
音声の聞き取りや発話に障がいがあり、鹿児島市に居住、または通学・通勤されている方
※障がい者手帳の交付を受けている必要はありません。

NET119は、スマートフォンや携帯電話を利用して、自宅だけではなく外出先からも
119番に通報することができます。また、自分の位置を消防に伝えることができます。



Growth of the NET119 Emergency Report System

Frequently Asked Questions (FAQ) for the NET119 Emergency Report System

The NET119 Emergency Report System 
has been highly acclaimed and steadily 
growing throughout Japan, not only for 
its functionality and operability, but also 
for its safety and stability, as well as, its 
progressiveness.

In the NET119 Emergency Report System, 
an emergency report can be received at 
the local fire department command center 
of the region where the system has been 
adopted.

When you report from outside and you are 
located in the region where the NET119 
Emergency Report System has not been 
adopted, the local fire department com-
mand center of the region where your 
address is registered receives the emer-
gency report.

As of May 2016, it has reached to about 32.15 million people under the 
jurisdictions of the designated regions of 115 fire departments.

Emergency 
Mobilization

Report from your home Report from outside

 (jurisdictions of other fire departments)

Emergency 
Mobilization

Local fire department command 
center of your home's region where 
the system has been adopted

Local fire department command 
center of the region where you are 
located when outside your home

How much will it cost for the user to make an emergency report?

Only the communication fees of mobile phone and smartphone will be charged. No other fees will be applied.

Q.

A.

We are thinking about adopting this system. How much is the adoption fee or operation fee for our region?

Please contact our sales representative.

Q.

A.

Can I report an emergency from any mobile phone or smartphone? 

You can use the system with mobile phones or smartphones from NTT Docomo, KDDI au, and Softbank 
(Y!mobile). However, you need to subscribe to each mobile phone company’s Internet service (e.g. iMode, 
spMode, EZweb, or Yahoo! mobile phone) or mail service.

Q.

A.

※Please note that the above content is current as of May 2016. It is subject to change without notice. 
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[Regional collaboration]

端末やブラウザの位置情報設定は必ずオンにしてください。

よくある質問と答え

NET119 をご利用いただくには、事前登録が必要です。
インターネットからの申請か、窓口での申請（窓口：鹿児島市消防局 情報管理課）の
いずれかの方法で登録申請をお願いします。

『entry_46201@entry08.web119.info』宛に、空メールを送信
してください。QR コードを読み取ると、メールアドレスの入力を
省略することができます。

鹿児島市消防局　情報管理課　住所：鹿児島市山下町 15-1

① 空メールの送信

② メールアドレス認証 ③ 申請内容の入力 ④ 通報 URL の発行

インターネットでの申請方法

鹿児島市消防局　情報管理課へお申し出ください。

窓口での申請方法

携帯電話端末の対応機種

携帯電話 スマートフォン タブレット端末

規格

インターネットでの通信

電子メールの送信

ご購入からおおむね
６～７年以内の端末

○

○

○

○

○

○

ご購入からおおむね３～４年以内の端末

お使いの携帯端末が利用可能かどうか確認するには、右の QR コードを読み取り、
空メールを送信して画面に従い操作をしてください。迷惑メール設定をしている
場合は「web119.info」のドメインからメールを受け取れるようにしてください。

『entry_46201@entry08.web119.info』

メールアドレス
読み取り QR コード

メール送信後、NET119 から申請用 URL 付きのメールが届きます。
メール内容に従い、申請手続きを行ってください。

空メール送信後、申請手続き
案内のメールが届きます。
メール本文から URL を開き、
認証手続きを行います。

メールアドレス認証後、再度
メールが届きます。本文から
URL を開き、申請内容を入力
し、申請を行います。

消防から約 1 ～ 5 日以内に
通報 URL を発行します。
通報 URL をブックマークや
ホーム画面へ追加します。

TEL：099-222-0119　FAX：099-225-8119　メール：joukan@city.kagoshima.lg.jp

お問い合わせ先


