あくまでもこちらはサンプル報告書の一部になります。

御 報 告 書

A.D.A上海総合調査会社
中国国家公安委員会

許可

1983726428

報告書作成日
平成●●年●●月●●日（●曜日）
御依頼人
●● ●● 様

調査報告書取扱規定

一、 弊社は、依頼事項について秘密を厳守し、当報告書は極秘扱いとして提出したものです。
依頼者様におかれましても他に口外されないようお願い致します。
二、 万一、依頼者が、前項の規定に違背して、第三者に漏洩したために弊社が損害を被った場合、
その損害は依頼者に弁償して頂くことがございますので、報告書の取り扱いには十分ご注意
下さい。
三、 弊社は当報告書の記載内容については損害賠償の責を負いません。
四、 公開を必要とする場合には、必ず弊社の了解を得て下さい。
五、 当報告書の複製を禁止します。

上海薩契商務諮詢有限公司 ( A.D.A上海総合調査会社 Asia Detective Agency 】
【 中国本社 】 〒200540上海市金山区衛清東路1989号16棟309室 【 中国調査本部 】 〒200062 上海市普陀区梅? 南路320号B棟
2205室 【東京連絡事務所】〒151-0071東京都渋谷区本町1丁目51-304F 【京都連絡事務所】〒617-0006京都府向日市上植野町鴨田
４-28
日本から無料相談(国際電話) 010-86-21-5271-2705(日本人相談窓口)
日本国内相談窓口 03-3375-6201(直通) ＰＣ URL http://www.ada-shanghai.net E-mail info@ada-shanghai.net
■全国２４時間 無料相談・無料お見積り 受付中■
=========中国国家公安委員会 許可 3102282078394========

【第一項】

調査対象
名 ：●● ●● (以下、本人と称す)

氏

生年月日：昭和40年11月2日
現住所

：中国杭州市●●区●●路●●号1号棟1001室 (以下、本人宅と称す)

勤務先

：株式会社●●

現地勤務先：杭州●●有限公司(以下、勤務先と称す)
【第二項】

調査背景

2006 年 5 月、依頼主様が単身赴任している夫の様子を伺いに３回目の中国訪問時、部屋がとても綺麗に整頓
されており「今はお手伝いさんが週 3 回来るから」と言う返答時に違和感を覚えた。22 時ごろに電話があり
中国語でこそこそと会話し、すぐに切った後「仕事の話だ」と言った時にも不信感を感じ日本に帰国した後も
不安な毎日が続き知り合いを介し直接守屋携帯まで連絡をして、依頼に至った。
【第三項】

調査内容

2006 年 6 月 22 日(木)〜2006 年 6 月 24 日(土)

合計 20 時間の素行・浮気調査
調査員

：

調査車両：

3名
普通自動車一台
自動二輪

【第三項】

一台

調査下見

6 月 21 日(水)13:00 当社中国人スタッフに対象者のマンションに下見調査に向かわせた結果、対象者が外国人
用マンションに住んでいる為 24 時間警備員在住。中国人では住人以外簡単には敷地内に入れないとの事、次
の目的地、勤務先の下見に向かう。
同日 16:30 守屋(以下、調査員)と弊社日本人調査員で対象者マンションに下見に行き、入口でサインをすれば
敷地内に容易に進入出来る事を確認。勤務先、マンション共に張り込みが可能である事を確認。

【第四項】 調査経過詳細

6 月 22 日(木) 調査予定時刻 18:00〜23:00 5 時間
18:30

本人、勤務先から同僚とみられる人物と一緒に徒歩ででる。
(同僚：40 代男性、紺のスーツ、深緑のネクタイ)

18:42

本人、同僚 2 名でタクシーに乗り込み○○方面に向かう

19;10

日本食が集まる○○広場に到着○○店に入店(杭州市○○120 号１F)

20:30

同刻まで動き無し

21:45

本人と同僚が退店し徒歩で近くの可的(コンビニ)に入店

21:51

タバコとお茶を購入し退店

21:55

本人、同僚を先にタクシーに乗せ「お疲れ様、また明日」と声を掛け見送る

21:55

本人、タクシーに乗り込む(調査員はタクシーを尾行)

22:25

本人、自宅に到着(調査員は自宅前車内にて張り込み)

23:00

部屋の電気が消えたのを確認後、1 日目 5 時間の調査を打ち切る。

6 月 23 日(金) 調査予定時刻 18:00〜23:00 5 時間
18:12

本人、勤務先から単身徒歩で退社する。

18:22

会社周辺の交差点で携帯電話を使用する。中国語で「ごめん、遅れる」と会話する。18:46

ようやく

タクシーを見つけ乗り込む(○○方面に向かう)
19:20

○○公園の東口に到着：20 代前半と見られる女性と合流
腕を組みながら徒歩で移動する
(女性：20 代前半、ジーンズ、黒のジャケット、茶色がかったロングヘアー)

19:51

手を繋ぎながら飲茶店○○に入店(日本人客が少ないと判断した為潜入は断念)

20:45 2 人が退店、店の前でタクシーに乗り込む
21:00 2 人がタクシーを降り飲食店○○○(日本人向けクラブ)に入店
(杭州市●●区●●路１F 看板内容：セット 200 元・ノーチップ制)
21:20

本部に確認後、調査員 2 名○○○潜入
(店内約 120 ㎡テーブル 6 席ソファー4 席。一番奥の席に本人を確認。先程の女性で洋服が白のドレス)
以下、当店聞き込み内容(映像、音声は別に提出)

※聞き込みした内容の真実はすべて未確認である
・ 10 ヵ月以上前から週に 1 回は必ず同伴する
・ 奥さんとは離婚したと言っている
・ マンションを購入してあげた
・ 結婚を本気で考えている
22:50

調査員 2 名が退店。車内張り込みに入る

23:00

本部に連絡、調査時間の延長を申請・承認

24:20

本人と先程の女性が退店
(女性：待ち合わせした時同様の服装にもどる)

24:26 2 人腕を組みながら徒歩でコンビニに入店
24:35

缶コーヒー2 本、パン 3 個、アイス 1 本、タバコを本人が購入し退店

24:39 2 人腕を組みながら徒歩で団地内に入る(杭州市●●区●●路●●公萬)
24:44 2 人が入った部屋を確認
(●●公萬 14 号棟 402 号室、１DK か２DK と予測：カーテンの掛かった窓２つ)
25:30

同刻まで動きなし

25:51

消灯を確認(リビングと予測)隣接している部屋の点灯を確認。

26:10

２つの窓共に消灯を確認

26:30

本部に連絡。27 時まで張り込み、3 日目の調査時間を早める指示を受ける。

27:00

同刻まで動きなし。2 日目 9 時間の調査を打ち切る

6 月 24 日(土) 調査予定時刻 8:00〜14:00
07:15

依頼主様に途中報告を電話で伝える

下記、依頼主様からの今後の指示
・ 今日の予定を依頼主様が本人に電話で直接尋ねる
・ 素行調査は予定通り本日 14:00 で打ち切る※13:00 の時点で女性と行動を共にしている場合電話に
て報告する
・ 追加調査として第三者調査を実施する
第三者調査内容

①6 月 23 日 19:20 から行動を共にしている女性の名前
②いつから飲食店○○○で勤務しているのか
③現在 2 人がいる部屋の名義

07:45

調査員、杭州市●●区●●路●●公萬に到着

07:55

依頼主様から本部に電話
下記、依頼主様からの報告
・ 「家に電話しても誰も出ない」と聞いた答えが「すでにゴルフに出ている」
・ 「今日はゴルフだって前から言ってた」と主張した。
下記、依頼主様からの提案
・ ゴルフに行く様な状況になった場合は経費削減の為、調査を打ち切る
状況の定義
① ゴルフに行く格好で迎えが来る
② ゴルフバッグを持って移動する
③ 上記の定義に似通った状況の場合調査を打ち切る※ADA の判断に委ねる

10:30

同刻まで動きなし

11:25 2 人が 402 号室から出てくる
(本人：黒の革靴、茶のスラックス、紺のトレーナー)
(女性：茶のヒール、茶の長めのスカート、ジーンズのジャンバー)
11:32 通りでタクシーを捕まえ 2 人で乗り込む(調査員、タクシーを追跡)
11:55 デパートが並ぶ○○路でタクシーを降り徒歩で○○○○に入る(デパート)
12:12

エスカレーターで５F まで上がり韓国料理屋○○に入店(調査員潜入せず)

12:15

本部に現状報告、指示を待つ

12:37

本部から報告、下記、依頼主様の指示内容
１、本人と女性が分かれるまで調査を延長する
２、16:00 の時点で 2 人が一緒の場合は再度報告する

13:23 2 人が退店、本人が代金を支払う(価格は確認できず)
13:28

腕を組みながらエスカレーターを下る。３F で降りる

13:40

アクセサリーショップ○○に入店

14:02

金色の細いブレスレットを女性が試着する
金色の細いブレスレットを本人が女性にプレゼントする(価格：740 元)

14:15

店を出て腕を組みながらエスカレーターを下る。
1 階フロアーで 2 人は○○化粧品のブースに立ち寄る。

14:33

女性が香水を選んでいる様子。※下記、聞き取れた会話(日本語)
女性「 これどう?」本人「う〜ん、良いんじゃない」と日本語で会話を交わす。
いくつかの香水を試しそのうちの１つを本人が女性にプレゼントする(価格：220 元)

15:10 2 人で手を繋いでデパートを出る
(女性が左手に化粧品の袋を持つ・本人が右手に女性のバッグを持つ)

15:21

デパート並びの通りの○○コーヒーショップに入る。
コーヒーを 2 つ購入し本人が代金を支払い外のイスに座る。
会話内容(日本語)
・ 女性：これからどうする。
・ 本人：DVD が欲しいんだよなー。
・ 女性：じゃーDVD 買って帰って観てから一緒にお店に行こうよ。
・ 本人：明日ゴルフで朝早いから今日はいかないよ。ねむいし。
と押し問答している様子(録音できず)

15:30

本部に現状を報告。

15:55

本部から指示が入る。下記、指示内容
① 本人と女性が別れるまで調査の再延長
② 20:00 時点でも一緒の場合は再度報告する
③ ２人が別れ本人が自宅に戻った時間に調査を終了する

16:05

空になった容器を店の中のゴミ箱に捨てに行き外のタクシーに 2 人で乗り込む

16:40

タクシーが●●路●●公萬(女性自宅と推測)に到着。タクシーのドアを開けたまま
2 人で降りる。本人が女性にキスをしてタクシーに 1 人で乗り込む。

17:15

タクシー本人宅に到着。
本部に報告し 3 日目調査終了 6 時間＋延長時間 3 時間 15 分の調査を打ち切る。

6 月 25 日(日)第三者調査 (ADA 上海総合調査会社データ調査部)
２日を共にした女性の○○○○○のコピーを入手
対象物件の○○○、価格の入った○○○のコピーを入手
入店した際に使用された○○○のコピーを入手※女性が○○○(日本人向けクラブ)に入店した正しい日程の
記載は無し。

あくまでもこちらはサンプル報告書の一部になります。
依頼主様の方には細かい詳細で書類を作成致します。
また、報告書のほか、写真または撮影した DVD をお渡し致します
※このサンプル報告書の時間はすべて中国時間です。
※この事例は ADA 上海総合調査会社の前身会社：中国海浪上海行動調査中心の時の案件である

