
はいかい高齢者捜索システム事業　登録事業者（オペレーター無）

No.1-1 ①

１　事業者の概要

事業者名

所在地

電話番号

ホームページURL

２　端末・システムの概要及び料金（税込）等

端末・システム名

位置情報取得方法 その他
その他の方法
（アプリのみ、オペレーター無）

端末の大きさ / 重さ

連続待受時間

その他
（端末の仕様・機能・

オプション等）

. 端末提供形態 販売 貸与

初期費用 ６，３８０円

月額利用料 ６３８円

検索料 無料

利用者負担額の
支払い方法

口座振替
（月額利用料は1年分前払いとし、1
年に満たない解約時の返金は不可）

端末の紛失・破損時の
利用者負担額

-

契約期間
契約日からその日の属する年度の末日
（自治体発行利用証で次年度継続）

契約期間途中の解約金 無料

縦　57.0ｍｍ × 横　38.0ｍｍ × 厚さ　15.0ｍｍ　/　34ｇ

3～5分の検知間隔で毎日2時間移動した場合は1週間程度

対応衛星「GPS / QZSS / BeiDou / Galileo / SBAS」、測位補助「WiFi /
携帯基地局 」、履歴確認モード（軌跡表示）、手動検索モード（随時検
索）、通知場所設定（指定場所への発着通知）、エリア自動生成（よく行
く範囲を学習）、ＳＯＳモード（５分間３０秒ごとに最新位置情報検
索）、電力低下通知（30%以下、15%以下）、生活防水対応、充電USB
Type　C、商品発送納期約１～２週間

株式会社ミマモルメ

〒553-0003　大阪府大阪市福島区福島3丁目14番24号

06-6734-6900

https://www.hanshin-anshin.jp/

ミマモルメGPSサービス(履歴確認タイプ)



はいかい高齢者捜索システム事業　登録事業者（オペレーター無）

No.1-1 ②

１　事業者の概要

事業者名

所在地

電話番号

ホームページURL

２　端末・システムの概要及び料金（税込）等

端末・システム名

位置情報取得方法
インターネットのみ

（区分：オペレーター無）
その他の方法（　　　　　　　　　　　）

端末の大きさ / 重さ

連続待受時間

その他
（端末の仕様・機能・

オプション等）

端末提供形態 販売 貸与

初期費用 18,480円

月額利用料 2,090円

検索料 無料

利用者負担額の
支払い方法

口座振替
（月額利用料は1年分前払いとし、

解約時は月数に応じて返金）

端末の紛失・破損時の
利用者負担額

-

契約期間
契約日からその日の属する年度の末日
（自治体発行利用証で次年度継続）

契約期間途中の解約金 無料

縦　47.5ｍｍ × 横　38.5ｍｍ × 厚さ　11.85ｍｍ　/　25.5ｇ

5分間隔のタイマー通知を毎日2時間行った場合は1週間程度

対応衛星「GPS、Glonass、QZSS、GaliLeo、BeiDou」、測位補助「携帯基
地局」、随時検索、タイマー通知、エリア通知、遠隔ブザー鳴動、自己位
置通知、電力低下通知（75%以下、50%以下、30%以下、15%以下）、充電
USB　Type　C、専用シューズ（オプション）、商品発送納期約１カ月

株式会社ミマモルメ

〒553-0003　大阪府大阪市福島区福島3丁目14番24号

06-6734-6900

https://www.hanshin-anshin.jp/

ミマモルメGPSサービス(手動検索タイプ)



はいかい高齢者捜索システム事業　登録事業者（オペレーター無）

No.1-2　①

１　事業者の概要

事業者名

所在地

電話番号

ホームページURL

２　端末・システムの概要及び料金（税込）等

端末・システム名

位置情報取得方法
インターネットのみ

（区分：オペレーター無）
その他の方法

（SANタグは専用ﾚｰﾀﾞｰ（有料））

端末の大きさ / 重さ

連続待受時間

その他
（端末の仕様・機能・

オプション等）

端末提供形態 販売 貸与

初期費用 6,600円

月額利用料 880円

検索料 無料

利用者負担額の
支払い方法

銀行振込、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済
（月額利用料は1年分前払いと
し、解約時の返金は不可）

端末の紛失・破損時の
利用者負担額

8,800円

契約期間 契約日から1年間。以降自動更新。

契約期間途中の解約金 なし

MAMORIA GPSとSANﾀｸﾞをセットにした名古屋市限定商品です。
MAMORIA GPS：充電約2時間、連続見守り機能、メール通知、
　　　　　　 IP55相当（生活防水）
SANﾀｸﾞ：約縦48ｍｍ×横37ｍｍ×厚さ10ｍｍ/約13ｇ
　　　　連続作動時間 約1,200時間、充電約2時間、位置検索用専
　　　　用レーダー有（有料）、端末を入れるお守り（有料）、靴
　　　　(有料）あり

縦５２ｍｍ × 横５２ｍｍ × 厚さ１５ｍｍ　/約３３ｇ

約１，４４０時間（ＥＣＯモード時）

加藤電機株式会社

〒475-8574　愛知県半田市花園町6-28-10

0569-21-6182

http://kato-denki.com/

GPS+SAN（Ver.名古屋２）



はいかい高齢者捜索システム事業　登録事業者（オペレーター無）

No.1-2　②

１　事業者の概要

事業者名

所在地

電話番号

ホームページURL

２　端末・システムの概要及び料金（税込）等

端末・システム名

位置情報取得方法

端末の大きさ / 重さ

連続待受時間

その他
（端末の仕様・機能・

オプション等）

端末提供形態 販売 貸与

初期費用 6,380円

月額利用料 680円

検索料 無料

利用者負担額の
支払い方法

銀行振込、ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ決済
（月額利用料は1年分前払いとし、
解約時の返金は不可）

端末の紛失・破損時の
利用者負担額

6,380円

契約期間
契約日から1年間。
以降自動更新。

契約期間途中の解約金 なし

インターネットのみ
（区分：オペレーター無）

縦５２ｍｍ × 横５２ｍｍ × 厚さ１５ｍｍ　/約３３ｇ

約１，４４０時間（ＥＣＯモード時）

MAMORIA GPS：充電約2時間、連続見守り機能、メール通知、IP55相
当（生活防水）

加藤電機株式会社

〒475-8574　愛知県半田市花園町6-28-10

0569-21-6182

http://kato-denki.com/

MAMORIA GPS（Ver.名古屋）



はいかい高齢者捜索システム事業　登録事業者（オペレーター無）

No.1-3

１　事業者の概要

事業者名

所在地

電話番号

ホームページURL

２　端末・システムの概要及び料金（税込）等

端末・システム名

位置情報取得方法

端末の大きさ / 重さ

連続待受時間

その他
（端末の仕様・機能・

オプション等）

端末提供形態 販売 貸与

初期費用
6,600円

契約事務手数料：6,600円

月額利用料 1,870円

検索料 5円/1回

利用者負担額の
支払い方法

口座振替

端末の紛失・破損時の
利用者負担額

まもるっく端末：14,256円/台
手数料：6,600円/台

契約期間 3年

契約期間途中の解約金 なし

①緊急通報
身の危険や身体の不調を感じた時に使用するもので、端末の専用ストラッ
プを引くことで通報される。通報先は「ALSOKかけつけサービスお客様サ
ポートセンター」で24時間対応
②位置情報提供サービス
お客様が、PCまたはスマートフォンからインターネットに接続をして、専
用端末の位置情報を確認出来る。位置検索には、電気通信事業者（NTTド
コモ）が運営する「イマドコサーチ」の「いますぐ検索」を利用する。※
限定アカウントとなるため、イマドコサーチに全機能は利用出来ない。
③かけつけサービス
緊急連絡先からの出動依頼により、警備員を出動させご利用者様を捜索す
るサービス（1回1時間毎に6,000円（税別）、最大3時間まで）
④状況確認サービス
緊急通報を受けて、ALSOKかけつけサービスお客様サポートセンターが状
況確認を行い、その情報をもとに緊急連絡先へ状況説明を実施する。
⑤救急情報登録サービス
救急情報を登録された場合には、かけつけサービス遂行に際して、消防機
関や医療機関からの要請に応じて、その情報を提供する。
⑥緊急速報受診機能
NTTドコモが配信する地震速報や津波警報の緊急速報を端末に受信表示す
る
⑦発着信機能
発着信を許可する電話番号（緊急連絡先を含む7件まで）を登録すること
により、通話が出来る。通信費は発信側の負担となる。20円/30秒　※1ヶ
月当たり400円分は無料利用可能

縦  101ｍｍ × 横  54ｍｍ × 厚さ  12.2ｍｍ　/　94ｇ

https://www.alsok.co.jp

まもるっく

350時間

インターネットのみ（区分：オペレーター無）

綜合警備保障株式会社　名古屋支社

〒453-0851　愛知県名古屋市中村区畑江通7丁目1番1号

052-486-6100



はいかい高齢者捜索システム事業　登録事業者（オペレーター無）
No.1-4

１　事業者の概要

事業者名

所在地

電話番号

ホームページURL

２　端末・システムの概要及び料金（税込）等

端末・システム名

位置情報取得方法

端末の大きさ / 重さ

連続待受時間

その他
（端末の仕様・機能・

オプション等）

端末提供形態 販売 貸与

初期費用 16,400円

月額利用料 1,980円

検索料 無料

利用者負担額の
支払い方法

口座振替、クレジットカード決済

端末の紛失・破損時の
利用者負担額

再登録料として16,000円

契約期間 １ヵ月単位、以降自動更新

契約期間途中の解約金 なし

インターネットのみ（区分：オペレーター無）

縦 47.5ｍｍ ×　横 38.5ｍｍ × 暑さ 11.85ｍｍ / 25ｇ

２４０時間　約１週間（検索頻度による）

衛星みちびき対応、随時検索、エリア通知、遠隔ブザー鳴動、充電
時間１２０分、防水性能　　ＩＰＸ８、　バッテリーの減少通知
（残り７５％、５０％、３０％、１５％充電して下さい）　充電Ｕ
ＳＢ　　TypeC、専用シューズ（オプション）　履きなれた靴・お
気に入りの靴にもＧＰＳが装着できるように加工できます（オプ
ション）　商品発送納期７日以内

株式会社サイチ

〒444-0303   愛知県西尾市中畑町宮西３４－１

0563-59-5252

https://saichi.jp

あんしん花子GPS


