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「アイチポリス」とは〜主な機能の紹介

AICHI POLICE

１

主な機能の紹介

「アイチポリス」は、県内の犯罪情報を地図上や一覧で確認したり、
パトロール機能等、様々なコンテンツが盛り込まれた愛知県警察
のスマートフォン用アプリケーションです

マップ機能

犯罪発生情報・不審者情報などを地図上で確認できます
また、地図上で、警察署・交番、子ども１１０番の家等を確認できます

パトロール機能

イマココ機能（現在地の送信機能）

「パトネットあいち」「Twitter」等の閲覧機能

防犯ブザー等機能

防犯啓発動画の閲覧機能

犯罪重点エリアの表示により、効果的なパトロール活動を実施できます

警察から配信される情報をリアルタイムで確認できます

スマートフォンが防犯ブザーに早変わり、お子さんや女性の安全を守ります

ＹｏｕＴｕｂｅ愛知県警察公式チャンネル配信中の動画を見ることができます

お子さんの見守りに一役！お子さんからの通知で、今いる場所が分かります

iOS 端末の方はこちら（iPhone） Android 端末の方はこちら

↓ アプリストアはこちら↓

※ 本アプリは無料で利用できますが、ダウンロード及び利用時にはデータ通信料がかかります



トップ
アプリを起動すると、トップ画面が表示されます

AICHI POLICE

①スクロールメニュー
アプリで利用できる
様々な機能が並んで
います
メニューボタンをタッ
プ（指で軽く叩く）するか
画面をスワイプ（指を触
れたまま滑らせる）する
ことでページが切り替
わります

②ステータス
現在のパトロールレ
ベルと今日の日付が
表示されます

③配信メール
県内・マイエリア（設定
した地域）のパトネット
あいちメール配信件
数が表示されます

⑤イマココ
～３・４ページ参照

⑥パトロール
～５・６ページ参照

⑦マップ
～７ページ参照

⑧最新のパトネット
あいちメール
パトネットあいち
メール情報の新しい
記事を表示します

⑨新着情報
愛知県警察からの
お知らせで新しい
記事を表示します

④現在地ボタン
地図を現在地に移動
させます

⑩ブザー
～８ページ参照

⑪痴漢撃退
～９ページ参照

２

※地図はイメージ



招待・登録
③自分のQRコード（二次元コード）表示

④QRコードには有効期限があります
→有効期限が切れたらリロード（再度読み込む）

⑤アプリ内QRコードリーダーが起動
→追加したいメンバーのQRコードを
読み込む時に利用

⑥メンバー招待メールを送信
→メール受信者は本文のURLをタップ
→メール送信者のイマココメンバーに追加
※メンバーもアプリの事前ダウンロードが必要

イマココ〜現在地の送信機能

AICHI POLICE

プロフィール・一覧
②自分のプロフィール確認（名前編集可）

３

事前登録した相手に、現在地を連絡します

トップ画面のイマココをタップ

①
通知する
メンバーを
設定

事前にメンバー登録！

プロフィール・一覧
⑦イマココのメンバーを確認

「イマココ」ボタンを押すと、
このメンバーがイマココを利用した
履歴を確認できます
※相互にメンバー登録が必要 登録完了

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商法です



愛知太郎

イマココ 〜現在地の送信機能

AICHI POLICE

４

⑧通知を選択

トップ画面のイマココをタップ

現在地情報が
メンバーに
通知されます

⑨宛先を確認✅→送信する

現在地を送信！

送送

設定画面からでも
イマココ設定ができます

愛知 花子愛知花子さんが現在地を発信しました。
イマココ!!

○日○時○分

受

※地図はイメージ

※事前に相互のメンバー登録が必要
～３ページ参照

※例えば、こんな使い方も…
・ 子供の帰宅時に親へ現在地を送信
・ 待ち合わせ等で現在地を友達へ送信
（通信状況等に影響されます）



重点エリア
犯罪や不審者情報などの情報（過去３カ月）を時間帯に応じて、
自動的に切り替えて色付け表示します

パトロール〜楽しくパトロールや⾒守り活動

AICHI POLICE

※スマートフォンを見ながらの運転や活動は危険ですのでやめましょう
パトロールでのポイント付与は、最大２時間です

情報があるエリア名

※アイコンをタップして
そのエリアの情報を確認

パトロール開始！

パトロール開始をタップしてスタート

活動履歴
活動経路や時間、距離を確認できます

パトロール終了をタップして活動終了

活動中は
タイマーが
作動

活動経路の記録

活動時間、距離
活動履歴を削除する
こともできます

マイパト
現在のパトロールレベルやランキング、獲得ポイント等を確認

犯罪手口等の情報が反映されたエリアをパトロールしたり、パトロールした
時間等に応じてポイントを取得できます
累積ポイント数に応じて、パトロールレベル（見習い隊員～約２０段階）が上
がったり、アプリ内で使用できるアイコン（約１００種類）を福引で取得できます

パトロールポイント１００ｐｔで
福引チケット1枚が配布され、
着せ替えアイコンをGET！ いろいろなコノハけいぶのアイコンをGETしよう！

５

※同じエリアでも時間帯に
よって、表示する手口が切
り替わります



※地図はイメージ

パトロール〜楽しくパトロールや⾒守り活動

AICHI POLICE

①ランキング/ポイント/レベル
現在のあなたの全国ランキング、ポイント、
パトロールレベルを表示

②マップ表示切替
マップの表示切替え～重点エリア/活動状況

重点エリア

・情報のあるエリアに色がつく
・アイコンをタップ→エリア情報を確認
活動状況
・他ユーザーのパトロール件数を確認

④ランク
パトロールされたエリアのランキングを
表示

⑤マイパト
現在のあなたのパトロールレベルや
ランキング、獲得ポイント等を確認

⑥パトロール開始ボタン

③活動履歴
自分がパトロールした履歴を確認

⑧グラフ
各市区町村に
実施されたパト
ロールを時間帯
別にグラフ表示

トップ画面のパトロールをタップ

アプリを使って県内の重点エリアをパトロールできます
パトロールを実施するとポイントを取得し、利用者のパトロール
レベルが上がります

⑦福引きチケット枚数
パトロールポイントが１００ｐｔ貯まると、
福引チケットを1枚配布！
福引で着せ替えアイコンをＧＥＴ！

６

③

②
①

④
⑤

⑥

⑦

⑧



マップ〜各種情報をマップで確認

AICHI POLICE

①スクロールメニュー
マップの種類を切替え

・犯罪発生情報
メール情報、統計情報

・不審者情報：メール情報
・交通重大事故発生情報
メール情報、発生地点情報

・特殊詐欺関連情報
メール情報、前兆情報、被害件数

・ぼったくり防止条例違反店舗情報
違反店舗所在地等

②表示データ切替
エリアの表示データを切替え
（例）犯罪発生情報のデータ

→パトネットあいちメール
統計情報（過去3ケ月）
統計情報（過去1年）

③フィルタ 情報の絞り込み

⑤ルート
現在地から最寄りの警察署・交番等までの
ルートを表示

⑥情報一覧
マップで表示している場所の情報を表示

⑦パトロール
パトロール画面を起動

④警察署交番等／コンビニ／こども
マップ上に警察署や交番等、コンビニエンスス
トア、こども110番の家のアイコンを表示

⑧共有
現在地や任意に指定した場所の位置情報に
コメントをつけてメール、LINE、ツイッター
で共有

⑨検索 県内の区市町村を検索

７

②

※地図はイメージ

※犯罪発生情報
侵入盗は単独で
表示し、他の手口
と重ねては表示
できません

メール情報や統計情報に基づく犯罪・交通重大事故情報等を
マップで確認できます

トップ画面のマップをタップ

③

①
⑧

②

⑦

⑤

⑥

⑨

④



③もう一度画面を
タップすると、
ブザーがとまります

ブザー〜防犯ブザー機能
ブザーが鳴り、近くの人に危険を知らせます
登録したメールアドレスに、ブザーが鳴ったことを知らせる機能
があります
※事前設定が必要～１７ページ参照

AICHI POLICE

②画面をタップ！
大音量でブザー
が鳴ります

８

マナーモードでも
音が鳴ります！

①画面左下の
ブザーをタップ

※登録した相手にブザーが鳴ったことを
知らせるメールが送信されます
事前設定が必要～17ページ参照

「ビィーッ」



③もう一度画面
をタップすると、
音声がとまります

痴漢撃退〜周囲に助けを求めます
痴漢撃退の音声が鳴り、音や画面で近くの人に危険を知らせます
登録したメールアドレスに、ブザーが鳴ったことを知らせる機能
があります
※事前設定が必要～１７ページ参照

AICHI POLICE

②画面をタップ！
大音量で音声が
鳴ります

９

マナーモードでも
音声が鳴ります！

①画面右下の
痴漢撃退をタップ

近くの人に画面を見せて
助けを求めることもできます

「やめて
ください!」

※登録した相手にブザーが鳴ったことを
知らせるメールが送信されます
事前設定が必要～17ページ参照



パトネットあいち〜配信情報をリアルタイムに確認
メールマガジン「パトネットあいち」で配信された情報が、リアル
タイムで確認できます
※1分ごとに情報更新

AICHI POLICE

③配信情報
タップすると
詳細情報を
表示します

10

「共有」をタップ
→表示された配信情報をメール、
LINE、ツイッターで共有できます

画面上部のパトネットあいちをタップ

①エリア選択
事前に登録した
「マイエリア」か、
「県内全域」に
切替えます

「地図で見る」をタップ
→発生場所を地図上で
確認できます

②配信月
メールが配信された
月を指定できます

不審者情報

犯罪情報

交通事故情報

お知らせ等

黄

青

黒

赤



愛知県警ホームページ／お知らせ

AICHI POLICE

11

画面上部の愛知県警ホーム
ページをタップ

愛知県警ホームページ（スマートフォン版）を見ることができます

お知らせ
愛知県警からの最新のお知らせが表示されます

画面上部のお知らせをタップ

表示したい項目をタップ
↓
詳細情報
を閲覧



動画コーナー／ぼったくり防⽌条例違反店舗

YouTube愛知県警察公式チャン
ネルの動画を視聴できます

AICHI POLICE

①ピックアップ！
リストから「新着」「おすすめ」「人気」
を表示します

②カテゴリー
視聴したい動画のカテゴリーを
選択できます

12

画面上部の動画コーナーを
タップ

ぼったくり防止条例に違反して、
愛知県公安委員会が営業停止
命令、指示等の行政処分を行っ
た店舗情報等が確認できます

※この情報は、営業中・廃業に
関わらず掲載しています

ぼったくり防⽌条例違反店舗



Twitter〜あんあん情報・交通部・広報課／リンク集
愛知県警察あんあん情報（@AP_seian）、交通（@AP_ｋoutuu）、
広報課（＠AP_KOUHOU）のツイートを閲覧できます
※リツイートはできません

AICHI POLICE

13

愛知県警

YouTube「愛知県警察公式チャンネル」

安全教室ライブラリー

愛知県警ＳＮＳ

愛知県警察 警務課採用センター
採用に関する情報を発信

愛知県警察運転免許試験場
運転免許試験場の混雑状況など運転免許
試験場に関する情報を発信

愛知県警察高速隊
高速道路の交通安全情報を発信

関係機関

警察庁・SOS47特殊詐欺対策ページ

愛知県公式Webサイト「ネットあいち」

愛知県警察あんあん情報（公式）
安心して安全に暮らすための
防犯情報を生活安全部が発信

愛知県警察交通部
交通安全情報を交通部が発信

愛知県警察広報課
安心して安全に暮らすための
有益な情報を広報課が発信

リンク集 その他の情報は、リンク集から

画面上部のＴwitterをタップ

画面上部のリンク集をタップ



相談窓口

各種相談窓口一覧が表示されます
それぞれの画面から電話をすることができます

AICHI POLICE

相談したい窓口をタップ
↓
詳細情報を閲覧

電話アイコンをタップ
相談窓口に電話をかけます

14

画面上部の相談窓口をタップ

※相談窓口への直通電話ではなく、
代表電話にかかる場合もあります



設定〜アイチポリスに関する各種設定

AICHI POLICE

15

①プッシュ通知・マイエリア設定
②防犯ブザー・痴漢撃退設定
③イマココ設定
など、このアプリケーション使用に関する設定、ヘルプ、利用規約、
お問合わせ先などは、こちらから

2.0.X（XXX)

①
②
③

① 設定１…16ページ参照

② 設定２…17ページ参照

③ イマココ…３ページ参照

画面上部の設定をタップ

※当アプリについてのお問い合わせ先
アプリ全体、犯罪発生情報、不審者情報 → 生活安全総務課
ぼったくり防止条例違反店舗情報、ぼったくり被害防止に関する情報 → 保安課
交通重大事故情報、交通安全に関する情報 → 交通総務課



設定１〜プッシュ通知・マイエリア設定

AICHI POLICE

16

情報を受信したい市区町村（マイエリア）や、受信したい情報の
通知のオンオフを設定します

②通知受信設定
プッシュ通知の
オンオフを設定

①マイエリア
情報を受信したい市区町村を
３エリアまで指定できます

③情報を希望する配信種別
プッシュ通知をオンにすると、
情報の受信設定をします

不審者情報



設定２〜防犯ブザー・痴漢撃退設定

AICHI POLICE

17

防犯ブザー・痴漢撃退機能の使用を知らせる緊急ブザーの
メール送信先を設定します

緊急ブザーのメール
送信機能は緊急通報用
ではありません
事件・事故等の緊急時
は、110番通報等を
ご利用ください

注意事項を必ず確認
→同意するをタップ

①メールに添付される情報（送信者名）を設定

①
②

②ブザーを鳴らすとメール送信する連絡先を
３人まで登録できます

① ②

③アイチポリスの
防犯ブザー・痴漢
撃退機能を使用
すると、登録した
連絡先にメールが
送信されます


