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Press Releases 

GLOBALSTAR ANNOUNCES PARTNERSHIP 
WITH FOCUSPOINT INTERNATIONAL INC.  

July 1, 2021 at 8:30 AM EDT 
Travel Risk Management and Global Assistance 
Company to Bring Added Benefits 
for Globalstar and SPOT Customers  
COVINGTON, La.--(BUSINESS WIRE)--Jul. 1, 2021-
- Globalstar, Inc. (NYSE American: GSAT) 
(“Globalstar” or the “Company”) today announced a 
partnership with FocusPoint International Inc. to 
provide crisis assistance services under the Global 
Overwatch & Rescue™ Plan to Globalstar customers 
worldwide. 

Overwatch & Rescue is an assistance plan 
by FocusPoint International which provides 
extensive travel medical and security assistance 
benefits, including no cost evacuations for users who 
choose the annual plan. Overwatch & Rescue comes 
standard with 24/7 multi-lingual crisis consultation, 
medical and dental referrals and much more. 

Globalstar and SPOT customers that add the 
Overwatch & Rescue Plan will have access to a team 
of highly experienced medical, security and crisis 
response specialists to address incidents caused by 
hazardous summer and winter sports, natural 
disasters, pandemics like COVID-19, riots, strikes, and 
other unexpected events that interrupt their travels 
and adventures. 

David Kagan, CEO of Globalstar Inc., commented, 
“We are so pleased to extend this valuable service 
to Globalstar customers. Many of our users partake 
in extreme sports and engage in higher than average 
travel frequency making this offering a service that 
can help further improve our customers’ peace of 
mind. FocusPoint provides a comprehensive risk 
consulting service that is a great compliment to the 
connectivity we provide our customers.” 

Greg Pearson, CEO of FocusPoint International Inc., 
added, “The partnership between Globalstar and 
FocusPoint brings together two world class 
organizations with proven track records of helping 
people when it matters most. Now, through the 
Global Overwatch & Rescue Plan, we have an 
incredible opportunity to deliver a comprehensive 
solution that keeps Globalstar and SPOT customers 
connected and protected from medical mishaps and 
security incidents that can happen close to home or 
halfway around the world.” 

The new FocusPoint International Global Overwatch & 
Rescue Plan is available to Globalstar and SPOT 
customers effective immediately as an optional 
assistance service for $24.95 a year. For additional 
details visit: www.FindMeSPOT.com/FocusPoint. 
 
 

【プレスリリース】 

Globalstar は、FocusPoint International とのパートナー

シップを発表 
 

2021 年 7 ⽉ 1 ⽇ 8:30AM(東部夏時間) 

旅⾏リスクマネージメントおよびグローバルアシスタンス会社は、

Globalstar および SPOT のお客様へ新しいメリットをもたらしま

す。 

Globalstar, Inc.（NY 証券取引所上場︓GSAT）（以下、「Globalstar」）

は、本⽇ FocusPoint International Inc.とのパートナーシップを発

表し、Global Overwatch＆Rescue™プランに基づく、危機⽀援サ

ービスを世界中の Globalstar のお客様に提供します。 

 

Overwatch＆Rescue は、FocusPoint International による⽀援プ

ランであり、年間プランを選択したユーザーに無料の避難を含む、

広範囲な旅⾏医療およびセキュリティ⽀援のメリットを提供しま

す。 

Overwatch＆Rescue には、24 時間 365 ⽇の多⾔語対応の危機相

談、医療および⻭科の紹介などが標準装備されています。 

 

Overwatch＆Rescue Plan を追加した Globalstar および SPOT の

お客様は、経験豊富な医療、セキュリティ、および危機対応のスペ

シャリストのチームにアクセスして、危険な夏と冬のスポーツ、⾃

然災害、COVID-19 のようなパンデミック、暴動、ストライキおよ

び旅⾏や冒険を中断するその他の予期しないイベントによって引き

起こされるインシデントに対処できます。 

 

Globalstar, Inc.の CEO である David Kagan は、次のようにコメ

ントしています。 

「この貴重なサービスを Globalstar のお客様に提供できることを

⼤変嬉しく思います。多くのユーザーがエクストリームスポーツに

参加し、平均よりも⾼い頻度で旅⾏しているため、このサービスは

お客様の安⼼をさらに向上させるのに役⽴ちます。FocusPoint は、

お客様に提供する接続性を⼤幅に補完する包括的なリスクコンサル

ティングサービスを提供します。」 

 

FocusPoint International Inc.の CEO である Greg Pearson は、

次のように付け加えました。 

「Globalstar と FocusPoint のパートナーシップにより、最も重要

なときに⼈々を⽀援した確かな実績を持つ 2つの世界クラスの組織

が結集します。これによって、Global Overwatch＆Rescue Plan を

通じて、Globalstar と SPOT の顧客をサポートし、⾃宅の近くまた

は世界中で発⽣する可能性のある医療事故やセキュリティインシデ

ントから保護する包括的なソリューションを提供する素晴らしい機

会となります。」 

 

新しい FocusPoint International の Global Overwatch＆Rescue 

Plan は、Globalstar および SPOT のお客様が、オプションの⽀援サ

ービスとして年間 24.95ドルですぐに利⽤できます。詳細について

は、以下をご覧ください。www.FindMeSPOT.com/FocusPoint 

 


