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
（２０１７年１月１日～１２月３１日）
被害
日時
1/1
（日）
01:00

被害場所

被害者

バハ・カリフォルニア 旅行者
州エンセナダ市
男性

被害状況

備考

飲食店で旅券や携帯電話在中のリュックサックを 窃盗（置き引き）
椅子の上に置い飲酒していたところ、置き引きの
被害に遭った。

1/17
(火)
05:40

プエブラ州プエブラ
市の路上（72470,
Blvd. Municipio
Libre）

在留邦人 被害者が，まだ暗い時間帯に同所を歩いていた 強盗傷害（けん
男性
ところ，犯人の男性にけん銃を向けられ金品を要 銃使用）
求された。被害者は「スペイン語は話せない」と
言ってその場を逃れようとしたところ，犯人が被害
者のリュックサックを奪おうと，被害者の背後に回
り込り込んだ。その際，被害者は犯人の胸元を殴
りつけたところ，犯人はナイフを取り出して振り回
し，被害者は頬に軽傷を負ったが，走ってその場
から逃げた。被害品はなかった。

1/18
(水)
07:30

ヌエボレオン州モン 在留邦人 大通りに面したコンビニ（ＯＸＸＯ）にて、店の前に 窃盗（車上ねら
テレイ市コンビニ（Ｏ 男性
駐車をし、買い物をしていたところ、約５分の間に い）
ＸＸＯ）駐車場
助手席の窓ガラスが割られ、車内に置いていた
旅券等在中のカバン及び携帯電話を窃取された
もの。

1/19
(木)
20:30

キンタナロー州カン 旅行者
クン
男性

ショッピングモールにてベンチに座り本を読んで 窃盗（置き引き）
いたところ、知らない人に話しかけられ、気がつく
と、横に置いていた旅券等在中のカバンを窃取さ
れていたもの。

1/21 メキシコ市地下鉄１ 在留邦人 地下鉄San Lazaro駅ホームにてObservatorio駅 窃盗（スリ）
(土)
号線San Lazaro駅 男性
方面の列車に乗ろうとした際、後ろから普段より
12:00頃 ホーム
押される気がした。気がつくとズボンの前ポケット
に入れていた財布を窃取されていたもの。

2/5
（日）

メキシコ市シウダデ 旅行者
ラ市場駐車場
男性

メキシコを旅行中に知り合ったメキシコ人男性３ 窃盗（置き引き）
名と、メキシコ人らが所有する車両にて食事・観
光をしていた。シウダデラ市場付近にあるショッピ
ングモールに立ち寄り、トイレを済ませて車に戻
ると、車内においていた旅券・現金等を乗せたま
ま、メキシコ人３人及び車は居なくなっていた。

2/6
（月）
03:00

キンタナロー州カン 旅行者
クン
女性

カンクン・ホテルゾーンのナイトクラブにいたとこ
ろ、肩にかけていた旅券等在中のカバンがいつ
の間にか窃取されていたもの。

窃盗（スリ）

2/16
（木）
16:00

メキシコ市セントロイ 旅行者
ストリコ地区
男性

セントロ地区を歩いていたところ、突然４０代ぐら 窃盗（スリ）
いの女性に話しかけられた（同時に右足後ろ側に
水をかけられた）。「濡れているよ」と言われ、確
認した後、気がつくと肩からかけていたショルダー
バッグの中から旅券在中のポーチが窃取されて
いたもの。

2/25
（土）
13:30

ユカタン州ピステ市 旅行者
レストラン
男性

ユカタン州ピステ市（チェチェン・イツァ遺跡近傍） 窃盗（置き引き）
にあるレストランにて昼食をとっていたところ、椅
子の背もたれにかけていた、旅券、現金等在中
のカバンが窃取されていたもの。

3/1
（水）
15:15

メキシコ市地下鉄２ 旅行者
号線イダルゴ駅
男性

メキシコ市地下鉄２号線イダルゴ駅にて、地下鉄 窃盗（スリ）
に乗る際、混雑していたため周囲から押された。
その際、ポケットに入れていた携帯電話をいつの
間にか窃取されていたもの。

3/13
(月)
20:00

メキシコ市地下鉄
旅行者
Merced駅付近路上 男性

３月１１日深夜零時頃，被害者が同所を歩いてい 強盗傷害
た際，成人男性と未成年女性と思われる二人組
が歩行者の首を羽交い締めにして強盗を行うの
を目撃した。３月１３日午後８時頃，被害者が再び
同所を歩いていたところ，突然後ろから男性に首
を羽交い締めにされたため，その手を払おうと抵
抗したところ，前からさらに１名（性別不明）が来
て，被害者の手を払った。約１０秒間気を失って
いる間に，所持していた金品を奪われた。被害者
は頸部に痛みが残る怪我を負った。

3/15
（水）
11:00

メキシコ市地下鉄２ 旅行者
号線イダルゴ駅
男性

メキシコ市地下鉄２号線イダルゴ駅にて、地下鉄 窃盗（スリ）
に乗る際、混雑していたため周囲から押された。
その際、ズボンの前ポケットに入れていた現金、
携帯電話等をいつの間にか窃取されていたも
の。

3/17
(金)
18:30

メキシコ市地下鉄
旅行者
Chapultepec駅付近 男性
路上

背後から男にけん銃様なものを押し付けられたこ 強盗（けん銃使
とから、とっさにポケットに入れていた財布を渡し 用）
たところ、犯人はそのまま逃走した。

3/17
(金)
20:00

メキシコ市地下鉄７ 旅行者
号線車内
男性

地下鉄７号線Auditorio駅から乗車し、Miscoac駅 窃盗（スリ）
で乗換えのため降車した際、ズボンのポケットに
入れていた旅券が無くなっていることに気がつい
たもの。

3/18
（土）
19:00

メキシコ市クアウテ 旅行者
モック区コンデサ地 男性
区レストラン

ビセンテ・スアレス通り沿いにあるレストランにて 窃盗（置き引き）
食事をしていたところ、気がついたら背もたれに
かけていた、旅券、滞在許可証、現金等在中のカ
バンが窃取されていたもの。

3/19
（日）
深夜

メキシコ市クアウテ 在留邦人 宿泊先の近くにあるバーにて飲食をし、店を出た 強盗傷害
モック区コンデサ地 男性
ところ、突然背後から頭を殴られ気絶し、警察に
区
保護された。所持品を奪われるとともに、頭部を５
針縫う怪我を負った。

3/26 メキシコ州高速５７ 在留邦人 高速５７号線を車両２台で走行中、うち１台が警 恐喝未遂
（日） 号テポストランの料 男性
察官と思われる者に停車させられた。「この車は
17:30頃 金所近辺
違法に登録された車両であるため、罰金を払え」
等指示された。車両は社有車であり、制限速度も
遵守して走行していたので、受け入れられない旨
告げたところ、相手は立ち去った。
3/27 メキシコ市クアウテ 在留邦人 メキシコ市クアウテモック区ソナロサにあるレスト 窃盗（置き引き）
（月） モック区ソナロサ地 男性
ランにて食事中、背もたれにカバンをかけていた
20:00頃 区レストラン
ところ、気がつくと、カバンがすり替えられていた。
取られたカバンには、旅券、滞在許可証、ＰＣ等
が入っていた。
4/4
キンタナロー州カン 旅行者
(火)
クン市からチアパス 男性
05:30頃 州パレンケ向けへの
三等バスの車中

4/8
(土)
15:30～
16:00

バスを乗り換える際、手荷物に入れていたはずの 窃盗（スリ）
カメラ２台が盗まれていることに気付いた。
車中で就寝中に被害に遭ったと思われる。

メキシコ市クアウテ 在留邦人 セントロ散策後、地下鉄San Juan de Letran駅か 窃盗（スリ）
モック区セントロ地 男性
ら乗車、Bellas Artes，Tacuba駅にて乗換え後、
域～ミゲルイダルゴ
Polanco駅にて下車したところ、ズボンの左前ポ
区ポランコ地域まで
ケットに入れていた携帯電話が無くなっていること
の地下鉄車内
に気がついたもの。

4/13 メキシコ市ベニートフ 在留邦人 自宅前にて空港に向かうタクシーを待っていた
強盗（けん銃使
(木)
アレス区自宅前路上 男性
際、３人組の男が近づいてきた。被害者が肩から 用）
05:00頃
下げていたバッグを奪い取ったあと、所持してい
たスーツケースの中身を尋ねてきたが、貴重品は
すべてそのバッグに入っていると答えたところ、犯
人らは立ち去った。奪われたバッグには旅券、滞
在許可証、現金約８０００ペソが入っていた。怪我
無し。タクシー運転主によれば犯人らはけん銃を
所持していた。
4/15 キンタナロー州トゥ 在留邦人 トゥルムからカンクン行きのバスに乗り、斜めかけ 窃盗（スリ）
(土)
ルム発カンクン行き 女性
のバッグを肩からかけたままうとうとしていた。気
15:00頃 のバス車内
がつくと、バッグのファスナーが開いており、中か
ら旅券等在中のケースが窃取されていた。

4/19 ミチョアカン州ラサロ 旅行者
(水)
カルデナス市バス 男性
22:00頃 ターミナル

ラサロカルデナスのバスターミナルにて長距離バ 窃盗（置き引き）
スを待っていた。乗車前、荷物を積み込む際、自
転車を積んでいる間に足下に置いていた自転車
用のフロントバッグを窃取された。バッグには、旅
券、財布、滞在許可証等貴重品が入っていた。

4/22 メキシコ市北バス
(土)
ターミナル駅
18:00頃

4/25
（火）
11:30

旅行者
男性

北バスターミナル駅から乗車の際、後ろから激し 窃盗（スリ）
く押された。気がつくと、財布を窃取されていた。
犯人は乗車せずに逃走したと思われる。

メキシコ市トラルパン 在留邦人 スーパーで買い物を終了後、駐車場に戻り、荷物 窃盗（スリ）
区walmart駐車場
女性
をトランクに積んだ後、運転席でチップの準備をし
ていたところ、助手席側の窓ガラスを通りすがり
の中年の女性が窓をたたき、「後部タイヤから油
が垂れていますよ」と言ってきた。気になったので
ドアを半ドアにして後ろにまわり確認したところ、タ
イヤから油が滴り落ちていた。更に、その女性が
しゃがんで「これ油ですよね」と指でふき取って見
てきたため、同じようにしゃがんで油かどうかを確
認したところ、油であったため、お礼を言って運転
席に戻どったところドアが全開になっており、助手
席下に置いていたバックから財布が窃取されてい
たもの。

5/4
メキシコ市ミゲルイ 旅行者
(木)
ダルゴ区ルイス・バ 男性
14:00頃 ラガン邸

ルイスバラガン邸の見学のため、運転手の乗った
バスにパスポートの入ったバッグを置いていっ
た。見学終了後バスの停まっていた場所に同じグ
ループのほかのツーリストと戻るとバスが停まっ
ていなかった。グループをアテンドしていたガイド
が運転手に電話をすると、バスがレッカーで持っ
ていかれたと言う。
午後8時頃、運転手がバスごと4人組に連れ去ら
れた事実が発覚。運転手とバスはMexicoCuernavacaのLibreの路上で解放され。運転手は
暴行を受けた模様。
他にも携帯電話やカバンをバス内においていた
ため、結果として奪われた者が数名いたとのこ
と。

その他・窃盗
（ツアーバスが
バスごと奪われ
る）

5/4
(木)
夜間

メキシコ市地下鉄モ 旅行者
レロス駅
男性

5/11
（木）
夜間

キンタナロー州カン 在留邦人 セントロにあるWalmartの駐車場に車（レンタカー） 窃盗（車上狙
クン・セントロにある 男性
をとめ買い物に行き、車に戻るとトランクに入れて い）
walmart駐車場
いたパスポート、会社の携帯電話、メキシコ滞在
許可証などが入ったリュックがなくなっていた。特
に、車にめだった傷などは見られなかった。

5/22 メキシコ市ベニートフ 在留邦人
（月） アレス区インデペン 女性
18:00頃 デンシア地域サン・
ボルハ通り

地下鉄乗車中、所持品（携帯電話及び財布）を奪 強盗傷害
われ、かつ、左腕に４針の怪我を負った。犯人と
思われる男性１名は逃走。詳細不明

Benito Juarez区Independencia地域San Borja通り 強盗（刃物使
を友人と徒歩で地下鉄Nativitas駅に向かってい 用）
たところ、スクーター1台でやってきたメキシコ人男
性2名が停車して近寄ってきた。「携帯電話と財布
をよこせ」と言われ、メキシコ人男性の片方がナイ
フを所持していたのが見えたため
それぞれ携帯電話と財布（500ペソ前後と各種
カードが入っていた）を渡した。犯人はそのまま逃
走。身体に被害はなし。

5/26 メキシコ州トルーカ 在留邦人 セントロからトルーカで有名な活火山（ネバドデト 恐喝未遂
（金） 市セントロの住宅近 男性
ルーカ）が眺望できる場所を探していた。テアトロ
19:20頃 辺路上
から５分ほど歩いた山の中腹にカラフルな家々が
立ち並ぶ地域があり、そこから眺望できるのでは
と判断した。その地域は道幅が狭い生活道であ
り、ごみが散乱していた。坂道を上っていくと家族
と思える一団が彼らの家の前で夕食を取ってい
た。その家族の数人は興味があるような感じでこ
ちらを見ていた。家族構成は男性（65歳くらい）、
女性（45歳くらい）、及び子供（17歳、15歳、10歳、
5歳くらい）であった。軽く挨拶をして通り過ぎた
が、男性と17歳くらいの男の子が後をついて来
た。男性は「どこへ行く？どこから来た？マリファ
ナ吸う？」など話しかけてきたので、『山を見に行
く。煙草は体に良くない。』などと答えながら進ん
だが、しつこくついてくるので、元の道を引き返す
ことにした。しばらく歩くとその二人が自分を家の
壁際に抑え込み、後ろジーパンのポケットに手を
入れようとしたので、『NO』と強めに少し大きな声
で彼らの腕を振り払い、睨みつけると彼らは間を
置いた。一部始終を見ていた他の家族は加勢し
なかった。歩いてゆっくりとその場を離れたが、彼
らはしばらくこちらに向かい罵声を発していた。被
害はなかった。

5/27 メキシコ市クアウテ
（土） モック区セントロ地
16:20頃 区ソカロ広場

旅行者
男性

6/6
メキシコ市クアウテ
（火） モック区ロマノルテ
15:00頃 地域日本食材店

在留邦人 クアウテモック区ロマノルテ地区にある日本食材 強盗（けん銃使
男性
店において、店舗屋外の飲食スペースに２名の 用）
けん銃を所持した男性が同スペースにいた邦人
を含む従業員、来客から所持品（現金・携帯電話
等）を奪った。
状況を見ていた他の従業員が警報を鳴らしたとこ
ろ、犯人は逃走。
数分後に駆けつけた警察官に状況を伝え、約１
時間後に犯人２名は逮捕された。
身体に被害無し。

6/7
メキシコ市ミゲルイ
（水） ダルゴ区ポランコ地
20:00頃 区

6/9
（金）
18:00
～
6/10
（日）
20:00

メトロポリタン大聖堂付近を観光中、帽子の上か 窃盗（スリ）
ら水のような液体が落ちてきた。近くにいた女性
に汚れを指摘され、同行者が濡れた服を乾かし
た。その後大聖堂の中で腰にかけていたポーチ
のファスナーが開いていることに気がつき、中を
見ると旅券、現金等が入ったパスポート入れが窃
取されていたもの。

警備会社より、会社の事務所アラームが作動した 窃盗未遂（事務
との連絡を受け、事務所に急行し確認したとこ
所荒らし）
ろ、ドアがこじ開けられていた。アラームの作動に
驚いたのか、盗難被害は無かった。

シナロア州ロスモチ 在留邦人 帰宅したところ、自宅裏手のベランダの鍵が壊さ 窃盗（空き巣）
ス市自宅
男性
れており、自宅に置いていた旅券、パソコン、携
帯電話、現金のほか、バイク、テレビ等が窃取さ
れていた。

6/10 メキシコ市クアウテ 在留邦人 ラテンアメリカタワーからソカロ方面に知人と複数 窃盗（スリ）
（土） モック区セントロ地 男性
名で徒歩で移動していた。突然頭頂部に水のよう
15:00頃 区ラテンアメリカタ
なものがかかったが、直後に中年女性が頭を拭
ワーからソカロ広場
いてきた。約３０分後、気がつくと旨の前にかけて
付近
いたポーチのジッパーが開いており、中から財布
が窃取されていたもの。

6/10 メキシコ市クアウテ
（土） モック区セントロ地
16:00頃 区ソカロ広場付近

在留邦人 上記被害に遭った後、再度ソカロ広場から水をか 窃盗（スリ）
男性
けられた場所を通過し、車に戻ろうとした際、再度
ポーチのジッパーが開いていることに気がつい
た。確認すると、前述の被害に遭った後には所持
していたことを確認した携帯電話が窃取されてい
ることに気がついた。
被害発生場所付近は工事中で道幅が狭くなって
おり、また、人混みになっていた。

6/14
（水）
07:00

キンタナロー州カン 旅行者
クン発トゥルム行バ 男性
ス車内

バスの座席足下にカバンを置いていたところ、
窃盗（置き引き）
眠ってしまった。目が覚めたところ、旅券、現金等
在中のカバンが窃取されていた。

6/24
（土）
08:30

メキシコ市グスタボ・ 旅行者
ア・マデロ区メトロブ 女性
スIndios Verdes駅

混雑していたメトロブスに乗車しようとした際に、 窃盗（スリ）
後ろから押され腰にかけていたウェストポーチ（現
金等在中）を盗まれた。

6/24
(土)
18:30

メキシコ市クアウテ 旅行者
モック区地下鉄Pino 男性
Suarez駅

混雑していた地下鉄に乗車する際に後ろから押さ 窃盗（スリ）
れ、その瞬間に肩からかけていたカバン（現金等
在中）のプラスチックの装着部分を外されカバン
ごと盗まれた。

6/25
(日)
深夜

プエブラ州プエブラ 旅行者
市セントロ地区所在 女性
のナイトクラブ

ナイトクラブにて踊っている際、カバンをテーブル 窃盗（置き引き）
の上に置いたまま、順番でカバン管理していた
が、後ほど、カバンの中から旅券等在中のパス
ポートケースが盗まれていることに気付いた。

6/29
(木)
09:00

キンタナロー州カン 在留邦人 カンクン発コスメル行きのバスに乗り、コスメル到 窃盗（スリ及び
クン発コスメル行き 女性
着後確認したところ、旅券等在中のカバンが窃取 カード不正使
バス車内
されていることに気がついた。車内では居眠り等 用）
はしておらず、乗客も少なかったため、バスの乗
車前に背負っていたリュック内から窃取されたと
思われる。また、窃取された財布に入っていたク
レジットカードから不正使用の被害もあった。

6/30
(金)
16:30

メキシコ市クアウテ 旅行者
モック区セントロイス 男性
トリコ地区メルセー
市場

同所を散策していたところ、突然首を絞められ短 強盗傷害
時間気絶している間に現金等在中の所持品を奪
われた。

7/6
(木)
16:00

キンタナロー州トゥ 旅行者
ルム発カンクン行き 男性
バス車内

トゥルム発カンクン行きのバスに乗り、旅券等在 窃盗（置き引き）
中のカバンを足下に置いていた。プラジャデルカ 及び詐欺（カー
ルメンで一時停車した際に確認したところ、足下 ドの不正使用）
に置いていたカバンが窃取されていることに気付
いた。カードはすぐに利用停止措置を取ったが、
確認したところ、約５５万円分不正使用されてい
た。

7/14
(金)
20:00

コリマ州マンサニー 出張者
ジョ市Blvd. Costero 男性
Miguel de la Madrid
Hurtadoのショッピン
グモール

ショッピングモールの駐車場に車を停め、買い物 窃盗（車上ねら
をした後、約１０分後に来るも間に戻ると、後部座 い）
席の窓ガラスが割られ、車内に置いていた旅券
等在中のスーツケースが窃取されていた。

7/31 メキシコ州トルーカ 在留邦人 ショッピングセンターに車をとめ、レストランToksで 窃盗（車上狙
（月） 市Lermaのショッピン 男性
夕食。車に戻ると後部座席の窓ガラスが割られて い）
22:00頃 グモールSandero
おり、車内にあったPC2台と旅券が窃取されてい
Toluca駐車場
たもの。

8/5
(土)
15:00

メキシコ市クアウテ
モック区チャプルテ
ペック公園

旅行者
女性

一人でチャプルテペック公園を散策していたとこ 窃盗（ひったく
ろ、自転車に乗ったメキシコ人男性に話しかけら り）
れ、しばらく話しながら歩いていた。途中で段が
あったので、「降りるのを手伝ってあげる」と言わ
れ、被害者が自分の肩掛けカバンを渡したとこ
ろ、犯人はそのままカバンを持ち、自転車で逃走
した。カバンには旅券、携帯電話、滞在許可証等
が入っていた。

8月初旬 メキシコ市クアウテ 在留邦人 タクシー待ちをして歩道に立っていたところ、複数 窃盗（スリ）
夜間 モック区ローマ・スル 女性
のメキシコ人の若い男性がしばらくしつこく声をか
地区Av. Baja
けてきた。その際に現金・カード等在中の財布を
california及びCalle
盗まれた。
Tonalaの角付近
8/6
（日）
19:00

メキシコ市国際空港 在留邦人 空港のチェックインカウンターで地面に荷物を置
のチェックインカウン 女性
いていたところ、男性が近づいてきて、旅券等在
ター
中のカバンを奪い、走り去ったもの。

8/12
(土)
18:00

メキシコ市のソカロ 旅行者
広場周辺（マデロ通 男性
り沿い、Rep.Chile通
りとの交差点周辺）

8/18 メキシコ市メトロブ
（金） ス・ヌエボレオン駅
16:00頃

窃盗（置き引き）

マデロ通り沿いをメトロポリタンカテドラルに向
窃盗（スリ）
かって歩いていたところ、後ろから後頭部にツバ
をかけられ、同時に、汚れていると話しかけられ
た。そのすきにリュックサックに入れていた旅券や
現金入りの財布を抜き取られた。

在留邦人 メキシコ市メトロブス・ヌエボレオン駅から乗車し、 窃盗（スリ）
男性
２駅ほど通過したところで、ズボンの前ポケットに
入れていた携帯電話を窃取されたことに気がつ
いた。車内は混雑していた。

8/18 メキシコ市メトロブ
（金） ス・ヌエボレオン駅
17:30頃

在留邦人 メキシコ市メトロブス・ヌエボレオン駅から乗車し、 窃盗（スリ）
女性
１駅通過したところで、携帯電話を窃取されたこと
に気がついた。車内は混雑していた。

9/4
メキシコ市内
(月)
18:30頃

在留邦人 被害者が自宅マンションの敷地に入ろうとして扉 強盗（けん銃使
を開けた際、敷地外から犯人も入ってきた。自宅 用）
に上がる階段を上がっているところで、犯人から
けん銃をこめかみに突きつけられて脅され、財布
入りのバッグや鍵等の所持品を奪われた。身体
的被害はなし。

9/8
メキシコ市クアウテ 旅行者
(金)
モック区ゲレロ地区 男性
21:30頃 Pedro Moreno149

タクシーにて宿泊先に向かう途中、信号待ちにて 強盗（けん銃使
停車していたところ、前方からけん銃を所持した２ 用）
名組が近づいてきて金品を渡すように言われ、所
持品を強奪された。身体に危害はなかった（タク
シーの運転手は多少抵抗したため頭部を殴打さ
れ負傷した）。

9/28
（木）
19:00～
19:20

メキシコ市ミゲル・イ 在留邦人 被害者２名が車両で移動中（Rio San Joaquin通り 強盗（けん銃使
ダルゴ区Ampliación 女性
を南東方向に進行中）、渋滞して車両が身動きが 用）
Granada地区（Rio
取れない状況であった際、けん銃を所持した若い
San Joaquinを南東
男１名が運転手側の窓をノックし「窓を開けろ」と
方向に進行中、Rio
脅した。犯人は、被害者等から携帯電話・腕時計
San Joaquin通りと
等の貴金属、さらに車両の鍵を奪った。その後、
Moliere通りの交差
犯人は道端に鍵を捨てて逃走した。捨てられた鍵
点手前）
は、通行人が拾って被害者に返還した。

9/28
（木）
16:00～
17：00

メキシコ市ベニート・ 在留邦人 店内で飲食をしていた際、鞄の中から財布をすら 窃盗（スリ）
フアレス区サン・フア 女性
れた。その後盗まれた財布の中に入れてあった
ン地区所在のスター
銀行カードから、２度に渡り不正に現金約3,300ペ
バックス店内（Av.
ソが引き下ろされていた。
Revolución 780,
Mixcoac, San Juan,
Benito Juarez）

10/1 キンタナロー州カン 旅行者
（日） クン・セントロにある 女性
07:00頃 Hostel, Loft10

10/2
（月）
昼頃

宿泊先のホステルにて、レセプション横の空き室 窃盗（その他）
に貴重品を置き、施錠していた。しかし、ドアの鍵
がこじ開けられ、旅券、現金、カード等が窃取され
た。

キンタナロー州カン 在留邦人 ベンチに鞄を置き、シャワーを浴びて戻って来た 窃盗（置き引き）
クン所在のPlaya
男性
ところ鞄の中から携帯電話が盗まれていた。
Delfines（Kilometer
19.5, Blvd. Kukulcan,
Zona Hotelera）

10/2 メキシコ市アルバロ・ 在留邦人
(月)
オブレゴン区フロリ 男性
15:15頃 ダ地区（Calle
Ajusuco 3付近）

10/2
（月）
11:15

Banamex Las Aguilas支店（Avenida Gutierrez
強盗(けん銃使
Zamora 247, 01710 Alvaro Obregon）にて現金約 用)
10万8千ペソを引き出し、現金を入れたリュックを
車のトランクに入れ走行していた。
Barranca de muertoからからInsurgentes surに向
かって走行中、後部右側のタイヤがパンクしてい
ることに気づき、Calle Ajuscoに入ったところで車
を停車させた。タイヤ交換をしようと停車し、作業
を終えた際、男が近づき服の間からけん銃を見
せ、リュックを渡すように要求されて強奪された。
リュックには、現金の他、旅券・電子辞書・ＩＤカー
ド等が入っていた。犯人男性は４０歳以上で、アク
セントからしてメキシコ人ではなく南米人のようで
あった。

タマウリパス州レイノ 在留邦人 被害者が、工業団地内を車両で移動中、赤信号 強盗傷害（けん
サ市の工業団地内（ 男性
停車時に隣に急停車した車両から覆面をかぶり 銃使用）
Industrial del Norte,
けん銃を所持した男数名が降車し、被害者に車
Col del Nte, 88730
から降りるように要求された。被害者は逃げようと
Reynosa, Tamps.,
試みるも、犯人は威嚇のために１発発砲した。そ
Mexico）
の銃弾が車両に当たり、飛散した破片が被害者
に当たり、左足に軽傷を負った。その後、犯人等
の車両に追いつかれ、再びけん銃で脅され、被
害者は車両と所持品を強奪された。近隣地区で
は、本件以外にも車両強奪事件が複数発生して
いるとの情報もあった。

10/9 キンタナロー州カン 旅行者
（月） クン・ホテルゾーン・ 女性
14:00頃 ククルカンプラザ２階
レストラン

10/14 メキシコ市クアウテ
（土） モック区セントロ所
03:00頃 在のバー

ククルカンプラザ２階のレストランにて食事をして 窃盗（置き引き）
いたところ、お金を支払う際に、座席横に置いて
いたカバンが窃取されていることに気がついたも
の。カバンの中には、旅券、滞在許可証、クレジッ
トカード等が入っていた。

在留邦人 友人とBarにて飲食していた。週末であり、店内は 窃盗（スリ）
男性
混雑していたが、何者かにポケットを触られた気
がした。確認したところ、既にポケットに入れてい
たスマートフォンを窃取された後だった。

10/19
（木）
07:50

タマウリパス州レイノ 在留邦人 被害車両がイミグレを通過後、国道４０号線との 強盗（けん銃使
サ市の国境沿い
４名
合流地点に入り、工業団地方面の自動車道へ抜 用）
（グーグルマップ上、
けようとしたところ、路肩に停車駐のフルスモーク
26.1068447, をした犯人車両（Fordのピックアップ車と思われ
98.3576483の地点）
る）が突如車道に出て、進行を妨げるように停車
米国国境通過後、
した。その車両からマシンガン２丁、ピストル２丁
Puente Internacional
を所持した犯人４名が降車し、停車させられた車
Anzaldúasを通過し、
両２台（うち１台が邦人乗車車両、他１台は米国
国道40号線との合
人１名が乗った車両）に向かってきた。被害車両
流箇所（工業団地方
は、まだ距離があったため後方へ下がって逃れよ
面への合流箇所）
うとしたものの、マシンガンを向けられたため、直
ぐに降車して手を挙げ、抵抗の意思が無いことを
示して犯人の指示に従った。
その後、犯人等は被害車両２台の扉を開け、被
害者等のポケット等から所持品を奪い、被害車両
２台に乗り込み工業団地方面に逃走した。
また、被害時に、更に後方に一般車両があったも
のの、その車両は後方に移動したため難を逃れ
た。
被害に遭った邦人４名と米国人１名は、徒歩でイ
ミグレまで移動し、当局への救助要請をした。

10/21 メキシコ市クアウテ 旅行者
（土） モック区ロマノルテ 男性
04:00頃 地区オアハカ通り所
在ナイトクラブPOE
Speakeasy Roma入
り口前路上

被害者が友人と２人で飲みに行き、朝４時頃、ナ 強盗傷害
イトクラブを出て、徒歩で滞在先に帰ろうと、携帯
電話で地図をみていたところ、背後から男性２名
（と思われる犯人）が近づいてきて、１人が被害者
の手をはたいて携帯を奪い、もう１人が後ろから
被害者を押し倒した。倒された際、腕、手首など
に擦り傷、打撲をうけた。奪われた物は携帯電話
のみであった。

10/21 メキシコ市クアウテ
（土） モック区セントロ地
18:00頃 区ラテンアメリカタ
ワー入り口

ラテンアメリカタワーに入ろうとした際、入り口付 窃盗（スリ）
近にて頭の上から水のような液体を少量かけら
れ、近くにいたメキシコ人女性に頭をなでられた。
気がつくと、ショルダーバッグから旅券、現金等を
窃取されていた。

旅行者
女性

10/24 メキシコ州トルーカ 出張者
（火） 市ホテルHoliday Inn 男性
07:00頃 Express Hotel &
Suites内レストラン

ホテル内のレストランにて朝食中、席の椅子に旅 窃盗（置き引き）
券等在中のカバンを置き、その上にジャケットを
掛け、コーヒーを取りに行っている最中にジャケッ
トごとカバンを持ち去られた。

11/2 オアハカ州オアハカ 旅行者
（木） 市セントロ地区Café 女性
18:00頃 Brujula

友人と二人でオアハカ市内セントロの喫茶店に居 窃盗（置き引き）
た。ソファータイプの席に座っており、ソファの間
に肩掛けカバンを置いていたところ、友人がトイレ
に行っている間に写真を撮って欲しいと頼まれ、
また、メールアドレスも教えて欲しいと言われ、メ
キシコ人の携帯電話に入力する等対応している
隙に、カバンを窃取されたと思われる。

11/3 チアパス州シナタン 旅行者
（金） カン村レストラン
男性
14:00頃

チアパス州シナタンカン村のレストランComedor 窃盗（置き引き）
de Centroのテラス席にて休憩し、隣の席に肩掛
けカバンを置いたまま店を出てしまった。すぐに気
がついて店に戻ったが、カバンは窃取されてい
た。

11/7 ゲレロ州シワタネホ 在留邦人 ゲレロ州シワタネホ市にて、仕事のため数日間自 窃盗（空き巣）
（火） 市自宅
男性２名 宅を不在にし、戻ったところ、自宅前の門扉の鍵
12:40頃
及び自宅入り口の鍵が壊されていた。２階立ての
自宅の１階部分のキッチンの扉がすべて開けら
れ、また、１階部分の寝室２カ所（施錠していた）
が、バールのようなもので強引に開けられ部屋の
中が物色されていた。自宅内に貴重品は残して
いなかったが、日本円等を入れていた財布の中
身が出され、財布のみが窃取されていた。
11/7 メキシコ市トラルパン 在留邦人
（火） 区ミゲルイダルゴ第 男性
20:30頃 ４地区カフェ「Calle
Catro Cafeteria」

11/18 メキシコ市地下鉄
（金） Bellas Artes駅から
14:00頃 San Cosme駅間

カフェにて食事をしていたところ、客の２名がけん 強盗（けん銃使
銃を取り出し、居あわせた客訳１５人に対して所 用）
持品を渡すよう指示してきた。被害者は店内の奥
に居たため、とっさに財布等を隠し、たが、現金、
旅券等を奪われた。犯人らは客全員のテーブル
をまわって所持品を奪った後車で逃走した。客の
うち、ラップトップを拒んだ者がけん銃で殴られ負
傷した他、身体に危害はなかった。

在留邦人 地下鉄にてBellas Artes駅からSan Cosme駅に移 窃盗（スリ）
男性
動した後カバンに入れていた滞在許可証、現金
等在中の財布を窃取されていたことに気がつい
たもの。

11/18 メキシコ市ベニートフ 在留邦人
（金） アレス区メトロブス・ 女性
16:00頃 コロニア・デル・バ
ジェ駅

メトロブス・エチオピア駅からデルバジェ駅まで乗 窃盗（スリ）
車し、帰宅した後、リュックに入れていた現金、滞
在許可証等在中の財布を窃取されていたことに
気がついた。エチオピア駅は閑散としており不審
者の接触はなかったが、デルバジェ駅はサッカー
のサポーターにより非常に混雑していたため、混
雑した駅のホームで窃取されたと思われる。

11/19 メキシコ市ミゲルイ 在留邦人 徒歩にてオメロ通りとモリエレ通りを２名で移動
強盗（けん銃使
（日） ダルゴ区ポランコ地 男性
中、後方から男性１名がぶつかってきて、被害者 用）
18:30頃 区オメロ通りとモリエ
の前に立ち、時計を渡すように言ってきた。躊躇
レ通りの交差点
していたところ、けん銃を突きつけられたため、時
計を渡したところ、更に所持していたカバンも渡す
ように言われ、カバンの中から財布等を渡そうと
したが、カバンごと渡すように指示され、カバンご
と渡したところ、犯人はオメロ通りを走って逃走し
た。
11/28 メキシコ市アルバロ・ 在留邦人
（月） オブレゴン区アギラ 女性
21:30頃 ス地区Fujiyama 通り
56番地付近歩道上

被害者が、同所を徒歩で東方向に移動中、突然 強盗（けん銃使
背後から走ってきたメキシコ人男性２名に手持ち 用）
鞄とパソコンが入った鞄を強奪された。その際、
犯人１名はけん銃を所持していた。犯人等は、被
害者から所持品を強奪後、走ってきた方向と同じ
方向（西方向）に走って逃走した。なお、被害時、
付近は暗く人通りは少なかった。

12/5 ヌエボレオン州アポ 在留邦人
（火） ダカ市コンビニエン 男性
21:00頃 スストア駐車場
（Seven Eleven)Av.
ConcordiaとCarlos
Salinas de Gortari

水を買いに駐車場に車を置き、運転手と共に店 窃盗（車上狙
内に入り、２、３分後に車に戻ったところ、運転席 い）
側の窓ガラスが割られ座席下に置いていた旅券
等在中のカバンを窃取されていた。

12/11 メキシコ市ミゲルイ 旅行者
（月） ダルゴ区トレ・ブラン 女性
20:00頃 カ地区

インターネットカフェにてカウンターで店員と話して 強盗（けん銃使
いたところ、突然背後から２名組の男性が近づ
用）
き、カバンを奪おうとしてきた。振り向いたところ、
体にけん銃を突きつけられていたためこれに従
い、旅券、現金等在中のカバンを強奪されたも
の。居あわせた他の客も金品を強奪された。

12/17
（日）

メキシコ市メキシコシ 旅行者
ティ国際空港ターミ 男性
ナル２喫煙所

ターミナル２を出た喫煙所にてタバコを吸っている 窃盗（置き引き
際に、手持ち鞄（現金・旅券・財布等在中）を盗ま
れた。

12/21
（木）
19:00～
20：00

キンタナ・ロー州カン 旅行者
クン国際空港～
女性
Playa del Carmenへ
向かうバスADO内

空港からＡＤＯ社のバスでPlaya del Carmenに移 窃盗（置き引き
動中、バックパックを上の棚に置いていた。Playa
del Carmenに到着してバスから降りる際に、バッ
クパックがなくなっていることにきづいた。車中で
寝ている際に盗まれたと思われる。

12/21
（木）
19:00

メキシコ市地下鉄1
号線、3号線
Balderas駅付近

旅行者
男性

地下鉄に乗る際に、とても込み合っており、その
際にポケットに入れていたパスポートを盗まれ
た。

12/23
（土）
15:00

メキシコ市地下鉄2
号線Hidalgo駅付近

旅行者
男性

イダルゴ駅発ソカロ方面への電車に乗ろうとした 窃盗（スリ）
ところ、非常に混み合っており、背後から不自然
に押された。気がつくと、チェーンに繋いだ現金・
旅券等在中の財布を窃取されていたもの。

12/21
（木）
19:00

メキシコ市地下鉄2
号線Hidalgo駅付近

在留邦人 イダルゴ駅発ソカロ方面への電車に乗ろうとした 窃盗（スリ）
男性
ところ、非常に混み合っており、背後から不自然
に押された。気がつくと、上着ポケットに入れてい
た滞在許可証等在中の財布を窃取されていたも
の。

12/25
（月）
11:00

メキシコ市クアウテ 旅行者
モック区セントロイス 女性
トリコ地区F.I.Madero
通りCasa de los
Azulejos付近

窃盗（スリ）

セントロ地区のソカロ広場からF.I.Madero通りを徒 詐欺
歩で移動し、Casa de los Azulejos付近にて自称
米国人と名乗る男性より、「タクシーにジャケットを
忘れてしまい、所持金が無い。米国の親族よりお
金を送金してもらうので一時的にお金を貸して欲
しい」と言われ、約800米ドルを渡した。夜になって
から不審に思い、大使館のホームページを確認し
たところ、非常に酷似した被害に遭ったことに気
がついた。犯人は白人系の男性で頭髪が薄かっ
た。

12/28
（木）
不明

メキシコ市内詳細不 旅行者
明
女性

友人と観光していたところ、シカゴから来ていると 詐欺
いう白人弁護士を名乗る人に声を掛けられた。
「財布をなくし困っている。妻に公衆電話で電話を
し送金手続きを取って貰い銀行へ行ってみたが
送金手続きに24時間かかるということで明日の裁
判に間に合うよう飛行機が取れない。スペイン語
も思うように話せなず大変困っている」と言われ
た。
現金で助けてもらえないかということになり、自分
のクレジットカードで引き出しの限度額7000ペソ、
現金で持っていた1000ペソ、100ドルを貸してあげ
た。友人がタクシーを呼び空港まで行ってくれるよ
う頼んで送り出した。別れ間際に返済のため自分
たちのメールアドレス、銀行の口座詳細を書いて
渡したが相手の連絡先等貰っていないことに後
から気がついた。
1日経っているが何も連絡がないことから詐欺に
あったのではないかと思い、大使館の2014年1月
14日付の注意書きに北部バスターミナル弁護士
詐欺の件が載っているのを見つけ酷似していると
思った。

12/29
（木）
13:00

メキシコ市クアウテ 旅行者
モック区革命記念広 男性
場周辺

自称米国人と名乗る男性から、英語ができるかと 詐欺
話しかけられた。男性は、「パスポートをタクシー
に忘れ、すぐにシカゴに帰らないといけないが、
空港行く金とチケット代が必要」と言ってきたた
め、怪しいところは多々あるが、飛行機の時間が
迫っていることもあり、困っているようなので所持
していた5,000ペソを渡したが、大使館ＨＰ掲載の
被害例と酷似していることに気がついた。身なり
の特徴としては、綺麗なビジネンマンの大柄男
性、自称ハーバード卒弁護士であり、40歳から50
歳ほどであった。

12/29 メキシコ市クアウテ 在留邦人 友人と２名で歩行中、急に後ろから首を絞めら
強盗傷害
（木） モック区ラ・メルセー 男性２名 れ、足を複数人(4・5人)に抑えられ、抵抗したが力
17:00頃 市場付近
が強く気絶し路上で倒れた。数分の出来事で複
数人による犯行と思われた。
意識が戻った時にはポケットに入っていたスマー
トフォン、財布を窃取されていた。所持していた
リュックは無事であった。

