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ガル探偵学校資料請求者様へ 

 

 

ガル探偵学校 名古屋校 

 

 

 
【本校が貴方の夢を叶える為の学び舎となることを心から願っております】 

 

ガル探偵学校は高まる探偵のニーズに対応すべく 1992年に設立した、日本初の探偵養成専門学校です。 

全国 100拠点を超えるガルグループで日々働く全ての探偵は、ガル探偵学校で専門教育を受けた卒業生。 

卒業後に就職活動可能な代理店は日本全国に１２４拠点あります！ 

もちろん、ガルエージェンシーだけでなく、ご自宅の近くにある探偵事務所などに就職をされる方も大勢います。 

 

探偵学校で調査術を修得し、安定した高いレベルの調査を行い、高品質の調査報告書を提供する為

に必要な基礎知識を全て学ぶことが出来ます。 

卒業生は現在までに 8,000名を超え、その多くが探偵業界で活躍しております。 

また、卒業後に独立開業をお考えの方は、プロフェッショナルプログラムにおいて探偵業運営に必要

な宣伝広告法を含めた営業面や面談方法など、探偵社を健全運営化する為のカリキュラムがしっかり

組み入れられています。 
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学校資料請求者 様 
 

最初に、探偵学校の資料請求をされる皆様の大半が探偵という仕事の内容がよくわからない為、

「危険な仕事なのでは？」「危ないことをしなければならないのでは？」「自分でも大丈夫だ

ろうか？」「探偵なんて難しそうな仕事が出来るのだろうか？」等と、探偵という職業に対す

るご不安を持たれていることかと存じます。 

ただ、実際はご心配されているようなことは全くありません。 

8,000名を超える卒業生の中で、現在ガルエージェンシーグループに所属する 700名程の調査ス

タッフの中には、皆様と同じ様に不安な気持ちを抱えていた方もいると思いますが、問題なく

日々の調査業務を行っております。 

また、調査を依頼された方が調査を通して、私どもの仕事内容を知り、「私も探偵の仕事をし

てみたい」と入校される方も多くいらっしゃいます。 

皆様、前職も性別も年齢も異なる、特別な才能や能力があるわけでもない一般の方々です。 

 

探偵という仕事は、ある意味専門的な技能を要する技術職ではありますが、基本的なコツさえ学

べば、他の職種に比べて特別難しいお仕事ではありません。 

職務上、警察官や弁護士同様の守秘義務がある為に秘密的な部分が多く、ドラマや小説の探偵と

混同されて職業実態が不明であるが故、誤解を受けやすい職種ではあります。 

 

探偵に必要な調査技術や探偵学の基礎知識、探偵社運営に必要な営業方法やお客様の対応方法な

どを学ぶのがガル探偵学校になります。 

 

ガル探偵学校で学ぶ内容は、調査術や法律知識の他に、ほんの少し挙げますと・・・ 

 

●尾行・撮影技術を駆使し、収集された証拠がどう扱われるのか？ 

●なぜ、警察ではなく探偵でなければ解決できないトラブルがあるのか？ 

●探偵が持つスキルが実生活に於いて、どのように活用できるのか？ などなど 

  

探偵を扱った多くの推理小説、映画、漫画が出回っていますが、本物の探偵目線からすると、そ

の実態・真実はほとんど描かれていませんし、尾行や張込だけでなく、裁判資料として提出する

報告書作成、依頼者へのアフターフォローや、解決方法を含めた法的アドバイスまでも行ってい

ることを知っている方は少ないのが実状です。 

 

当校では、学長の矢橋（やはし）をはじめ、年間数え切れない程の現場経験を踏む講師のみが、

最先端かつ実践的な講義を行っています。 これまで 8,000名を超える卒業生を送り出してきた

『ガル探偵学校』だからこそ、ノウハウが満載なのです。 
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探偵は何の努力もせずに、簡単に一流になれる職業ではないですが、多くの方に必要とされ、感

謝されることが多い、とてもやりがいのあるお仕事です。 

また、皆さんが現在ご不安になられている探偵のアンダーグラウンド的なイメージは他の多くの

方も同じように感じられているのではないでしょうか。 

そこをよく考えて下さい。 

 

・そんなに難しい内容でもないけれど、勝手に難しいと思われている。 

・危険なことなどほぼあり得ない（むしろ危険な状況になるということは調査が失敗している

から確実に一旦は打ち切る状態）のに、勝手に危険と思われている。 

 

だからこそ、探偵業界の実態とはかけ離れた偶像ともいえる高いハードルの存在は、逆に言えば 

探偵業界で頑張る多くの方々の成功への道程を近いものとするプラス材料なのです。 

探偵業界は平成１９年６月に探偵業法が制定され、現在は警察に登録されている届出制となって

おります。 

但し、警備業法がそうであったように、近い将来には免許制が導入されることになるでしょう。 

今よりさらに、ハードルが高そうな仕事となるわけです。 

日本で最初に設立された、日本一の探偵学校で学び、その結果得られる卒業資格は、探偵という

仕事に就く者にとってかけがえのない自信になるでしょう。 

また、私どもは卒業生の皆さんに、時代に合わせた最新で最高の調査術や探偵学を教え、人生の

思い出に残る講義ができるよう、日々勉強しております。 

 

 

【尾行実習の様子】 

 

年齢・性別に関係なく、今も昔もなくなることのない職業。 

それが探偵という職業です。 
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学校で行われる講義は、入校時に配布する【探偵教範】の内容に沿って進められます。 

講師が分かり易く解説していますが、ご不明な点などあれば遠慮せずご質問頂ければ、その都度、

時間を設けお答えする方式をとっています。 

【探偵教範】は皆さんにお渡し、お手元に残る書籍である為、調査や報告書を作成するのに必

要になった時に読み返せば良いことより、内容を丸暗記する必要は全くありません。 

 

 

 

まずは、探偵学校で探偵として必要な調査術や探偵学の基礎をしっかり学んで下さい。 

全国には多くの探偵社があり、調査員が在籍しておりますが、やはり一流の探偵社とそうでない

探偵社の差は歴然とあります。 

その差が生じてしまう原因は、探偵としての考え方といった心の部分もありますが、最初にきち

んと基礎を学んでいないから応用が出来ず、低いレベルのまま惰性で探偵を続けてしまっている

ことが原因だと考えています。 

 

また、就職をご希望された場合も、いきなり新人に調査現場を全て任せるということは当然なが

らありませんので、ご不安にならずとも大丈夫です。 

諸先輩方も最初は皆さんと同様、何もわからないことから始めているわけです。 

最初は現場に慣れることから始まり、必要に応じて先輩や代表の方が指導してくれますので、時

間がかかっても手を抜かない調査を学んで下さい。 

探偵のお仕事に慣れた頃、探偵学校で学んだ調査の基礎がいかに必要なのか、大切なのかがよく

おわかりになるかと思います。 

常に高いレベルで向上心を持って仕事に取り組むのが当たり前だという環境が、ガルエージェン

シーにはあるのです。 
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【探偵社での職務内容】 

 

 １）代表職 

一般の会社でいう、社長職です。 

調査の指揮や営業面など、探偵社の運営全てを司る最高責任者になります。 

 

 ２）調査員 

調査を行う調査部に在籍するスタッフを指します。 

一般の方は、この調査員を探偵と認識されていることが多いと存じます。 

調査内容は、尾行や張り込みを伴う素行・浮気調査といった「行動調査」と呼ばれるものから、

家出人や失踪者を探す「行方調査」、雇用調査や結婚調査などの「信用調査」、「ストーカー

やいじめの実態調査」、「盗聴器や盗撮器の発見調査」他、各種法人からの調査依頼やご自宅

や会社への防犯カメラ設置など、多岐にわたります。 

勿論、その結果が法廷資料として用いられることは頻繁にあります。 

 

 ３）相談員・面談員 

探偵社に寄せられるメールや電話での相談に対応します。 

また、実際に相談者さんと直接お会いし、調査のご提案・お見積り・アドバイスなどの面談や報

告業務を行います。  

※代表職の方が兼任されている探偵社もあります。 

 

ガル探偵学校では、主に調査員に必要なスキルをスタンダードコースにて、プロフェッショナル

コースではそれらに加え、面談・相談員に必要なスキル、及び宣伝広告法などを学ぶことができ

ます。 

また、法廷提出用証拠を目的とした調査依頼や、弁護士事務所から直接調査依頼をされる機会も

多い為、法律的な知識が必要であることより、探偵に必要な民事・刑事両方の講義も組み込まれ

ています。 

 

いくら調査だけが上手になっても、営業能力が劣っていては良い探偵社とはいえませんし、具体

的な調査内容や法律を把握していなければ、的確な調査提案やお見積りをすることが出来ません。 

全てが一流であってこそ、一流の探偵社となるのです。 

探偵学校はその為に必要な専門知識の基礎を学ぶ場になります。 
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【独立開業希望の方へ】 

 

探偵学校を卒業に、探偵社への独立開業を目指している方には、プロフェッショナルプログラム

において探偵社運営に必要な宣伝広告を含めた営業方法や、相談に来られたお客様に対し行う、

調査提案やお見積りといった面談方法もカリキュラムに組み込まれております。 

 

独立への方法は、ガルエージェンシーグループのような大手探偵事務所に加盟する方法と、法

人・個人に関わらず単独の探偵事務所として運営していく方法があります。 

探偵学校では、まず独立したい希望地区に根を張った地域に愛される正統派探偵事務所の経営を

目標に講義を行っております。 

 

事業が軌道に乗れば、責任者を配置するなどの工夫は必要ですが、基本は同じ方法で他地域への

出店など複数店舗の運営はもちろん、最終的には全国展開も不可能ではありません。 

 

また、学校で教えるカリキュラム以外にも、独立開業を希望される方々には 

 

【開業支援】 

警察への探偵業届出に必要な書類の説明及びそれらの書式を解説。 

探偵業法及び消費者契約法に適合した調査契約書を含めた必要帳票類のサポート。 

 

【経営支援】 

地域に適合した効果的な宣伝広告法のアドバイス。 

主流となるホームページ等を使ったネット広告のアドバイスや、専門業者の紹介を含めた作成方

法のサポート。 

難しい内容の相談があった場合に、調査提案や見積もりのサポート。 

 

【調査支援】 

難易度の高い調査や人数を必要とする調査が入った場合、調査員の派遣などを行うサポート。 

 

など様々な支援を行っております。 

まずは 1人で探偵社運営を始めたいといったような方には、心強い支援となることでしょう。 

 

それもこれも、当校を卒業された方全てが、健全で地域の皆様に信頼される探偵社を、安心して 

運営し続けていって欲しいとの願いからの支援サービスとなります。 

 

ご希望される方には、卒業生同士が交流を持つ機会を設けておりますので、お気軽にお申し出く

ださい。 
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【学長・講師紹介】 

 

学長である矢橋はガルエージェンシー渋谷神宮前（東京都渋谷区）、ガルエージェンシー名古屋

駅西（愛知県名古屋市）、ガルエージェンシー伊勢湾（三重県四日市市）、ガルエージェンシー

広島駅前（広島県広島市）と併せて４つの事務所を運営する全国屈指の探偵社代表です。 

・・・一見、コワモテで、その筋の方と思われることもありますが全く違います。 

 

 

【学長：矢橋 克純 (探偵ＴＶより抜粋)】 

 

 

 

創設期からガル探偵学校で講師を行っており、探偵の真髄に迫った個性溢れる独特の講義内容か

ら学校内で『名物講師』と呼ばれてきました。 

矢橋代表の講義を受けるために、地元だけでなく日本国内遠方よりも多くの生徒さんが通われて

おります。日本のお隣である韓国から受講しに来られた方々もいらっしゃいました。 

 

我々講師陣が現役探偵である以上、日々新たな調査案件を抱えている為、当然のことながら講義

内容もバージョンＵＰされていくところも当校の魅力のひとつです。 

ありがちな、テキストを読むだけのつまらない講義は誰も聞きたくありませんし、我々もしたく

ありませんからね。 

探偵社に就職されたい方、また、自信のスキルアップをお考えの方、自分で調査を行いたいとい

う方など、全ての方に『通って良かった！』と思ってもらえる受講内容であることをお約束し

ます。 
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講義内容の詳細、就職・独立状況、探偵の実態等、生の探偵社を見てみたい！などなど 

たくさんの疑問点を解消していただく為にも 

同封致しました【無料学校説明会のご案内】をご活用ください。 

 

※ 時間は３０分～１時間程度、現役探偵講師がすべてお答えしております。 

 

 

あなた様のご都合よろしい日時に 

随時、説明会を実施致します。 

（下記連絡先まで要連絡） 
 

 

★ガル探偵学校 名古屋校★ TEL：０１２０-６８５-００７  

愛知県名古屋市中村区則武 1-2-1カネジュービル 5F（名古屋駅より徒歩 3分） 

★学校ＨＰ★ https://探偵学校.nagoya  ★E-mail★ info@tantei-nagoya.jp 

 

ご質問、及びお急ぎの方は「資料を見た」と 

担当 因(いん)直通：０９０-３２５９-６４９６ (２４時間対応) 

アドレス：galu_school758in@yahoo.co.jpまで、ご連絡ください。 
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スタンダードプログラム講義予定表 

全８講義 ￥２５３,０００(税込) 

尾行、張り込みの技術等、調査テクニックの基礎を学びたい方にお勧めするプログラムです。 

日常の防犯対策にも活用できる知識が学べます。 

【講義内容】 ※ トイレ休憩・昼食休憩を含みます。 赤字は実際に街中に出る講義です。 

第 1回目 １０：００～ 探偵概論・探偵業法 

     １３：００～ 尾行講義 

１５：００～ 尾行実習（約３時間）、レクチャー 

 

第２回目 １０：００～ 撮影機材、撮影術（基本、及び特殊小型カメラ） 

           調査報告書・証拠映像とは 

１５：００～ 尾行実習（約３時間）、レクチャー 

 

第３回目 １０：００～ 調査報告書作成方法 

１３：００～ 公募資料収集、及び読み解き方① 

１５：００～ 尾行実習（約３時間）、レクチャー 

 

第４回目 １０：００～ 公募資料収集、及び読み解き方② 

            １４：００～ 面取り実習 

１５：００～ 尾行実習（約３時間）、レクチャー 

 

第５回目 １０：００～ 行方調査 

            １３：００～ 聞き込み話法、シミュレーション 

１５：００～ 尾行実習（約３時間）、レクチャー 

 

第６回目 １０：００～ 探偵が知るべき刑法・民法 

１５：００～ 尾行実習（約３時間）、レクチャー 

 

第７回目 １０：００～ 信用調査、社会関係調査、科学捜査の基礎知識 

１５：００～ 尾行実習（約３時間）、レクチャー 

 

第８回目 １０：００～ 盗聴・盗撮発見講義、及び実習 

１３：００～ 尾行実習（約３時間）、レクチャー 

１６：００～ 学校長による講話・就職ガイダンス 
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プロフェッショナルプログラム講義予定表 

全１２講義 ￥４１８,０００(税込) 

調査員、相談員としての就職、将来独立を視野に入れている方にお勧めするプログラムです。 

専門的な講義と実践で高い技術の習得を目指します。 いわば、探偵業の核となる内容です。 

【講義内容】 ※ トイレ休憩・昼食休憩を含みます。 赤字は実際に街中に出る講義です。 

◎スタンダードプログラム（全８回）を受講後に下記の内容が加えられます。 

 

第 ９回目 １０：００～ 探偵業の経営、電話・面談対応方法 

             広告宣伝活動、相談カウンセリング 

                   調査料金・見積もりシミュレーション 

 

第１０回目 １０：００～ 法人信用調査講義、及び課題提出 

１３：００～ 車両尾行講義、及び実習 

１５：００～ 尾行実習（約３時間）、レクチャー 

 

第１１回目 １０：００～ 現役調査主任による講話、質疑応答 

           １３：００～ 行動調査実習（約６時間） 

 

第１２回目 １０：００～ 生徒各自の調査報告プレゼンテーション 

            １４：００～ 現役調査員による尾行調査実演 

１５：００～ 学校長による講話 

 

【ご案内】 

・いずれのコースも卒業後にガルエージェンシーへの就職資格が得られます 

・スタンダードプログラム受講後、プロフェッショナルプログラムに変更も可能です 

・学費の分割払い（卒業までに限る）、及びクレジットカード払いも可能です 

 

※ 全尾行実習後には講師からレクチャーを行います。レクチャーの内容によって終了時間が異

なります。  
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≪短期集中コースのご案内≫ 
 

名古屋校においては、学校長の矢橋（やはし）から学びたいとの全国からの希望者が多く、また、北陸

地方や長野県なども管轄していることより、遠方からの来校生が多いという特徴があります。 

そこで希望者のご要望に応え、短期集中コースを設けております。 

講義内容は通常コースと同じですが、より短期間で卒業できるよう講義内容（カリキュラム）を組み直し

たのが、短期集中コースです。 

学校の近くにホテルやウイークリーマンションがいくつかありますので、そこに宿泊される方が主体です

が、親戚や知人がいらっしゃる場合、そこから通学される生徒さんもいます。 

また、受講中に就職に関する説明を受けて、卒業後にそのまま面接し、就職先を見つけられる方も多

くおられます。 

 

 

名古屋校 短期集中コース（全て消費税込） 

計５日間 スタンダード    ￥２５３,０００- 

計８日間 プロフェッショナル ￥４１８,０００- 

 

 

入校日及び受講日程は打ち合わせの上、決定していますのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。 

就職希望の方で予めご希望される就職希望地域（東京や関東希望、大阪、広島県等）が決まっている

方は学校説明時か初日の講義時にお話し下さい。 

ご希望される就職希望地区の募集状況をお調べしておきます。 

短期集中コースの場合、午前中の講義が午前９時から始まり、夜間までびっしり講義＆実習が行われ

る為、体調には十分注意していただいています。 
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【通常の講義コースと通信教育の違い】 

＜ガルエージェンシーに就職を希望されている場合＞ 

  〇 スタンダード、プロフェッショナル 

  △ 通信教育 

※ ガル通信教育からガルエージェンシーへの就職は不可です。編入が必要です（学費は割引） 

 

＜講義内容の理解度＞ 

  〇 スタンダード、プロフェッショナル 

  △ 通信教育 

※ 通信教育では、すべてのことを生徒自身がその場その場で判断する必要があります。 

出される課題に対して、講師が添削を行いますが、あくまで文章での解説でしかありません。 

 

＜遠方で通学が困難、学費や時間の余裕がない＞ 

  △ スタンダード、プロフェッショナル 

  〇 通信教育 

※ ひとまず、通信教育で探偵がどんな世界なのかを実際に触れてみた上で、探偵としての道を

選択するのか考えることができます。 学生や主婦の方が将来の仕事を探偵とする為の予備

知識として通信教育を選ばれる方も多いようです。 

 

＜実際に通学していただくコースの利点＞ 

特に実践形式の尾行実習、映像撮影などでは、圧倒的な違いが現れます。 

どこが良かったのか、ダメだったのか、機材の操作方法から、調査での具体的な注意点、 

調査員としての服装、携行品、思考状態、法的な知識等学ぶことができます。 

また、我々の仕事は現場に赴く実地調査だけではありません。 

撮影してきた映像を元に調査報告書・証拠ＶＴＲ作成が調査毎に行われます。 

それらを習得するには、やはり実際に見て、自分の手で行うことが必要となるのです。 

 

プロフェッショナル ・・・ 本気で探偵としてやっていきたい。 独立を視野に入れている。 

プロフェッショナル、スタンダード ・・・ ガルに転職、就職をしたい。 

スタンダード ・・・ とにかく知識・技術を学びたい。 より具体的に学びたい。 

通信教育 ・・・ 気軽に自分のペースで進めたい。 遠い、学費、時間に余裕がない 
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【名古屋駅より学校までの経路案内】 

 

 
【□ガル探偵学校 名古屋校 →最短移動経路】 

 

 

 

『ガル探偵学校名古屋校』 
 

愛知県名古屋市中村区則武 1-2-1 カネジュービル

5F 

TEL：0120-685-007 

ＨＰにて経路を掲載しております。 

是非、ご覧ください。 

https://xn--3yqq0ywsgvxe.nagoya/ 

 

 

ガル探偵学校 名古屋校 

https://探偵学校.nagoya/
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【マイカー及び公共交通機関での通学のご案内】 

 

お車でお越しの方 

 

名古屋高速でお越しの方は黄金・白川・丸の内出口をご利用いただくと便利です。 

名古屋駅太閤通口より線路沿いを北方面に進み、２つ目の交差点左角にあるビルです。 

ナビゲーションをご利用の方は電話番号（052-433-1616）または住所（名古屋市中村区則

武 1 丁目 2-1）まで。 

周辺にいくつもコインパーキングがありますが、ビル裏側にあるパーキングを利用いただくの

が便利です。 

 

電車でお越しの方 

 

名鉄電車・名古屋地下鉄・JR･近鉄電車をご利用の方は名古屋駅で下車ください。 

名古屋総合駅太閤通口（西口）より出て頂くと正面にビックカメラ名古屋駅西店が見えます。 

駅を背に、名古屋駅沿い（線路沿い）に右方向に 150ｍ程歩いていただくと、吉野家・セブン

イレブン・スガキヤがありますので、セブンイレブンが入っているビルになります。 

 

 

 

 

他、自転車にて通学を希望される方は名古屋駅太閤口の駐輪場をご利用下さい。 

原付も駐輪可能です。 ※学校周辺は二輪車の駐車禁止区域ですので、ご注意ください。 

ご不明な時は０52-433-1600 までお気軽にお尋ねいただければ、担当がご案内致します。 
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【入校方法】 

 

ガル探偵学校に入校をご希望される方へ入校方法をご説明致します。 

※入校申込書のご記載方法は、次ページに詳しくご解説しております。 

 

 

①学校説明会でのお申込み 

学校説明会を聞いて入校をご希望される方は、その場でお申し込みすることも可能です。 

入校申込書は学校説明会をご利用いただいた方全員にお渡ししておりますので、入校を決意

された時にご郵送ください。 

※お忘れになった場合や紛失された時は、学校に予備があります 

お申し込みが完了次第、探偵教範など教育資料をご送付、又は直接お渡しします。 

 

②お電話での申込み 

ガル探偵学校名古屋校の総合受付（０１２０-６８５-００７）へ、入校希望の旨をお伝え下

さい。 担当から入校までのご説明を致します。 

※学校長：矢橋直通【０９０-４４４８-２３１０】 

 

③ネットからのお申込み 

学校ホームページ（https://xn--3yqq0ywsgvxe.nagoya/）の入校申し込みからお申込みいた

だけます。 

必要事項をご入力の上、送信ください。 

折り返し担当からご希望された連絡方法にてご連絡いたします。 

 

 

https://探偵学校.nagoya/
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① 必須ではありませんが、就職をご希望される場合、入学されてからエントリーシート（履

歴書のようなもの）をご提出頂きますので証明写真が必要になります。 

② 分割払いにも対応いますが、卒業までに全納頂きます。（入校時に半金以上の納付が必要） 

クレジットカード払いをご希望され、リボルビング払いにされることにより、分割払い回

数をご自由に指定することが可能です。 
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【入校されてから】 

 

受講に必要な筆記用具とノート（メモ帳で可）をご用意ください。 

ほぼ全ての受講日に、尾行実習（実際に外へ出ての調査術や撮影術の訓練）があります。 

入校時に詳しくご説明しますが、尾行実習では各種交通機関を利用した移動が伴われる為、実費

（500～1,000 円程度）が必要になります。 

 

最初は難しいと思われ、上手く出来ないこともあるかもしれませんが、探偵学校は失敗も含めて

学習する場です。 

失敗をしたり、上手くできなかったことを次からどうするか考える事こそが、上達する上でのと

ても大切な経験となるのです。 

心配なさらずとも、今まで何千人もの方に教えてきた経験や実績により、卒業までには必ず調査

に必要な基礎が身に付きます。 焦らずゆっくり時間をかけながら理解していきましょう。 

毎日の授業後にはレクチャー（質疑応答・実践）の時間を設けていますので、わからない点や上

手く出来なかった部分など、遠慮なくお尋ねください。 

 

ガル探偵学校名古屋校では、実際に探偵社で取り入れられている最新の調査技術や報告書・証拠

VTR の作成方法を導入し、授業内容及び実習内容においては、日本一の探偵学校であるとの自

負があります。 一流の探偵が教える基礎こそが、一流の探偵が育つ基礎になるのです。 

 

探偵は他人様の悩みやトラブルを解決するのに必要なスキルや知恵を持つ、いわばトラブル解決

のスペシャリストです。 

卒業後に探偵になられる方や自信で調査を行いたい方は勿論、スキルアップや今の仕事に活用し

たいという方にも、必ず「この学校で学んで良かった！」と思っていただけるような受講内容と

なっております。 

皆様にも探偵学校で学ぶ調査術や探偵学を通して、強く優しい心を持ちあわせた頼もしい人間へ

と成長していただくことを強く願っています。 

 

また、卒業後に探偵として独立開業をご希望されている方はお気軽にお申し出下さい。 

当校を卒業され、自身で探偵社を運営されている方は沢山いますので、実例をご紹介しながら、

成功する為に必要なアドバイスをさせていただきます。 
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【探偵に必要なスキル】 

 

最後に、学校説明会などでよく質問のある「探偵として必要とされるスキル」についてご説明を

致します。 就職される探偵社によって考え方が異なる為、ご参考までにお読み下さい。 

 

① 運転免許 

普通自動車免許証はほぼ必須。 

東京では自動二輪免許の取得も義務付けている会社もあるようですが、入社してからの取得でも

問題はないでしょう。 

東京以外では普通自動車の免許さえあれば、まず問題ないかと思われます。 

 

② パソコンスキル 

学校でも教えますが、実際に調査員として就職された場合、調査報告書＆証拠ＶＴＲ作成に必要

な「文章」「画像編集」「動画編集」「DVD（ブルーレイ）」作成のスキルが要求されます。 

ただ、通常であれば 1年程度で覚わることにより、入社後に覚えれば問題ないと考えられている

探偵社が多いでしょうから、探偵になる為にパソコンスクールに通う必要まではないと思います。 

但し、パソコンスキルがあると就職に有利な傾向はあります。 

 

③ 体力 

女性の探偵が多く活躍されていることからわかるように、普通の体力さえあれば問題ないでしょ

う。 探偵社の代表が武術の師範などをなさっていて習うことを必須項目とされている探偵社が

あると耳にしたことがありますが、稀な話です。 

 

④ 性格 

学長の矢橋でさえ「長く探偵学校で教えてはいるものの、誰が探偵に向いていて成功するレベル

になるか未だにわからない部分が多い」と言っているように、仕事となれば誰でもできるレベル

の忍耐力は必要となりますが、探偵として有利な性格の傾向は無いでしょう。 

よく勘違いされるのは「度胸」といったものは不要です。 

むしろ、ウサギのような臆病さや警戒心の方が必要かと思います。 

 

長くなりましたが、以上となります。 

ご不明な部分や、聞いておきたいことがあれば学校説明会などで遠慮なくお尋ねください。 

探偵はどんな人生経験でも役に立つことが『必ず』あります。 

 

｢本校が貴方の夢を叶える為の学び舎となることを心から願っております。｣ 

ガル探偵学校名古屋校 学校長 矢橋克純  



 

学校説明会のご案内 
 

ガル探偵学校名古屋校では入校をお考えの方のご不安を解消していただく為、ご予約を頂

いた上、マンツーマン形式での学校説明会を行っております。 

あくまでお希望される方にお答えする場であり、決して無理に入校を促すものではありま

せんので、お気軽にご利用ください。 

 

場 所） ガル探偵学校名古屋校にて開催 

     愛知県名古屋市中村区則武 1-2-1 カネジュービル 5F 

 

日 時） 打ち合わせにて日時を決定 

 

申し込み方法） お電話にてお申込み頂いております。 

      総合受付：0120-685-007（フリーダイアル） 

      担当直通：090-3259-6496（担 当：因「いん」） 

090-4448-2310（学校長：矢橋「やはし」） 

 

内 容） 講師が入校や就職、授業内容など、様々なご質問にお答えします。 

     ご不安に感じられている事など、どんなことでも遠慮なくご質問ください。 

 

所要時間） ３０分～１時間程度 ※ご質問内容により異なります 

 

 

 

 

 



 

 探偵業界と探偵学校について  

【探偵業界】 

 

ガルエージェンシーが探偵業界で初めて探偵業をフランチャイズ組織化し代理店形式で全

国展開した頃は、多くの同業他社から「そんなものが成功するものか」と多くの否定的な

意見を浴びせかけられたものです。 

それから２０余年が過ぎ、散々悪口を言っていた同業他社のいくつかがガルエージェンシ

ーを真似た運営方式を取るようになりました。 

 

そして今、ホームページやタウンページで探偵社の広告を見ると、「業界最大手」「全国規

模の」等といったキャッチコピーが目につくと思います。 

ただ、その実態はあまりにも不透明な業界が故、広告とはかけ離れたものであることが一

般の依頼者の方々に知られることはあまりありません。 

では、その「業界最大手」「全国規模の」といった真実はというと、社名を挙げると何かと

問題になりますのでイニシャルでの表記になりますが 

  

 拠 点 数：1 位 ガルエージェンシー 124 支局 

     2位 Ｍ社         22 支局 

     3位 Ｔ社         12 支局 

 調査員数：1 位 ガルエージェンシー 約 700 名 

     2位 Ｈ社        約 30 名 

     3位 Ｍ社        約 10 名 

 売 上 高：1 位 ガルエージェンシー 約 40 億円 

     2位 Ｍ社        約 17 億円 

     3位 Ｈ社        約 5 億円 

 相談件数：1 位 ガルエージェンシー 7000件以上 

     2位 M社        2000～3000件 

     3位 Ａ社        1000～2000件 

 

といったように、歴然とした差があるのです。 

また、全国の拠点数にも裏がありまして、本店は立派なオフィスにはなるものの、地方都

市にある拠点の大半は事務所とされていますが、実際はワンルームマンションであったり

レンタルオフィスであったりと、拠点を確保するだけのもので、とても探偵事務所と名乗

れたものではないのです。 

ですので、本来は「業界最大手クラス」「全国主要都市に相談ルームがある」というのが正

しい表記になるのではないでしょうか。 

ここで何を書いても、「自社の宣伝だろう」と思われるでしょうが、事実は事実として、真

実を知って頂きたい理由をご理解いただきたいのです。 

 



 

【探偵学校】 

 

ガルエージェンシーが全国展開するに従い、優秀な調査員を確保することの必要性や難し

さや同業他社との差別化を図る目的で 1992 年に日本初の探偵養成専門学校である「ガル探

偵学校」を設立しました。 

 

当時、ガル探偵学校に向けられる目は、ガルエージェンシーに対する風当たりよりもさら

に厳しく、とても冷やかなものでした。 

出る杭は打たれると申しますが、ネットに自作自演とも思える事実無根の誹謗中傷を書か

れるなんてことは日常茶飯事で、探偵業界で学校なんて成立するものかと陰口を言われた

ものです。 

 

それが、ガル探偵学校が多くのマスメディアに取り上げられ、多数の卒業生を輩出し、ガ

ルエージェンシーの調査員としての地位を確立しだすや否や、それまで否定的だった同業

他社の多くが、掌を返すかのように我も我もと探偵学校を始めるようになったのです。 

しかしながら、何の実績もノウハウも無い為、受講料もめちゃめちゃで、さすがに名指し

まではされないものの「当校は○○円だからガル探偵学校より安いでしょ」、「うちは○○

円でガル探偵学校よりは高いけれど内容も多く充実していますよ」といった、宣伝広告や

セールストークが繰り返され、そのまま今日に至っているのです。 

 

ガル探偵学校では授業に使用する「探偵教範」も、その時代に適合した調査機材や調査術、

法律に対応する為、内容の変更が繰り返され、現行の教範は 4代目のものとなっています。 

中でも平成 19年に制定された探偵業法以降、法律面の詳細＆充実化と調査報告書の作成方

法・画像編集・動画編集のレベルの高さは群を抜いたものであると自画自賛しています。 

名古屋校や広島校で動画編集講義に使用し、全国のガルエージェンシー支局でも採用され

ている動画編集ソフトは、ＮＨＫも使用する最新のものです。 

 

現在のガル探偵学校の費用はスタンダードで 230,000円、プロフェッショナルで 380,000

円（共に税別）と決して安い料金ではありませんが、探偵を目指す方にとって必ず大きな

意味のあるものとなるでしょう。 

 

また、「最高レベルの調査術や探偵学を教えるのは当たり前であって、それ以上に大切な一

流の探偵になるのに必要な心構えを教えたい」という方針により、依頼人がどのような気

持ちで探偵社に依頼するのかを、相談段階から解説するなど、プロフェッショナルコース

ではカウンセリング的な内容も講義に取り入れています。 

 

探偵はお客様のトラブル解決をお手伝いする仕事です。 

調査や法律の知識に長け、正しく強く優しい探偵を育てるのが当校の基本理念です。 

 

 

 



 

 

 ガル探偵学校 ご入校に際しての注意事項  

 

１） 病気や外せない急用等で受講できない科目があった場合、補講で対応していますが、

それでも入校契約日から１年以内に全課程を終了出来なかった方は、如何なる理由を

もってしても自動的に退校の手続きを行います。 その際、未受講の講座の有無に関

わらず授業料一切の返還は出来かねますのでご了承下さい。 

 

２） 就職希望者には全課程修了後に全国のガルエージェンシーグループの求人情報を開

示しております。求人情報を元に受講者各人に就職活動を行っていただきます。 

採用面接等を経て、最終的な合否は各支局の担当者が決定します。 

※ 通信教育の場合は、スタンダード、プロフェッショナルへの編入が必要となります。 

 

３） 当校のカリキュラムである尾行実習・調査実践では交通費（１日あたり、約 500～

1,000 円程度）が別途発生します。この費用は授業料には含まれておりません、受講

者各人にご負担していただきます。 

※ 通信教育の場合は、上記の限りではなく、ケースに応じて各自の負担となります。 

 

４） １８歳未満の方が入校する場合には親権者の承諾書が必要になります。また、その

方が就職希望の場合には、普通運転免許証の未取得などの理由により、当校の求人情

報は適応されない場合がございます。 

 

５） 入学申込書及び受講契約書に記載していただいた受講料のお支払い期日までに入金

が確認出来なかった場合、入校を延期していただく場合がございます。 

 

６）  分割でのお支払いの場合、如何なる理由をもってしても入学申込書及び受講契約

書に記載していただいた期日でのお支払いとなります。 

 

７） 通常の会社と同じように、卒業生は就職活動で全国にある支局を自由に選択できる

権利がありますが、雇用する支局にもどのような社員を雇用するか選択できる権利があ

りますので、当校は全受講者が希望される勤務地域や勤務先での就職、又は、独立を保

証するものではありません。（ガルエージェンシーの支局がない地域もあります） 

※ ご協力は惜しみませんので、雇用したいと思えるような人格形成に努めて下さい。 

 

８） 相談、質問等ございましたら、学校長、及び講師（担当者含む）までお問い合わせ

ください。 

 

 

◎ 尚、上記以外の重要事項に関しましては、入学申込書及び受講契約書に記載された 

「ガル探偵学校 規約」をご確認下さい。 

 


