後も生活を維持し、
リスクのない再出発を果たす。

ての職業訓練を開始。

つまり、覆されない証拠の獲得です。
私たちはこの結果を掴むプロフェッ
ショナルであることに誇りを持って
います。
それが、ご依頼者様の幸せの
お手伝いになることを誰よりも知っ

A子

さんの

場合

●調査時間総計／ 26 時間（調査員２人体制）
（１日平均 4.3 時間 計 6 日間）
●調査報告書・調査 DVD 提出
総額 52 万円

B子
さんの

場合

●調査時間総計／ 16 時間（調査員２人体制）
（１日平均４時間 計４日間）
●調査報告書・調査 DVD 提出
総額 32 万円

ているからです。弊社を訪れる方は
皆、深い悩みを抱えています。
たくさ
んの涙も見てきました。だからこそ、
『その悩みを確実に消す存在である』

調査費用について
●浮気調査・行動調査

相談は
無 料！

費用軽減 のアドバイスをいたします。

と私たちは決意しています。
ご依頼者

１時間２万円…調査１回３時間〜（調査員２人体制）

浮気調査には一定の費用が掛かります。高額になることもしばし

様の日常が、ほほえみであふれるもの

※状況に応じて調査員の行動も変わるため、時間、料金については変動
いたします。
※成功報酬、深夜早朝手当といった見積もりにない請求は一切あり ません。
請求額はあくまで調査費用と経費（実費）のみです。
※経費については、契約時に利用しうる手段や状況などの説明を行い、
ご了承いただいたもののみ請求いたします。

ばあります。
ただし、調査費用を抑えることは可能です。
対象者の

でありますように。
そのお手伝いが私
たちの価値であり、
存在意義です。

行動パターンや曜日ごとの帰宅時間などの情報提供をしていただ
くことで、その確率はかなり上がります。
情報を伺い、的確な調査
方法を提案し、その上で御見積書をお渡しいたします。
お悩みの
解決のための第一歩として、
まずは無料相談をご利用ください。

