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個人（SNS）

サービス概要

お客様の代わりに危機管理情報を監視・取材し、収集した情報をWebサイト、MAP、アラートメールを通し

てリアルタイムで配信するクラウドサービスです。

多様な危機管理情報を集約

監視・取材先

政府機関㈶日本道路交通情報センター㈶気象業務支援センター 消防機関

自治体警察機関 報道機関 ライフライン機関

◼ Webサイト

情報配信

• 配信基準チェック

• 事実確認（自社責任）

• 文面作成・確認

※危機管理情報：危機（予定されていた行動が、何らかの外的要因によって妨げられてしまうこと）を回避、軽減するための情報

交通機関

など

危機管理DB

◼ MAP ◼ アラートメール

危機管理情報センター

レスキューWeb MAP
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レスキューWeb MAPの特長

24時間365日有人体制で多様な危機管理情報を配信
複数の専門スタッフが危機管理情報を常時監視・取材しています。気象情報や

自然災害情報に加え、交通情報、ライフライン情報、健康情報、安心・安全

情報など、あらゆる危機管理情報を重ね合わせてサイト上で一度に確認できます。

事象が終息するまで追跡。大地震時に被害概況を60分以内に配信
「発生」「回復」「終了」と変わっていく状況の中で、事態の終息までを追跡

できます。震度5弱以上の大地震時、被害発生から60分以内に被害概況の第一報、

120分後に第二報を受信できます。

自社または取引先拠点の影響確認が一目でできる
発生した災害や危機情報と自社拠点や取引先拠点を重ねて見ることができ、

影響の有無を一目で把握できます。災害・危機発生時、発生地域にある拠点は

自動抽出が可能です。

軽快な操作感
災害時であっても操作が重くならない仕組みになっており、ストレスなく

利用することができます。

災害・危機発生状況の全体像が見える
災害発生時、危険度がわかるように地図上に色分けして情報を表示します。

災害状況を俯瞰的に見ることができます。

特長
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特長
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特長
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特長

4

特長
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解決できる課題

危機発生状況をリアルタイムで視覚的に把握できるため、初動対応業務を大幅に簡素化・省力化できます。

よくある課題

今起きている災害って影響あるの？

土地勘がないのでわからない！

地震発生！

発生地域と拠点を突合せるのが毎回大変…

豪雨による河川氾濫発生！

情報がたくさんあって影響把握が難しい…

見ている情報が異なるので、

メンバー間のコミュニケーションが難しい…

TOPや上司への報告が大変…

工場での火災発生！

自社製品に関係のある企業か知りたい！

災害・危機発生！

エラーが検知しない場合でも報告が必要

災害・危機発生時にこんな課題が解決できます！

導入後のお客様の声

災害・危機情報が地図上にリアルタイムで自動描画され、拠点

と重ねて見れるので影響拠点の把握が簡単。

対応の優先順位をつけるための、震度が大きかった地域の自社

や取引先の拠点の抽出作業が大幅に軽減。

大雨や河川氾濫状況と拠点との位置関係把握が可能。

交通情報やライフライン情報も確認し、納期影響の有無も把握。

見る情報が同じになるため、コミュニケーションがスムーズ

に！TOPや上司と画面を一緒に見ながら報告し、意思決定も

迅速化。

報道のあった工場の火災や爆発事故情報を見て、問合せる前に

自社製品に影響あるサプライヤーかを確認。

大規模災害や停電時に、エラーが検知されていなくても、

データセンターやシステムの影響の有無が報告可能に。

お客様の
担当業務

危機管理／調達

危機管理／調達

物流／調達

共通

調達

IT運用・保守
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サービス利用イメージ

発生エリアと

拠点情報の突合せ

震度と連動した

拠点抽出

危険な河川沿いに

ある拠点抽出

対象拠点の

EXCEL出力

道路・鉄道情報も

豊富に配信

災害・危機情報の

集約と可視化

アラートメールの

設定が可能

拠点情報パネル

カスタマイズ

地震 風水害

レスキューWeb MAPができること
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配信情報一覧①

天気予報 気象庁が発表する天気予報（週間天気予報を含む）

気象注意報

気象庁が発表する気象注意報（大雨・洪水・大雪・強風・風雪・

波浪・高潮・濃霧・雷・乾燥・なだれ・着氷・着雪・融雪・霜・

低温）

気象警報
気象庁が発表する気象警報（大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪・

波浪・高潮）

気象特別警報
気象庁が発表する気象特別警報（暴風雪・大雨・暴風・大雪・波

浪・高潮）

地震情報
気象庁の発表する震度速報・地震情報など（震度3以上の震度速

報・震源震度に関する情報）

火山情報

気象庁の発表する全国の活火山を対象にした「噴火警報」「噴火

予報」、常時観測火山を対象とした「噴火速報」（噴火警報・噴

火予報・噴火速報）

津波情報
気象庁が津波による災害の発生が予想されるとして発表する、

「大津波警報」「津波警報」「津波注意報」

防災気象情報

気象庁が発表する各種防災気象情報のうち、防災対策上、特に迅

速な覚知が必要と思われる情報（全般気象情報・記録的短時間大

雨情報・土砂災害警戒情報・竜巻注意情報・指定河川洪水予報）

台風情報
気象庁が発表する台風の発生・接近（48時間後・24時間後・12時

間後）・概況の情報（台風発生・台風接近・台風概況）

※ 一覧表以外にも本サービスでのご提供を検討する場合がございますので、ご要望がございましたらお申し付けください。

◼ 気象災害情報

健康安全情報
食品関連の安全、健康に関する注意、伝染性のある疾病の流行な

ど（食品安全情報・注意情報・感染症情報・その他）

光化学スモッグ

情報

都道府県が独自に設定する光化学オキシダント濃度に基づいて発

表される「重大緊急警報」「警報」「注意報」

新型インフルエ

ンザ情報

フェーズ情報などの新型インフルエンザ関連の情報（フェーズ情

報・関連情報）

製品安全（リ

コール等）情報

自主回収や無償点検、注意情報、車両リコールなど（車両リコー

ル・製品回収・製品点検・製品注意・その他）

防犯情報 ひったくりや路上強盗、詐欺などの犯罪についての注意喚起

◼ 生活安全情報

鉄道情報

全国のJR・大手私鉄全線を含む約9割の鉄道路線の運行情報（運

転見合わせ・運転再開・列車遅延・運転状況・平常運転・運転計

画・その他）

フライト情報
羽田空港または関西空港と国内各空港を結ぶ路線における航空便

の情報（欠航・出発遅れ・到着遅れ・その他）

道路交通情報 日本道路交通情報センターによる通行止め、通行規制の情報。

道路交通

プローブ解析情報

交通渋滞、通行止め（および通行止め候補）、道路工事（及び道

路工事候補）、事故（および事故候補）が含まれており、それぞ

れ解析結果についての信頼度とともに表示。リアルタイムのプ

ローブデータがない場合は、直前のプローブデータの状況の他、

過去3年以上にわたり蓄積されたプローブの統計データを解析し

た情報

◼ 交通情報
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配信情報一覧②

自然災害

震度5弱以上の地震、津波、台風、火山のほか、大雨・大雪・強風

などの気象現象に伴う災害が発生した場合、気象データ、被害状

況（人的・物的）、ライフラインや交通機関などへの影響を取り

まとめて配信

事件・事故
事件・事故・火災などで大きな被害が発生した場合に、発生の

経緯、被害状況（人的・物的）などを取りまとめて配信

その他災害

被害状況サマリーにある通常のカテゴリに分類できない案件（新

型インフルエンザなど感染症の拡大など）について、大きな被害

が発生した場合に、発生の経緯、被害状況などを取りまとめて配

信

◼ 被害状況サマリ

NHKオンライン

（国内）
NHKニュースから提供される「国内」ニュース

NHKオンライン

（国際）
NHKニュースから提供される「国際」ニュース

NHKふるさと

（国内）
NHKニュースから提供される「ふるさと」ニュース

◼ 交通情報

自然災害や事件、事故などにより大きな被害が発生した場合に、発生の経緯や被害状況など

を取りまとめて配信します。

※ 一覧表以外にも本サービスでのご提供を検討する場合がございますので、ご要望がございましたらお申し付けください。

緊急情報
自然災害や事件、事故、国民保護関連情報などの速報（自然災

害・事件・事故・国民保護関連情報・その他）

避難情報
複数報道または各市町村公式発表をもとにした避難情報（避難準

備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示（緊急））

ライフライン

情報

停電やガスの供給停止、断水等の規模や影響地域などの情報（電

気・ガス・水道）

セキュリティ

情報
各種サービスや団体などからの個人情報の漏洩など

通信・システム

障害情報

電話やデータ通信、ATM、カード決済などのシステム障害の規模

や内容（通信障害情報・システム障害情報）

火災情報
10平方メートル以上の延焼火災（火災発生・火災続報・火災結

果・不審火情報）

南海トラフ地震

に関連する情報

気象庁が発表する南海トラフ沿い発生の大規模地震につながる可

能性を知らせる情報

災害救助法適用

情報
内閣府および都道府県が発表する災害救助法の適用

◼ 緊急情報
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配信情報一覧➂

建設・工事

「建設・工事」関連の工場で火災・爆発などが発生したことを覚

知した場合に配信

※主な対象業種例：建設関連（工事、セメントなど）

資源・化学

「資源・化学」関連の工場で火災・爆発等が発生したことを覚知

した場合に配信

※主な対象業種例：石油、石炭、塗料、油脂、合成樹脂、繊維、

プラスチック、ゴムなど

ライフライン

「ライフライン」関連の工場で火災・爆発などが発生したことを

覚知した場合に配信

※主な対象業種例：電気、水道、ガス

機械

「機械」関連の工場で火災・爆発などが発生したことを覚知した

場合に配信

※主な対象業種例：自動車（修理、リサイクル工場などを除く）

船舶、飛行機、金属、鉄鋼、非鉄金属など

食品

「食品」関連の工場で火災・爆発等が発生したことを覚知した場

合に配信

※主な対象業種例：食料品、飲料など

廃棄物処理

「廃棄物処理」関連の工場で火災・爆発などが発生したことを覚

知した場合に配信

※主な対象業種例：廃棄物処理、解体、修理、リサイクルなど

その他・不明
上記に当てはまらない業種（または業種不明）の工場で火災・爆

発などが発生したことを覚知した場合に配信

◼ 工場操業関連情報

工場で火災・爆発などが発生したことを覚知した場合に、その規模や内容について配信しま

す。
※大地震・台風などの大規模災害により発生した事象の情報については配信対象外

※ 一覧表以外にも本サービスでのご提供を検討する場合がございますので、ご要望がございましたらお申し付けください。

政変・政情不安
海外における突発的な政権交代、または政治・経済・社会が不安
定化したことによって生ずる事象についての情報

安全保障
海外における、国家・武装勢力による武力攻撃や衝突、示威行動
についての情報

テロ
海外における政治的な意図をもって実行される殺傷や破壊行為に
ついての情報（可能性や未遂を含む）

事故
海外における不特定の人に被害が出ている事故、または社会・経
済に影響を及ぼす可能性があると判断できる事故についての情報

自然災害
海外における自然による災害、または自然による災害によっても
たらされる派生事象についての情報

健康被害
海外における細菌・ウイルス・化学物質などによって生じる人間
の健康被害についての情報

ライフライン
海外における社会・経済に影響を及ぼすライフラインの供給障害
についての情報

交通・輸送障害
海外における社会・経済に影響を及ぼす交通・輸送障害について
の情報

サプライチェー
ン

海外における企業などの生産活動に影響が出る工場爆発火災や危
険物漏洩などについての情報

その他
上記カテゴリに含まれないものの、危機管理情報と判断できる海
外での事象についての情報

◼ 海外ニュースクリッピング（オプション）

JX通信社「FASTALERT」サービスより配信されるニュースから海外で発生する邦人および

邦人企業に影響があると推測できる情報をクリッピングして提供します。
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料金プラン

※税別表記

100拠点 300拠点 500拠点 1,000拠点

初期費用 300,000円 300,000円 400,000円 500,000円

月額費用 205,800円 209,400円 213,000円 222,000円

※テキスト情報のみの「レスキューWeb」のご紹介も可能です。

◼ 基本料金（5ID）

Google Chrome 最新バージョン

Mozilla Firefox 最新版

Microsoft Edge 最新版

ID追加 別途お見積り

◼ 追加料金 ◼ 推奨Webブラウザ

まずは無料トライアルをお試しください。
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ご利用実績

50社以上のお客様が導入しており、年間20万件以上の危機管理情報を配信しています。

大林組 様 クオールホールディングス 様

他
メーカー業(機器、部品、食品)
小売業（チェーンストア）
金融業、物流業

※掲載許可をいただいたユーザ様のみ掲載しております。(法人表記略・五十音順)
※掲載されているロゴ等は、掲載許可をいただいた当社サービスユーザ様よりご提供いただいております。
※掲載されている画像等の著作権は各ユーザ様に帰属します。



株式会社レスキューナウのご紹介
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会社概要

会社名 株式会社レスキューナウ

所在地 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル1階

代表者 朝倉 一昌

設立 2000年４月１日

資本金 4億円

従業員数 65名（パート・アルバイト含む）

事業内容 コンテンツ事業、ソリューション事業、防災備蓄計画・販売事業、システム開発事業

主要株主
経営陣、綜合警備保障株式会社、株式会社ベストテクニカルサービス、株式会社JTB

株式会社朝日新聞社、光陽無線株式会社

危機を回避・軽減するための危機管理

情報を監視・取材し、配信しています。

法人向けに安否確認サービス、危機管

理情報配信サービス、危機管理情報レ

ポートサービス、アドバイザリーサー

ビスを提供しています。

危機管理情報

センターコンテンツ事業 ソリューション事業
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危機管理のトータルサポート

災害発生をただちに覚知

対応の必要性を判断

CMTメンバーを緊急呼集

トップへの第1報

社会の状況把握

CMTの立ち上げ

状況把握の対象拠点を抽出

拠点被害状況の収集

社員の安否確認

意思決定

トップへの第2報

社員への第1報

準備

発生

お客様の危機管理対応

初動

BCP

レスキューナウのサービス

◼ アドバイザリーサービス 初動体制構築に対するアドバイス

◼ 備蓄導入支援 災害時、必要なものをご提案

◼ 緊急通報サービス 危機の発生をご担当者へ電話でお知らせ

◼ 防災カード制作代行サービス 災害時のポケットマニュアル

◼ 安否確認サービス 災害時の安否確認・非常呼集ツール

◼ レスキューWeb 災害情報集約ツール

◼ レスキューWebMAP 災害情報と自社拠点を集約表示

◼ ステータスChecker 拠点被害状況の集約ツール

◼ 災害レポートサービス
大災害の「被害概況」レポートを発生後

3時間でお届けし、意思決定をサポート

◼ 本部用ホワイトボードシート 自衛消防隊、本部活動ガイド

迅速かつ正確に意思決定いただくために、危機発生後の情報収集をワンストップで支援しています。

1
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お問合せ

WEBサイトはこちら
https://www.rescuenow.co.jp/riskmanagement/

rescuewebmap

サービスに関するご相談・ご不明点などがございましたら

お気軽にお問合せください

株式会社レスキューナウ

営業部 セールスグループ

お電話でお問合せ

03-5759-6064

メールでお問合せ

b-info@rescuenow.co.jp

https://www.rescuenow.co.jp/riskmanagement/rescuewebmap
https://www.rescuenow.co.jp/riskmanagement/rescuewebmap

