在メキシコ日本国大使館領事班
邦人被害の犯罪発生状況
（２０１６年１月１日～１２月３１日）
被害状況
被害者
備考

被害
被害場所
日時
1/4 メキシコ市イスタ 在留邦人
（月） パラパ区
男性
19:50

1/8 グアナファト州イ 在留邦人
（金） ラプアト市
女性
20:00 （ショッピングセ
ンター）

渋滞にて停車中、けん銃を所持した犯人にド 強盗
アを開けるように指示を受けたため、運転手 （けん
がドアのロックを解除したところ、犯人は運 銃使用)
転手の腕時計を奪った後、後部座席に移り、
カバン、腕時計等を奪って逃走した。怪我な
し。
イラプアト市シベレスショッピングセンター
のATMを利用後去ろうとしたら30歳ぐらいの
メキシコ人男性にATMの画面がおかしいので
もう一度カードを入れなくてはいけないと声
をかけられ、カードのチップが汚れているの
で拭くために2，3秒カードをその男性に渡し
た隙にカードを差し替えられた。1時間後銀
行からカードの不正使用の疑いがあるので
カードを確認するようにと連絡があり確認し
たところ自分のカードでないことに気づい
た。
自動車にて走行中、警察に「スピード違反」
と止められる。時速６０キロで走行してお
り、「違反していない」と主張したが、「１
０キロオーバーだ」と言われ、１０００ペソ
を要求された。スピードオーバーしていない
と主張し続けたところ、最終的に２００ペソ
を支払い解放された。

窃盗
（その
他）

1/15 グアナファト州レ 在留邦人
（金） オン市
男性
7:00

レオン市ファクトリーアウトレット近くの幹
線道路（45号線）沿いにあるガソリンスタン
ドに併設されるコンビニエンスストア（オク
ソ）の駐車場にに駐車し、買い物をしていた
ところ、旅券、パソコン、Iパッド等を強奪
された。怪我なし。

窃盗
（車上
荒ら
し）

1/16 グアナファト州レ 在留邦人
（土） オン市
男性

レオン市ファクトリーアウトレット近くの幹
線道路（45号線）沿いにあるガソリンスタン
ドに併設されるコンビニエンスストア（オク
ソ）に駐車したところ、車の鍵をこじ開けら
れ、ノートパソコン等を強奪された。怪我な
し。

窃盗
（車上
荒ら
し）

1/20 ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ州ｱｸﾞ 在留邦人
（水） ｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ市（ｽｰ
男性
20:00 ﾊﾟｰ駐車場）

買い物のためスーパーの駐車場に車を止め店
内に向かった。その際パスポート在中のかば
んは助手席に置いたまま、車の施錠を下かは
不明。30分後買い物を終え帰宅した。帰宅後
かばんがないことに気付き,その時にセン
ターコンソール内にあったカーナビもなく
なっており、車上荒らしにあったことに気づ
いた。翌日21日10頃、かばんを拾ったという
人が勤務先に届けてくれ、かばんの中身は無
事であったがカーナビは戻ってこなかった。

窃盗
（車上
荒ら
し）

１月上 グアナファト州レ 在留邦人
旬
オン市（４５号線 男性
23:00 アウトレット付
近）

恐喝

1/24 タバスコ州
（日）
15:30

1月
（不
明）

旅行者
男性

グアナファト州レ 在留邦人
オン市（ショッピ 女性
ングモール）

2/1 グアナファト州レ 在留邦人
（月） オン市
男性

自転車にてメキシコ国内を移動中、タバスコ 強盗(刃
州に入ったところで親子と見られる男性２名 物使用)
から蛮刀のようなものを押しつけられ、所持
していたｉＰｏｄ及びカメラを窃取されたも
の。怪我無し。
レオン市のショッピングモールPlaza Mayor 窃盗
の店舗にて、ショーケースの上に置いていた （置き
ノートパソコンを窃取された。
引き）
グアナファト州レオン市ファクトリーアウト
レット近くの幹線道路（45号線）沿いにある
ガソリンスタンドに併設されるコンビニエン
スストアの駐車場にに駐車し、買い物をして
いたところ、旅券等を強奪された。怪我な
し。
犬の散歩中、30歳位の男に「コカインは要ら
ないか」などと話しかけられ，断ったところ
「どこへ行くんだ、一緒に行く」とついて来
られた。その後、男が所持していた片掛け式
のリュックを奪い取ろうとしたため、揉み合
い、リュックの奪い合いとなり、その際、被
害者は転倒したり、犯人に引きずられる等
し、負傷、断続的に強制わいせつの被害を受
けた。犬が男を威嚇している隙に被害者は逃
げ、近くに居た警備員に助けを求めたもの。
手袋を強奪され、また、全身に擦過傷及び頭
部に裂傷を負った。

窃盗
（車上
荒ら
し）

2/3 グアナファト州レ 在留邦人
（水） オン市
男性
7:30

レオン市からシラオ市に通勤途中、国道４５
号線沿いのＯＸＸＯ（HERRADURA陸橋近くで
あり、No,2,4及び5とは別の店舗）に駐車、
買い物をした後車に戻ったところ、助手席の
ドアの鍵が壊され、車内に置いていた旅券等
在中のカバンが窃取されていたもの。

窃盗
（車上
荒ら
し）

2/5 メキシコ市イスタ 在留邦人
（金） パラパ区
女性
19:00

帰宅時、メキシコ人の同僚とメトロブスの駅
まで歩いていたところ、メキシコ人の少年２
人に声をかけられた。その際、カバンを一人
の少年に引っ張られたが、一緒にいたメキシ
コ人男性の同僚が追い払うと走って逃げて
行った。犯人らは武器を所持しておらず、ま
たドラッグを使用しているように見え、若干
興奮状態にあった。怪我なし。

窃盗未
遂
（引っ
たく
り）

2/7 グアナファト州レ 在留邦人
（日） オン市（ショッピ 女性
10:40 ングモール駐車
場）

レオン市のショッピングモールGarelia de
las Torresの駐車場に車を駐車し、車から離
れている間に、錠前を開けられ、車内に置い
ていたサングラス、ガソリン引換券（1,500
ペソ相当）を窃取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

2/17 グアナファト州レ 在留邦人
（水） オン市（レストラ 男性
ン駐車場付近）

韓国料理レストラン・アリランの駐車場付近
に車を駐車し夕食していたところ、鍵を壊さ
れ、製品カタログ等が入った袋を窃取され
た。

窃盗
（車上
荒ら
し）

2/2 グアナファト州グ 在留邦人
（火） アナファト市
女性
14:00

強盗傷
害及び
強制わ
いせつ
被害

2月下旬 グアナファト州レ 在留邦人
23:00 オン市（パセオデ 男性
へレス通り）

自動車にて走行中、警察に「飲酒違反」と止 恐喝未
められる。飲酒しておらず、息検査でも飲酒 遂
とは判断されなかったが、「同乗者が飲酒し
ているからだめだ」と言い手錠をちらつかせ
てきた為、会社の通訳に電話をかけ始めたと
ころ、そのまま去っていった。

2/21
（日）
12:00
2/26
（金）
5:00

自宅（一軒家）に空き巣が入り、旅券、現
金、携帯電話及びパソコンを窃取されたも
の。
ホテル・キンタレアル横のコンビニエンスス
トア・オクソで買い物をしホテルに帰ろうと
したところ、ピックアップ型の警察車が急停
車し、３名の警察官が降車し、「酔った状態
での歩行は違法だ」と言いがかりをつけてき
た為、買い物をしてホテルに帰るだけと説明
したが、ボディチェックをされた。警察官が
立ち去った後、財布の中身を確認したとこ
ろ、お札が抜かれた状態で返却されているこ
とに気づいた。

アグアスカリエン
テス州アグアスカ
リエンテス市
サンルイスポトシ
州サンルイスポト
シ市（コンビニエ
ンスストア駐車
場）

在留邦人
男性
在留邦人
男性

窃盗
（空き
巣）
窃盗
（ス
リ）

2/29 メキシコ市クアウ 旅行者
（月） テモック区セント 男性
13:30 ロ地区（ファスト
フード店）

荷物の入ったリュックを足元におき、衝立と 窃盗
足とではさんでいた。衝立の反対側（後ろ
（置き
側）にちょうどレジの列がのびており、足下 引き）
にリュックを置いて食事をしていたところ、
気がついたときにはリュックが盗まれてい
た。財布・カメラ等が在中。

3/1
（火）
10:00～
10:30
3/3
（木）
19:30

在留邦人
女性

先区間内においてメトロブス乗車中、身分証 窃盗
在中の財布を盗まれたもの。
（ス
リ）

在留邦人
女性

ショッピングセンター・アルタリア内のフー 窃盗
ドコートで食事をしていた際、隣の椅子に置 （置引
いていた旅券、財布（３千ペソ相当）の入っ き）
たかばんを窃取された。

旅行者
男性

地下鉄に乗車中、ファブレット端末（タブ
窃盗
レットより小さく、スマートフォンよりも大 （ス
きな端末）を窃取されていたことに気がつい リ）
たもの。

メキシコ市メトロ
ブス１号線車内
（Bonbilla～
Napoles間）
アグアスカリエン
テス州アグアスカ
リエンテ市
（ショッピングセ
ンター内のフード
3/6 コート）
メキシコ市地下鉄
（日) ２号線（Hidalgo
15:00頃 ～Ayende駅間）

3/6 チワワ州フアレス 在留邦人
（日) 市
女性
16:30頃

レストランにてトイレに携帯電話を忘れ、す 窃盗
ぐに戻ったがトイレは使用中であった。
（置き
中に居た女性に携帯電話を返すように伝えた 引き）
が、女性は知らないと言ったため、女性が
持っていたカバンを見せるよう言ったが、拒
否され、携帯電話を取り返すことができな
かった。
レストランの警備に伝えたが、女性のカバン
を確認することはできないと言われ、断念し
た。

3/6 グアナファト州サ 在留邦人
（日) ラマンカ市
男性
17:30

自宅からコメルシアル・メヒカーナへ買い物 暴行
に向かっている途中、同スーパーの横にある
PEMEXの向かいの歩道で、黄色いフレームの
自転車に乗った30代半ばぐらいの褐色の男と
すれ違った際、男は何か一言発した後Uター
ンをし自転車を歩道に上げ待ち構えていた。
その横を通りすぎようとした際、「俺はミ
チョアカンの人間で日本人が俺達の金を搾取
している」等と言い、被害者の肩に掴みか
かってきた為、被害者は男を振り切り前方に
進んだが、男はすぐに追いかけてきて被害者
の顔面を1発殴打し元々進んでいた方向に
去って行った。殴打により上、下唇を切り出
血。鼻血も出ていた。同行していた配偶者に
怪我は無し。

3/7 グアナファト州イ 在留邦人
（月） ラプアト市（コン 男性
21:00 ビニエンスストア
駐車場）

グアナファト州シラオ市からイラプアト市内
方面の幹線道路（45号線）沿いのホテル・ホ
リデイ・インの向かい側にあるコンビニエン
スストア・オクソ（ガソリンスタンド、サブ
ウェイ併設）の駐車場に車を駐車し買い物を
していたところ、車の窓ガラスを割られ、助
手席に置いてあったパソコン、旅券等の入っ
たかばんを窃取された。

3/8 メキシコ市地下鉄 旅行者
（火） 5号線（La Raza～ 男性
09:30頃 Politécnicoの
間）

地下鉄に乗車中通勤ラッシュのため背中を押 窃盗
され車内に押し込まれた。その際、所持して （ス
いた現金等を窃取されたもの。なお、背中を リ）
押された際、不自然に背中を押してくる人が
いたため、その際に窃取されたと思われる。

3/12 メキシコ市市内バ 旅行者
（土） ス停（路上）
男性
12:00頃

市内のバス停にて、自称アメリカ人の５０歳 詐欺
前後の男性に声をかけられた。男性は、「タ
クシーに財布やパスポートなどを入れたコー
トを置いてきてしまった。明日会議があるか
ら今日中にアメリカに戻らなければならな
い。
身分証明書がないから君のIDを借りてお金を
引きだしてほしい。お金は僕の妻が君の口座
に2000$振り込んだ。」と言われた。
被害者は、犯人とともに3、4回タクシーを乗
り降りしていろんな銀行のATMでお金を引き
出そうとしたが上手くいかず、所持していた
現金を男性に渡した。
その後詐欺被害に遭ったことに気がついたも
の。なお、被害届を提出した際、当局から４
名の写真を見せられ、そのうち犯人と思われ
る男性の写真がそこにあった。また、当局に
よれば、当該男性は繰り返し外国人を狙った
詐欺行為を行っており、約２年前から市内の
バスや地下鉄の駅周辺に現れているとのこ
と。

窃盗
（車上
荒ら
し）

3/12 アグアスカリエン 在留邦人
（土） テス州アグアスカ 女性
リエンテス市
（ATMコーナー）

週末にＡＴＭコーナーに現金を引き下ろしに 詐欺未
行ったところ、普段は警備員はいないはずの 遂
ＡＴＭコーナーに警備員がいた。警備員に話
しかけられ、他のＡＴＭについては故障中で
あるので、特定のＡＴＭを使用するように指
示され、そのＡＴＭを使用した。翌日、銀行
から「利用者が自らカードの暗証番号を変更
した」旨を知らせる確認のメールが届いた。
暗証番号の変更手続きは行っていないことを
不審に思い、直ちに銀行に連絡して状況を知
らせたところ、銀行が口座の利用停止措置を
取り、現金の被害はなかった。同所にいた警
備員は偽物の可能性が高く、特定のＡＴＭに
何らかの装置を取り付けたうえで、そこに被
害者を誘導してＡＴＭを使用させることで、
暗証番号を変更し、口座の現金を窃取しよう
としたことが考えられる。

3/15 キンタナロー州カ 旅行者
（火） ンクン市バス車内 男性

バスに乗車し、足下に貴重品在中のバックを 窃盗
置いていた。盗難防止のため、バッグを足で （ス
挟んでいたが、バッグの中身（旅券等）のみ リ）
が窃取されていたことに気がついたもの。
座席の下から隙を見て窃取したと思われる。

3/16 ケレタロ州ケレタ 在留邦人
（水） ロ市（レストラン 男性
20:00 内）

ホテル・La Hija del Alfarero内にある日本 窃盗
食レストラン・Sakurafubukiで食事をしてい （置引
た際、足元に置いてあった妻、子供２人のパ き）
スポート、パソコン等の入ったかばんを窃取
された。店内の防犯カメラを確認したとこ
ろ、背面に座った客３人組のうち一人が被害
者の視界を遮るように店員と立ち話をしてい
る隙に、もう一人がかばんを窃取し服にくる
み、店を去ったところが映っていた。

3/19
（土）
16:00～
17:00

メキシコ市クアウ 在留邦人
テモック区地下鉄 女性
２号線車内
（Bellas Artes～
Hidalgo間）

地下鉄に乗車の際、メキシコ人８～１０人ほ 窃盗
どともみ合いになりながら乗車した。その
（ス
後、メキシコ人女性に話しかけられ、下車し リ）
たところ、ショルダーバッグが開けられ、小
銭入れを窃取されていた（現金在中）。ま
た、同行中の女性も乗車中に体を触られる等
したため、カバン等を探し、窃取しようとし
ていたと見られる。

3/19 バハカリフォルニ 在留邦人
（土） アスル州ラパス市 男性
ホームセンター内

ホームセンターにて、カートに旅券等貴重品 窃盗
在中のカバンを入れたまま買い物をしていた （ス
ところ、気がつくと、カバンを窃取されてい リ）
たもの。

3/21 チアパス州サンク 旅行者
（月） リストバルデラス 男性
09:00 カサス発メキシコ
市行きのバス車内

長距離バスにて移動中、寝ている間に、棚に 窃盗
置いていた旅券等在中のカバンを窃取された （置き
もの。
引き）

3/22 メキシコ市コヨア 在留邦人
（火） カン区地下鉄コヨ 女性
11:30頃 アカン駅周辺路上

自称アメリカ人（５０歳－６０歳）の男性に 詐欺
声をかけられた。男性から「タクシーに財布
やパスポートなどを入れたコートを置いてき
てしまった。明日会議があるから今日中にア
メリカに戻らなければならない。妻が送金す
るので銀行に同行して欲しい。」と言われた
ため銀行に同行した。
その後、「送金には２時間ほどかかる」と言
われ、5000ペソを融通した。更に、航空会社
に連絡するフリをしながら、「航空券と同額
程度のものを持ってくれば航空券を発券でき
る」と言われたため、17000ペソ程度の携帯
電話を購入し、渡したところ、男性はタク
シーに乗って立ち去った。その後、詐欺に
遭ったことに気がついたもの。

3/24 メキシコ市クアウ 在留邦人
（木） テモック区ソナロ 男性
深夜 サ・路上

同僚と２名にて、タクシーに乗り、帰宅し
ようとしたところ、タクシーの運転手に何か
睡眠薬のようなものを飲まされ、所持品（財
布、携帯等）を奪われた上で路上に放置され
た。気がついた場所は、タクシーの乗車位置
から車で約１時間３０分後の場所であった。
被害者のうち１名は頭部に軽傷を負ってお
り、また、盗まれた財布に入っていたカード
が不正使用され、約５万ペソの被害であっ
た。
後日検査の為入院したところ、「何らかの麻
酔薬」が検出されたことから、タクシー乗車
以降の記憶が薬により曖昧となっているの
は、タクシーの運転主により何らかの方法
（液体または錠剤を飲まされたか、もしくは
注射される等）により昏睡させられた影響で
ある。

強盗
（傷
害、連
れ去
り、及
びカー
ドの不
正使
用）

3/27 オアハカ州トラコ 旅行者
（日） ルラ・デ・マタモ 女性
14:00 ロス市青空市場

ベビーカーを押しながら歩いていると、後ろ
から（恐らく女性）が体を１０秒ほど寄せて
きた。その間にカバンの紐を切られ、中に
入っていた旅券入りのポーチを窃取されたも
の。
劇場裏の運動場にて運動していたところ、若
者数名が近寄ってきて、ナイフで所持品を渡
すように言われた。犯人は、最初に被害者女
性からカバンを奪った後、被害者男性の方に
近寄ってきた。男性は犯人らが何を要求して
いるかわからず躊躇していたところ、犯人ら
は被害者男性の顔面を殴打した上で、所持品
を奪って逃走したもの。

窃盗
（ス
リ）

4/9 メキシコ州トルー 在留邦人
（土） カ市
男性及び
18:00頃
女性

4/9 グアナファト州イ 在留邦人
（土） ラプアト市（自
男性
20：00 宅）

強盗傷
害（刃
物使
用）

自宅の１階リビングにかばんを置き２階で寝 窃盗
ていたが、消したはずの１階の電気がついて （居空
いることに気づき、１階へ降り確認したとこ き）
ろ、パスポート、パソコン２台、デジタルカ
メラ、電子辞書、メモリーカード、携帯電
話、運転免許証、デビットカード、現金（計
７千ペソ相当）等の入ったかばんを窃取され
ていることに気づいた。

4/10 グアナファト州レ 在留邦人
（日） オン市（コンビニ 男性
21:00 エンスストア駐車
場）

ビセンテ・バルティエラ通り沿いのコンビニ
エンスストア・エクストラの駐車場に車を駐
車し買い物をしていたところ、助手席側の窓
ガラスを割られ、車内に置いてあった旅券等
の入った鞄を窃取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

4/11 グアナファト州レ 在留邦人
（日） オン市（コンビニ 男性
20:00 エンスストア駐車
場）

ナトゥーラレジデンシアル近く（パセオ・
デ・へレス通り沿い）のコンビニエンススト
ア・オクソ駐車場に車を駐車し買い物をして
いたところ、運転手席側のクオーターガラス
を割られ、車内に置いてあった旅券、現金
（２万ペソ）、携帯電話、パソコン等の入っ
たカバンを窃取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

4/22 オアハカ州オアハ 旅行者
（金） カ市
女性
22:00頃

市内のレストランで食事をしていたところ、 窃盗
気がつくと、椅子にかけていた旅券在中のカ （置き
バンを窃取されていた。
引き）

4/23 グアナファト州レ 旅行者
（土） オン市
男性

友人宅に滞在中、同友人と共に外出し、帰宅 窃盗
すると空き巣が入っており、部屋に置いて
（空き
あったPC,カメラ等の入ったリュックサック 巣）
を窃取された。

4/26 メキシコ州トラル 在留邦人
（火） ネパントラ市
男性
23:00頃

メキシコ－ケレタロ道路をメキシコ市方面に
向かって走行中、パトカーらしき車両に追跡
され、路側に停車するように指示された。
警察官と思われる男性（黄色のジャケットと
黒もしくは紺のズボン）２名から、「武器を
携行していないか確認するためトランクを開
けろ」と指示された。その後聴取に応じてい
たが、急にけん銃を取り出し、所持品を全て
奪われた。怪我等無し。警察官が本物か偽物
かは不明。

4/27 ヌエボレオン州サ 在留邦人
（水） ンペドロガルサガ 男性
午前及 ルシア市
び21:00
頃

朝、車に乗ろうとしたところ、自宅に駐車し
ていた車の車内に置いていた自転車、本等が
窃取されていることに気がついた。同日夜２
１時頃、同様に自宅に駐車していた車の窓ガ
ラスが割られていることに気がついた。

5/1 チアパス州サンク 旅行者
（日） リストバルデラス 男性
カサス発カンクン
行きのバス車内

強盗
（けん
銃使
用）

窃盗
（車上
荒ら
し）及
び器物
損壊
バスに乗車中、いつのまにか、足下に置いて 窃盗
いたカバンの中から、現金を挟んだ旅券が窃 （置き
取されていたもの
引き）

5/6 グアナファト州シ 出張者
（日） ラオ市（コーヒー 男性
07:40 ショップ駐車場）

シラオ市４５号線沿いのスターバックスコー
ヒーの駐車場に車を駐車し買い物をしていた
ところ、車の鍵を壊され、車内に置いてあっ
た旅券、現金、パソコン等の入ったカバンを
窃取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

5/12 グアナファト州レ 在留邦人
（木） オン市
女性
18:30

IMSS-T１駅から市バスOptibus１号線に乗車 窃盗
し、Centro Historico駅で降車するまでの間 （ス
に、かばんに入っていた財布を抜き取られ
リ）
た。

5/16 バハカリフォルニ 出張者
（月） ア州メヒカリ市
男性
21:30

同僚と４名にてレストランにて食事をし、車
に戻ったところ、窓ガラスが割られ、車内に
置いていた旅券、現金等在中の全員の荷物が
窃取されていたもの。

5/20 メキシコ市コヨア 在留邦人
（金） カン区路上
男性
18:00頃

地下鉄コヨアカン駅近辺の路上にて、突然背 強盗
後から羽交い締めにされた。犯人らは３人組 （刃物
であり、首にナイフのようなものを押し当
使用）
て、携帯電話、リュック等所持品を全て渡す
ように指示してきた。
要求に従ったところ、解放された。怪我な
し。

5/24 グアナファト州レ 在留邦人
（火） オン市（展示会場 男性
17：00 Poliform Leon）

会場内で展示会用の製品をセットアップ中
窃盗
に、近く人置いていたパスポート、パソコ
（置引
ン、携帯電話、カード等の入ったかばんを窃 き）
取された。

5/26 サカテカス州サカ 在外邦人
（木） テカス市（自宅前 男性
22:00～ の路上）
翌日
06:00

午後１０時に自宅アパート前に駐車した社用
車が、翌日の朝６時になくなっていた。車内
にパスポートを置き忘れていた為、同様に紛
失した。

窃盗
（自動
車盗
難）

5/28 グアナファト州イ 在留邦人
（土） ラプアト市（路
女性
17：30 上）

ケツアルコアトル大学周辺、レフォルマ通り
近辺の通りを徒歩で帰宅中、後ろからバイク
に乗った二人組につけられているのに気づ
き、道の反対側に渡り早足で歩いていたとこ
ろ、一人がバイクから降り、被害者に近づ
き、けん銃を突きつけ、かばん一式とジャ
ケットを引ったくり、バイクに乗り去って
いった。通りすがりの車に助けを求め、車の
運転手がバイクを追いかけようとしたとこ
ろ、発砲してきた為、それ以上追跡すること
はできなかった。かばんの中には携帯電話、
タブレット、財布等が入っていた。怪我人等
はなし。

強盗
（けん
銃使
用）

6/2 ハリスコ州トラホ 在留邦人
（木） ムルコデスニガ市 男性
20:00 （オフィスデポの
駐車場）

ロペスマテオス南通り沿いにあるオフィスデ
ポの駐車場に車を駐車し店内で買い物をして
いたところ、後部座席左側の窓ガラスを割ら
れ、車内に置いてあった旅券、パソコン等の
入ったリュックを窃取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

6/4 グアナファト州サ 在留邦人
（土） ラマンカ市（自
男性
宅）

週末のみ滞在しているサラマンカの自宅へ
行ったところ、空き巣に入られているのに気
付いたもの。鉄格子の錠前がハンマーのよう
なもので壊され、家に入る木製のドアの錠前
２個も壊されていたが、盗難の被害はなかっ
た。
路上で覆面をしナイフを持って走ってきた若
い男にパスポート、現金、携帯電話の入った
かばんを窃取された。

窃盗
（空き
巣）

6/8 グアナファト州グ 在留邦人
（水） アナファト市（セ 女性
00：30 ントロ地域）

窃盗
（車上
荒ら
し）

強盗
（刃物
使用）

6/11 グアナファト州イ 出張者
（土） ラプアト市（パー 男性
23:15 ティ会場の駐車
場）

パーティ会場の駐車場に車を駐車していたと
ころ、車のサイドガラスを割られ、車内に置
いてあった旅券、クレジットカード、パソコ
ン等の入ったアタッシュケースを窃取され
た。

窃盗
（車上
荒ら
し）

6/17 グアナファト州シ 在留邦人
（金） ラオ市（コンビニ 男性
21:00 エンスストアの駐
車場）

バヒオ空港近くの４５号線沿いにあるホテ
ル・シンコ・イン隣のコンビニエンススト
ア・オクソの駐車場に車を駐車し買い物をし
ていたところ、助手席の窓ガラスを割られ、
車内に置いてあった旅券、現金、パソコン等
の入ったかばんを窃取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

6/18 メキシコ市クアウ 在留邦人
（土） テモック区セント 男性
17：00 ロ

通りを歩いていた所、突然ツバを顔にかけら 窃盗
れたため、反射的にツバをかけられた方向を （ス
向いた。その後気がつくと、ズボン右前のポ リ）
ケットに入れていた、身分証明書、クレジッ
トカード等在中の財布を窃取されていたこと
に気がついたもの。

6/18 メキシコ市クアウ 在留邦人
（土） テモック区ソナロ 男性
20：00 サ

レストランにて食事中、気がつくと、座席に 窃盗
掛けていた旅券在中のカバンを窃取されてい （置き
たもの。
引き）

6/21 グアナファト州レ 在留邦人
（火） オン市（セントロ 女性
夕方 マックス内のスー
パーマーケット・
メガ）

レオン市南部にあるショッピングセンター｢ 窃盗(ス
セントロマックス｣内にあるスーパー｢メガ｣ リ)
の入り口付近でバッグに入っていた財布が盗
まれた。

6/29 メキシコ市クアウ 在留邦人
(水) テモック区ソナロ 男性
01:00 サ
出張者
男性

同所の路上を歩いていたところ、警察２名に 窃盗未
呼び止められ、職務質問を受けた。身分証の 遂
提示を求められ、滞在ホテル名等を答えた
他、さらに手荷物検査を受けた。その間に、
さらに２名の警察官が来ており合計４名の警
察官がいたが、その内１名の警察官が手荷物
検査をし、他の警察官は談話して見ていない
状況下で、その警察官が財布をチェックする
素振りをしながら、中から合計１０００ペソ
を抜き取り、被害者に財布を返却した。被害
者は、そのことを指摘するも、その警察官は
否定したため、警察官が現金を入れたポケッ
トに被害者は手を入れて取られたお金を取り
出し、さらに追及したところ、警察官は「こ
れは俺へのチップだ」と答えたことから、そ
のまま現金を返却させた。また、被害者が警
察官にＩＤの提示を求めるも、提示はされな
かった。

7/1 グアナファト州レ 在留邦人
（金） オン市（レオンス 女性
11:00 タジアムホテルと
オフィスデポの間
の信号）

スタジアムの前の信号で信号待ちをしていた 強盗
ところ、自転車に乗った20代メキシコ人男性 （刃物
が話しかけてきた。無視し信号を渡ろうとし 使用）
たところ急にナイフを突きつけ現金と携帯を
出すように脅され現金だけを渡して逃げた。

7/7 グアナファト州レ 在留邦人
（金） オン市（Mariano 出
22:00 Escobedo Oteの道 張者 5名
路沿い）

外食後、社有車にて帰宅途中に警察に停止さ 恐喝
せられライフルを片手に持った警察官に停止
を求められた。武器を積んだ車があるとの通
報があり、車内および手荷物検査、同乗者全
員のボディチェックをされた。危険物等は見
つからなかったが罰金として500ペソ要求さ
れ、同乗していた通訳者を連行するとの発言
が警察側からあったので、現金を支払ったこ
とで解放された。

7/10 ヌエボレオン州サ 在留邦人
(日) ンペドロガルサガ 男性
14:00 ルシア市

外出から戻ったところ、自宅の駐車スペース 空き巣
にて、自宅に空き巣に入っていた犯人３名と →強盗
出くわし、ベルト等で両手両足を縛られ、顔
に布を掛けられた。犯行は約１０分の間に行
われたが、犯人らの足音が無くなったところ
で被害者は自力で脱出した。怪我等なし。携
帯電話及び現金等在中の財布が窃取された。

7/13 キンタナロー州プ 不明
(水) ラジャデルカルメ
10:00頃 ン（バス車内）

バス車内にて、邦人を含む複数の乗客の荷物 窃盗
がスリの被害に遭った。
（ス
リ）

7/13 アグアスカリエン 在留邦人
（水） テス州アグアスカ 男性
20:00 リエンテス市（レ
ストランの駐車
場）

市内北地区にある飲食店Las Alitas の駐車
場に車を駐車していたところ、車の鍵を壊さ
れ、車内に置いてあった旅券等の入ったカバ
ンを窃取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

7/14 グアナファト州セ 出張者
（木） ラヤ市
男性
9:00

守衛所付近に車を停車し、社内の駐車場に入
る手続をしている最中に、車内に置いてあっ
たパスポート、携帯電話、パソコン等の入っ
たかばんを窃取された。車は施錠していな
かった。
自宅に戻ると、旅券等を窃取されていること
に気がついた。

窃盗
（車上
荒ら
し）

7/15 グアナファト州レ 在留邦人
（金） オン市（レストラ 女性
19:30 ン駐車場）

幹線道路（45号線）沿いのホテル・ガンマ近
くにあるガソリンスタンドに併設されている
ドミノピザの駐車場に車を駐車していたとこ
ろ、運転席側の鍵部分をこじ開けられ、車内
に置いてあったパスポート、現金、メキシコ
の滞在許可証等の入ったかばんを窃取され
た。

窃盗
（車上
荒ら
し）

7/17 グアナファト州レ 在留邦人
（日） オン市（レストラ 男性
11:45 ン駐車場）

市内のショッピングセンター・プラサマヨー
ルに隣接したレストラン・ Sirloin
Stockade の駐車場に車を駐車し、食事をし
ていたところ、運転席側の施錠部分が取り壊
され、アームレスト下のボックスに入れて
あった小銭（７０ペソ程度）を窃取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

7/19 グアナファト州レ 在留邦人
（火） オン市（エルドラ 男性
6：00～ ド地域の自宅）
23：00

午後１１時ごろ帰宅した時に、１階のリビン 窃盗
グでカバンが荒らされて衣類が床に放置され （空き
ていた。１階ではパソコンが、2階では財布 巣）
の中の日本円(約3万円)、ショルダーバッ
グ、腕時計が無くなっていた。家の裏側の引
き戸の鍵がバールのようなもので壊されてお
り、そこから侵入したと思われる。

7/15 メキシコ市クアウ 在留邦人
（金） テモック区ローマ 男性
12:00頃 ノルテ地区

窃盗
（空き
巣）

7/19 コリマ州マンサ
（火） ニージョ市
22:00頃

出張者
男性

ホテルの部屋を３０分ほど不在にした間に、
室内に置いていた、財布（中の現金のみ窃
取）及び携帯電話が窃取されていたもの。
携帯電話を鳴らしたが、電源が切られてお
り、また、ホテル側にも問い合わせたが、所
在は分からなかった。

窃盗
（客室
荒ら
し）

7/23 メキシコ市クアウ 旅行者
（土） テモック区セント 男性
14:30 ロ・イストリコ地
区

同所の人混みを歩いていたところ，突然ツバ 窃盗
の様な水か泡の液体を右腕にかけられた。そ （ス
の際，左手に持っていたカバンを地面におい リ）
て液体を確認した。しかし気がつくとカバン
とズボンの左ポケットに入れていた財布を盗
まれていた。被害品：財布（クレジットカー
ド，現金１万ペソ等在中），カバン（パソコ
ン，衣類，旅券等在中）

8/2 グアナファト州グ 旅行者
（火） アナファト市（市 女性
17：00 バス）
～18：
00

市営バスを降りる際、パスポート、現金等の 窃盗
入ったカバンを座席に置き忘れたことに気付 （置引
き、すぐにドライバーに確認したが、何者か き）
に窃取された後であり、近くにいた警察官に
も探してもらったが、見つからなかった。

8/6 メキシコ市クアウ 旅行者
（土） テモック区セント 男性
ロ周辺地下鉄内

空港からイダルゴ駅に向かう途中、ピノスア 窃盗
レス駅で乗り換えた。車内が混雑しており、 （ス
ふとカバンを確認したところ、旅券、クレ
リ）
ジットカード等を窃取されていたことに気が
ついたもの。

8/9 グアナファト州セ 在留邦人
（火） ラヤ市（店舗駐車 男性
22：00 場）

市内のSanborns前の駐車場に車を停めていた
ところ、運転席側の鍵がこじ開けられ、車内
に置いていた携帯電話と、パスポート、携帯
電話等の入ったカバンを窃取された。

8/13 メキシコ市クアウ 旅行者
（土） テモック区セント 男性
ロ周辺地下鉄内

地下鉄ラ・ラサからバルデラス間もしくは、 窃盗
バルデラスーピノスアレスーソカロ間のいず （ス
れかの混雑した区間内において、ズボンのポ リ）
ケットに入れていた、旅券、スマートフォン
等を窃取されたことに気がついたもの。

8/15 グアナファト州イ 在留邦人
(月) ラプアト市（店舗 男性
19：00 駐車場）

市内のプラサシベレスの駐車場に車を停めて
いたところ、窓ガラスが割られ、車内に置い
ていたパスポート、コンピューター等の入っ
たカバンを窃取された。駐車場には警備員が
いたが何も知らないと言われた。

窃盗
（車上
荒ら
し）

8/19 グアナファト州イ 出張者
（金） ラプアト市（高速 男性
17：30 の路上）

高速道路に入った直後に、携帯電話に入電が
あったため、路肩に停めて携帯で話をしてい
た際、横に濃いグレー色のバンが停まった。
40～50歳ぐらいの浅黒いメキシコ人男性が出
てきて何か話しかけられたが分からないジェ
スチャーをして電話をしていたところ、気が
ついたら銃口を突きつけられ、携帯電話と金
を出せと言われたので携帯電話を出した。犯
人は、後部座席の財布から現金100ドル程を
取って車で去って行った。

強盗
（けん
銃使
用）

窃盗
（車上
荒ら
し）

8/31 ケレタロ州サンフ 在留邦人
（水） アンデルリオ市パ 男性
ルミージャス地域
（高速道路のサー
ビスエリア）

サンルイスポトシからメキシコ市に戻る途
中、５７号線沿いの料金所近くのサービスエ
リアに停車し、トイレに行ったのち、車に
戻ったところ、助手席の足元に置いていたパ
ソコン、会社の資料、現金等の入ったカバン
がなくなっていることに気がついた。外に出
て鍵穴を確認したところ、こじ開けられた跡
があった。
自宅を出て下り（ケレタロ方面）に向けて走
行中、後方から、警察に並ばれ、停車するよ
うマイクで指示を受けた。
免許証等の書類を確認され、その後、「ケレ
タロ州のナンバーは本日走行できない」と言
われた。（被害者の車両は「０」であっ
た）。知り合いに電話で確認しようとした
が、警察官に制止され、７，４００ペソで解
放すると言われた。もっていないと話した
が、ダッシュボード等を物色され、現金３９
２０ペソを支払ったところで解放された。警
察官（と思われる犯人）は、ベージュ基調色
のパトカーに紺色の制服を着用していた。怪
我等なし。

窃盗
（車上
荒ら
し）

9/12 グアナファト州レ 在留邦人
（月） オン市（コンビニ 男性
7：30 エンスストア駐車
場）

アルビデ地域チアパス通り沿いのコンビニエ
ンスストア・オクソの駐車場に車を停めてい
たところ、車内後部座席に置いていたパス
ポート、パソコン、Ipad等の入ったカバンを
窃取された。車の鍵は壊されていないため、
鍵の閉め忘れの可能性が高い。

窃盗
（車上
荒ら
し）

9/12 グアナファト州シ 在留邦人
（月） ラオ市（タコス店 男性
19：30 駐車場）

シラオ市のタコス屋・タコスミンチョの駐車
場に車を停めていたところ、車内後部座席下
に置いていたパスポート、パソコン等の入っ
たカバンを窃取された。車の鍵穴が壊されて
いてこじ開けられた跡があった。

窃盗
（車上
荒ら
し）

9/15 キンタナロー州カ 在留邦人
（木） ンクン
女性

自宅を留守にしていたところ、旅券、滞在許 窃盗
可証等が窃取されていることに、帰宅した際 （空き
に気がついたもの。
巣）

9/15 グアナファト州レ 短期滞在
（金） オン市（韓国料理 男性
19：00 店）

レオン市の韓国料理屋・アリアンのテラス席 窃盗
で食事をしていたところ、通路側の椅子の背 （置
もたれに掛けていたパスポート、現金等の
引）
入ったカバンがなくなっていたことに気づい
た。周りに座っていた人たちや店の従業員も
盗られたのに気がつかなかった。

9/22 ヌエボレオン州ア 在留邦人
(木） ポガダ市（コンビ 男性
07:00 ニエンスストア駐
車場）

飲料を買いにコンビニエンスストアに立ち
寄った際、３分後に車両に戻ると運転手側の
窓ガラスが割られ旅券が入ったカバンが盗ま
れていた。その際、隣に駐車してあった別の
車両も同様の被害に遭っていた。

9/3 メキシコ州ナウカ 在留邦人
（土） ルパン市路上
男性
08:55頃

恐喝

窃盗
（車上
荒ら
し）

9/23 グアナファト州セ 在留邦人
（金） ラヤ市（コンビニ 男性
19：30 エンスストア駐車
場）

市内のガソリンスタンド併設のコンビニエン
スストア・オクソの駐車場に車を停めていた
ところ、パスポート、パソコン等の入った鞄
を窃取された。翌日、盗難場所近くのホテル
のゴミ箱にパスポートが捨てられているのが
発見された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

9/25 キンタナロー州カ 在留邦人
（日） ンクン市（自宅） 女性
20：00

在宅中、寝室の窓際に置いていたＰＣ、デジ 窃盗
タルカメラ等をいつの間にか窃取された。窓 （居空
と網戸が少し破られており、そこから窃取さ き）
れたとみられる。自宅は集合住宅の１階で
あった。
後日、盗まれたと思われるデジタルカメラ
を、インターネットオークションにて発見し
た。機種・シリアルナンバーから、盗まれた
ものであることが確認できたため、出品者が
警察により逮捕された。しかし、証拠不十分
により釈放となった。
他の被害品は所在不明のままである。

9月下旬 メキシコ市クアウ 在留邦人
テモック区地下鉄 女性
イダルゴ駅周辺

クアウテモック駅近くの路上を歩きながら、
携帯電話を操作していたところ、突然１５歳
前後の少年に後ろからつかまれ、もう１名の
少年が携帯電話を奪って逃走しようとした。
携帯電話には自宅の鍵がついていたため、
「鍵だけは返して」と言いながら犯人の腕を
掴んだところ、犯人が携帯電話を道路に落と
してしまい、携帯電話は走行中の自動車に轢
かれて破損し、鍵は取り返すことができた。
犯人らは逃走した。

窃盗
（ひっ
たく
り）

10/1 サンルイスポトシ 短期滞在
（金） 州サンルイスポト 男性
20：00 シ市（ラキンタホ
テル近く、レスト
ランシルロインス
テーキ10ｍ路上）

サンルイスポトシ市内のラキンタホテル近
く、レストランシルロインステーキから10m
ぐらいのところを仕事仲間2人と歩いていた
ところ自転車に乗った3人組に襲われバッグ
を奪われた。取り返そうとした際にナイフで
刺され入院した。仕事仲間の一人は羽交い絞
めにされて財布を取られた。バッグの中には
パスポート等が入っていた。

強盗傷
害（刃
物使
用）

10/3 アグアスカリエン 在留邦人
（月） テス州アグアスカ 男性
14：00 リエンテス市（日
本食レストラン駐
車場）

日本食レストラン・ＶＩＮＣＵＬＯ前の駐車
場に車を駐車し食事をしていたところ、助手
席側後方の窓ガラスが割られ、トランクの中
に置いていた旅券、パソコン、Ｉｐａｄ、電
子辞書等の入ったカバンを窃取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

10/4 グアナファト州レ 在留邦人
（火） オン市（スーパー 女性
18：40 駐車場）

ショッピングセンター・セントロマックス内
にあるスーパー・メガの前の駐車場に車を駐
車し買い物をしていたところ、運転手席側の
鍵が壊され、オーディオ画面が取り外され盗
まれていた。車内に貴重品は置いていなかっ
たが、後部座席に置いていたＧジャンも盗ま
れていた。
保険会社のコメントでは、最近同一車種の
オーディオ画面（ＳＯＮＹ）の盗難被害が相
次いでいるとのことだった。

窃盗
（車上
荒ら
し）

10/5 グアナファト州シ 在留邦人
（水） ラオ市 （レオン 男性
8：00 空港近くのコンビ
ニエンスストア駐
車場）

シラオ市のレオン空港近くのコンビニエンス
ストアオクソの駐車場に車を止め5分ぐらい
買い物中、車の運転席側のドアを開けられト
ランク内にあったパスポート、パソコンが
入ったカバンを取られた。ドアの鍵穴等には
壊された痕はなかった。

窃盗
（車上
荒ら
し）

10/7 グアナファト州レ 在留邦人
（金） オン市 （セント 男性
17：00 ロマックス駐車
場）

ショッピングセンター・セントロマックス内
にあるスーパー・メガの前の駐車場に車を駐
車し約10分ほど買い物をしていたところ、運
転手席側の鍵穴が壊されているのを発見し
た。車内に貴重品は置いていなかったが、ト
ランクに入れてあった衣類などの入った旅行
カバンが盗まれていた。
レオン市の南、ボカネグラ通り沿いにあるタ
コス屋、ブリシタスデゲラゲッツアで食事を
していたところ、強盗団5人(けん銃所持者1
人)が店に入ってきて店の売り上げだけを
持って2,3分で出て行った。駐車場の見張り
番の男性が頭から血を流していたが、店内に
いた30人ほどの客には被害はなかった。

窃盗
（車上
荒ら
し）

10/11 グアナファト州レ 在留邦人
(火) オン市（ボカネグ 女性
23：30 ラ通り沿いのタコ
ス店ブリシタスデ
ゲラゲッツア）

強盗未
遂（け
ん銃使
用）

10/11 バハカリフォルニ 在留邦人
（月） ア州エンセナダ市 女性
深夜 自宅

自宅にて朝起きると、玄関脇の窓の網戸が外 窃盗
れ、窓が開いた状態になっていた。調べたと （忍び
ころ、室内には足跡が残っており、ＰＣ、携 込み）
帯、財布等を窃取されていることに気がつい
たもの。

10/16 ハリスコ州サポパ 在留邦人
(日) ン市ハルディネス 男性
16：00 ウニベルシタリア
地域

サポパン市で家族で歩いて食事に出かけ、1 窃盗
時間半後に自宅に戻ったところ、留守の間に （空き
泥棒に入られ金庫に入れてあったパスポート 巣）
等を盗まれた。金庫は棚に固定してあった
が、その棚から剥がされ金庫ごと盗まれた。
自宅は2階建てのアパート、ベランダから入
られ、窓をこじ開けられ侵入された模様。住
んでいる地域には常駐している守衛はいな
い。

10/18 オアハカ州
（火）
深夜

自宅にて朝起きると、リビングのドアが空い 窃盗
ており、室内に置いていた旅券、身分証等在 （忍び
中のカバンが窃取されていることに気がつい 込み）
たもの。

在留邦人
女性

10/25 メキシコ市ゲレロ 旅行者
（火） 地区路上
男性
18:00

自転車を押しながら歩いていたところ、地下 窃盗
鉄イダルゴ駅近くにて旅券等在中のカバンが （ス
窃取されていることに気がついたもの。
リ）

10/25 コアウイラ州トレ 在留邦人
（火） オン市セントロ
男性

トレオン市内セントロにあるファーストフー
ド店に駐車し、付近のレストランにて食事を
して車に戻ったところ、後部座席の窓ガラス
が割られ、車内にあった旅券、パソコン等在
中のカバンが窃取されていた。

10/27 メキシコ市クアウ 旅行者
（木） テモック区地下鉄 男性
17:00 イダルゴ駅

地下鉄イダルゴ駅にて、満員電車に乗ってい 窃盗
たところ、ポケットに入れていた旅券、財布 （ス
等を窃取されたもの。
リ）

窃盗
（車上
荒ら
し）

10/28 メキシコ市クアウ 旅行者
（金） テモック区地下鉄 男性
18:00 イダルゴ駅

地下鉄イダルゴ駅にて、電車を待っている
際、混雑したホームで前後から人に挟まれ
た。その際、ズボンの両ポケットに手を入れ
られ、旅券、財布、スマートフォン等を窃取
された。なお、同行していた友人も同様の被
害に遭った。
スーパーマーケット・ＨＥＢの駐車場に車を
駐車し、トランクを開けリュックを背負おう
とした瞬間に、そのリュックをひったくられ
た。犯人は２人組で、１人が犯行中車内で待
機し、リュックを強奪すると車で逃げていっ
た。リュックの中には旅券、パソコン、携帯
電話、財布等が入っていた。

窃盗
（ス
リ）

11/5 グアナファト州レ 在留邦人
(土) オン市バルティエ 女性
12：00 ラ通りとフランシ
スコビジャ通りの
交差点のタイヤ修
理工場

レオン市バルティエラ通りとフランシスコビ
ジャ通りの交差点にあるタイヤ修理工場で携
帯を見ながら修理を舞っていたところ、歩道
になっている後ろから突然メキシコ人男が携
帯を掴んで走って逃げた。周りの人が追いか
けてくれたが追いつけなかった。警察に通報
し、1時間ほど待っていたが現れなかった。
(怪我をしたかと聞かれないと答えたので重
要視されなかった模様）修理工場のある地域
は危ない地域ということを後で知った。

窃盗
（ひっ
たく
り）

11/5 メキシコ市クアウ 旅行者
（土） テモック区セント 男性
20:00 ロ

ソカロから東に向かって歩き、EJE1通りを右 強盗傷
折したところ、急に後ろから首を絞められ
害
た。犯人は３人組であり、羽交い締めにされ
ている間に被害者の前に回り込んだ２名に、
腹部や顎を殴られた。気を失い、気がつくと
旅券、現金、カード等を窃取されていた。

11/10
（木）
21：00
～21：
45

日本食レストラン・ＶＩＮＣＵＬＯ前の駐車
場に車を駐車し食事をしていたところ、助手
席側後方の窓ガラスが割られ、助手席の足元
に置いていたＭＰプレーヤー、電子辞書、サ
ングラス等を窃取された。

10/31 アグアスカリエン 出張者
（月） テス州アグアスカ 男性
19：00 リエンテス市
（スーパー駐車
場）

アグアスカリエン 在留邦人
テス州アグアスカ 男性
リエンテス市（日
本食レストラン駐
車場）

11/10 メキシコ市空港
（木）
23:00

旅行者
男性

窃盗
（ひっ
たく
り）

窃盗
（車上
荒ら
し）

ターミナルを出て、タクシー乗り場に向かう 窃盗
までの間に、ショルダーバッグのポケットに （ス
入れていた旅券等在中のケースを窃取されて リ）
いたもの。

11/16 バハカリフォルニ 旅行者
（水） ア州ティファナ市 男性
夕刻 レストラン駐車場

夕食のため、運転主とバッグ等をバスに残し
てレストランへ食事に行った。運転主が約５
分間不在にした隙に、バスの窓が割られ、乗
客約１０名分のスーツケースが窃取されてお
り、当該邦人の旅券在中のスーツケースも被
害に遭ったもの。

窃盗
（車上
荒ら
し）

11/16 グアナファト州プ 日本企業
（水） エルト・インテリ
03:00頃 オール工業団地内
日本企業

工業敷地内に５人組の男性（内複数名は銃を 強盗
保有）が侵入。警備員が発見し、警察に通報 （未
し、警察が現場に駆けつけ探したが犯人は見 遂）
つからなかった。

11/22 グアナファト州イ 在留邦人
（火） ラプアト市内
男性
18：00

サンタ・マリア・レイナ広場（シベレス広場 強盗
近く）で日本人２名で呼んだタクシーを待っ
ていたところ、二人組の男性が近づいてき
て、突然ナイフを突きつけ脅され、鞄を盗ま
れた。

11/29 グアナファト州レ 在留邦人
（火） オン市（コンビニ 男性
21：00 エンスストア駐車
場）

インスルヘンテス通り沿いのコンビニエンス
ストア・オクソで買い物をし、車に戻りカバ
ンを助手席に置いた瞬間に助手席のドアを開
けられ、カバンを持って行かれた。犯人は二
人組で、車で逃走していった。

窃盗
（車上
荒ら
し）

11月末 キンタナロー州カ 旅行者
ンクン
男性

１１月末頃、旅行先のカンクンにてＡＴＭを
利用した。その際、２枚のカードにて現金の
引き下ろしを試みたが、引き下ろすことがで
きなかった。
後日確認したところ、クレジットカードには
２０万円の請求がきており、また、現金６万
円が引き下ろされていたもの。

その他
（スキ
ミン
グ）

12/1 メキシコ市クアウ 旅行者
（木） テモック区地下鉄 男性
14:00 ベジャスアルテス
駅

ベジャスアルテス駅からイダルゴ駅にむけて 窃盗
地下鉄に乗ろうとした際に、非常に混み合っ （ス
ており、後ろから押され、その際にもってい リ）
た、旅券、現金、デジカメ、携帯電話等在中
のウエストポーチを窃取されたもの。

12/2 メキシコ市コジョ 在留邦人
（金） アカン区
女性
22:00

帰宅中に路上を歩いていたところ、泥酔した 暴行
男性から突然後ろから首を羽交い締めにされ
た。大声で叫んだところ、付近にいた警備員
が犯人を取り押さえ、犯人は逮捕された。

12/4 バハ・カリフォル 旅行者
(日) ニア州ティファナ 男性
02:00 市ロサリト海岸

同所でテントをはって就寝していたところ、 強盗傷
２名の犯人がナイフでテントを破り侵入した 害
上で、被害者にけん銃を向け旅券や現金在中
の鞄を強奪した。その際、被害者は目の下や
脇腹を殴られ負傷した。

12/7 グアナファト州セ 在留邦人
（水） ラヤ市（コンビニ 男性
21:00 エンスストア駐車
場）

市内自宅近くのコンビニエンスストア・オク
ソの駐車場に車を駐車し買い物をしていたと
ころ、鍵穴を壊され、車内に置いていた旅
券、パソコン等の入ったかばんを窃取され
た。
混雑時に地下鉄に乗車していたところ、ズボ
ンの前ポケットに入れていたスマートフォン
を盗まれた。

12/8 メキシコ市クアウ 旅行者
(木) テモック区地下鉄 男性
14:00 ピノ・スワレス～
ソカロ間

窃盗
（車上
荒ら
し）
窃盗
（ス
リ）

12/9 アグアスカリエン 在留邦人
（金） テス州アグアスカ
リエンテス市(自
宅）

帰宅した際、自宅で保管している個人所有の 窃盗
パソコンが見当たらず警察に通報。その後近 （空き
所の住人より前日にガレージの扉が開いてお 巣）
り、人の出入りがあったとの連絡を受けた。

12/9 ハリスコ州グアダ 在留邦人
（金） ラハラ市（飲食店 男性
21：00 駐車場）

ラ・エウロペア（酒屋）の駐車場に車を駐車
し店内で買い物をしていたところ、運転主席
側後方の窓ガラスが割られ、トランクに置い
ていた旅券、パソコン等の入ったかばんを窃
取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

12/9 メキシコ市クアウ 在留邦人
（金） テモック区地下鉄 男性及び
18:30 イダルゴ駅構内
女性

メトロ２番線のイダルゴ駅において、タス
窃盗
ケーニャ行きの列車を待っていた。到着した （ス
メトロは満員であったが、乗車後、ドアが閉 リ）
まる直前に、外からの強い圧力を感じ、車両
の奥へと全員おしやられた。しかし、一瞬に
してその圧力はやみ、その直後、携帯がない
ことに気がつき、また、すぐ近くに乗車して
いた女性が「あっちに走っていった人がい
る」とホームの階段を示して言ったため、携
帯電話を窃取され、犯人が逃走したことに気
がついた。

12/9 メキシコ州トラル 在留邦人
（金） ネパントラ
女性
23:00～
翌13:00
の間

ホテルの地下駐車場に車を停め、翌日13時頃
車に乗ろうとしたところ、トランクが空いて
いることに気がついた。確認すると、バール
のようなものでトランクがこじ開けられ、破
損していた。トランクには荷物を残しておら
ず、盗まれた物はなかった。車両の損傷の
み。

窃盗未
遂（車
上荒ら
し）

12/10 グアナファト州レ 在留邦人
（土） オン市（スター
男性
7：45 バックスコーヒー
外の路上）

市内のスターバックスコーヒー（プラサマ
ヨール近辺）外の路上に車を停め、店内で買
い物をしていたところ、トランクに置いてい
たカバン、学用品（教科書、文具）を窃取さ
れた。運転席側の鍵穴が壊されていることに
あとから気付いた。

窃盗
（車上
荒ら
し）

12/14 メキシコ市メトロ 旅行者
（火） ブス１号線ヌエボ 男性
18:50～ レオン駅周辺
19:00

夕食をすませホテルへ戻るためバスを待って 窃盗
いた。その際、貴重品（財布）を左前ポケッ （ス
トに入れていた。バスを待っている際、後ろ リ）
から声をかけてくる男性がいたが無視をして
いた。バス到着後、乗下車の客でバス入口、
ホームが混雑した。貴重品が入っているポ
ケットを左手で押さえていた。先ほど話しか
けてきた男性に後ろから急に押され、車内に
押し込まれ、ポケットを抑えていた左手が離
れた。すぐにポケットに手を当てたが既に貴
重品は抜き取られており、犯人らしき男性2
名はバスから下車し逃走した。

12/16 メキシコ市コジョ 出張者
(金) アカン区所在のホ 男性
テル内

ホテル内で朝食中、鞄を椅子に置いて席を外 窃盗
し戻ったところ、鞄が窃盗に遭ったことに気 （置き
付いた。鞄には旅券・現金・携帯電話等が
引き）
入っていた。

12/19 メキシコ市空港第 旅行者
(月) 一ターミナル国際 男性
15:00 線出口

スーツケースの上に小さい鞄を置いて、到着 窃盗
者が出てくるのを待っていた。到着者が出て （置き
きたため出迎えた約１０秒の間に、鞄のみが 引き）
盗まれた。鞄には旅券、携帯電話、カード
類、現金が入っていた。

12/19 グアナファト州イ 在留邦人
（月） ラプアト市（コン 男性
20：00 ビニエンスストア
の駐車場）

プラサ・シベレス近くのコンビニエンススト
ア・オクソに車を停め、店内で買い物をして
いたところ、運転手席側後方の窓ガラスを割
られ、後部座席の足元に置いていたパスポー
ト等の入ったカバンを窃取された。

窃盗
（車上
荒ら
し）

12/24 キンタナロー州カ 旅行者
(土) ンクン市内のバス 男性
ターミナル付近路
上（Calle 5
Numero 106, 66)

同所歩いていたところ、店舗から出てきた中 強盗傷
年女性３名に道を塞がれ、その際、背負って 害
いたバックパックを背後から引っ張られて店
舗内に引きずり込まれた。犯人等により店舗
のシャッターが閉められ、被害者は室内に閉
じ込められたことに気付くも、犯人の男性や
女性３名等に羽交い締めにされ、顔面や体中
を殴られるなどして暴行を加えられ、体中に
擦過傷や打撲を負うも、自らバックパックを
脱ぎ捨て脱出した。

12/30 メキシコ市クアウ 旅行者
(金) テモック区ソカロ 女性

ソカロを観光中、財布をすられたもの。財布 窃盗
にはクレジットカード、身分証、現金等が
（ス
入っていた。
リ）

