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
（２０１８年１月１日～）
被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
1/2
グアナファト州レ 在留邦人 会社の従業員が出社時した際、事務所のガ
窃盗（事務所
（火） オン市サンイシド 男性
レージが半開きとなっており、中にあった
荒し）
09:30頃 ロ地域(事務所)
ヒーター1台、プリンター1台、社用車のスペ
アーキーが無盗まれていた。会社は12/30か
ら1/1まで休みであり、シャッターを下から
こじ開けられた模様。警察には被害届を提出
したが、その後連絡なし。
1/2
メキシコ市ミゲル 在留邦人
（火） イダルゴ区エスカ 女性
21:00頃 ンドン地域プログ
レソ通りとパトリ
オティスモ通りの
交差点付近

赤信号で停車中、突然けん銃を持った犯人に 強盗（けん銃
銃で窓を叩かれ、現金を渡すように指示され 使用）運転中
た。現金を渡したところ、更に携帯電話も渡
すよう指示されたため、これに従った。犯人
は徒歩で逃走した。

1/3
ヌエボレオン州モ 在留邦人 2日夜、アパートの指定駐車場に駐車し、3日 窃盗（自動車
（水） ンテレイ市自宅
男性
朝に出勤のため駐車場に向かったが、車が盗 盗）
06:00頃
まれていた。警察に通報したところ、車は発
見、返還された。
1/4
オアハカ州オアハ 旅行者
（木） カ市セントロ周辺 男性
17:00頃 路上

セントロ周辺の市場で飲食後、川の付近の路 窃盗（仮睡者
上で眠ってしまった。目が覚めたところ、旅 ねらい）路上
券、現金、携帯電話等を窃取されていたも
の。

1/9
グアナファト州セ 在留邦人
（火） ラヤ市（コンビニ 男性
20:00頃 エンスストアの駐
車場）

コンビニエンスストア（Circle K：
窃盗（車上狙
Libramiento Nororiente 通り477番地)の駐 い）市街
車場に車を停め店内で買い物をしていたとこ
ろ、運転席の鍵を解錠され、トランクに入れ
ていた旅券、現金等の入ったカバンを窃取さ
れた。

1/10 グアナファト州サ 在留邦人 自宅１階でテレビを観ていたところ、裏庭で 強盗（武器な
（水） ラマンカ市（自
男性
物音がした為、様子を見に行ったところ、庭 し）住居侵入
00:30頃 宅）
にいる中年男性１名（犯人）と鉢合わせた。
スペイン語で何か言われたが理解できず、犯
人に身振り手振りで室内に入るよう指示され
た為部屋に入り、その後も動くな、２階に上
がれ、引き出しを開けろ等指示され、それに
従った。その間、家を物色され現金、カー
ド、パソコン、携帯電話、カメラ等を窃取さ
れた。２階寝室にて待機するよう指示され、
その間に犯人は逃走した模様。

被害
日時
1/12
(金)
夕刻

被害場所

被害者

メキシコ市ベニー 旅行者
ト・フアレス国際 男性
空港ターミナル２
アエロメヒコカウ
ンター

1/12 ケレタロ州ケレタ 出張者
(金) ロ市ミレニオⅢ地 男性
21:00頃 域（スーパーマー
ケットの駐車場）

被害状況

備考

トランジットのため空港で一旦入国手続き
窃盗（その
し、T2のアエロメヒコのカウンターで搭乗手 他）空港
続きをした。預け荷物は一切なく手荷物だけ
であったが、カウンターで発券の際に、財布
入りのポシェットとリュックなどをカウン
ター横の預け荷物の重量を量る場所に置いて
手続きをしていた。アエロメヒコ職員はおそ
らくそれを預け荷物と勘違いし、預け荷物の
シールを貼ってベルトコンベアに乗せてし
まったので、慌てて手荷物であることを説明
するも、荷物が戻ってくるまでに30分ほどか
かった。荷物を返してもらいポシェットの中
を確認すると財布だけが盗まれていた。
スペラマ（スーパーマーケット）に駐車し、 窃盗（車上狙
買い物をして車に戻ったところ、運転手席側 い）市街
後方の窓ガラスを割られ、車内に置いていた
旅券、パソコン等在中のカバンを盗まれた。

1/17 グアナファト州レ 在留邦人 事務所前に駐車してあった社用車が盗まれて 窃盗（自動車
（火） オン市サンイシド 男性
いた。その時、従業員が事務所内にいたが気 盗）
13:30 ロ地域(事務所)
づかなかった。警察には連絡済み。防犯カメ
ラの映像も提出済み。

1/23 メキシコ市内
（火）

在留邦人 A社職員が代々引き継いで使っている携帯電 詐欺未遂
男性
話に55-4742-4373の番号から電話があり
「HSBCであるが、○○さんはいるか。○○さ
んの口座が凍結されているので、解除する必
要がある」等言われた。○○というのは、そ
の携帯電話を過去に使用していた者の氏名で
あったため、既にいないと答えて電話を切っ
た。不審に思ったことから、HSBCに直接電話
して事実を確認したところ、その様な事実は
ないことが判明した。

1/24 メキシコ市内
（水）

在留邦人 B社職員が代々引き継いで使っている携帯電 詐欺未遂
男性
話に55-4742-4373の番号から電話があり
「HSBCであるが、○○さんはいるか」と入電
があった。○○というのは、その携帯電話を
過去に使用していた者の氏名であったため、
既にいないと答えて電話を切った。不審に
思ったことからネットで上記番号を検索した
ところ、複数の書き込みがあり「銀行員を
装った詐欺電話で、口座が凍結された等と述
べて、口座情報を引き出そうとする」といっ
た手口であった。

1/28 メキシコ市地下鉄 在留邦人 地下鉄乗車時、後方からメキシコ人男性がぶ 窃盗（スリ）
（日） イダルゴ駅
女性
つかってきた。肩にかけていたカバンを確認 地下鉄利用
したところ、携帯電話を盗まれていた。

被害
被害場所
被害状況
被害者
日時
1/28 ヌエボレオン州モ 在留邦人 バーで飲食後、流しのタクシーに乗ってホテ
（日） ンテレイ市
男性２名 ルに戻ろうとしたところ、タクシーが停車、
00:00頃 Terminal地区
周囲を４～５名の男性に囲まれ、タクシーか
ら引きずり下ろされた。スタンガンで攻撃さ
れたのち、暴行を受け、所持品を強奪され
た。

備考
強盗傷害（ス
タンガン使
用）タクシー
利用

2/3
メキシコ市ミクロ 在留邦人
（土） ブス車内
男性
20:00頃 （Miramontesの
Walmart付近）

タスケーニャからソチミルコ行きのミクロに 強盗（けん銃
乗車していたところ、MiramontesのWalmart 使用）運転中
付近にて車の前後からナイフとけん銃を持っ
た男性が乗り込んできて乗客から所持品を奪
いだしたため、所持していた現金と財布を渡
した。犯人らは逃走、被害者に怪我はなし。

2/15 キンタナロー州カ 旅行者
（木） ンクンセントロ周 男性
04:00頃 辺

ダウンタウンに飲みに行き、宿泊先のMayan 強盗（けん銃
Monkey hostelに戻るためにバスに乗った
使用）タク
が、降車する場所を間違ってしまい、そこか シー利用
らタクシーを拾い乗車した。（助手席に乗せ
られた）タクシーは全く違う道を通り、林の
ような場所を通っていたので怪しいと思い、
下してもらうように言った。暗くて見えな
かったが、最初から後部座席に男が2人乗っ
ており、その2人に後ろから抑え込まれ、頭
に何か硬いもの（恐らくピストル）をつきつ
けられ、所持していたバッグを強奪された。

2/23 キンタナロー州コ 旅行者
（金） スメル島ビーチ
男性
12:00頃

コスメル島のビーチで泳いでいたところ、駐
車していた友人のバイクに中年男性が近づい
てきて、バイクに置いていたバックパックを
盗み、バイクに乗って逃走した。
3/1
ケレタロ州ケレタ 在留邦人 薬局・Farmacias del Ahorro の駐車場に車
（木） ロ市フリキージャ 男性
を停め店内で買い物をしていたところ、車の
20：00頃 地域（薬局の駐車
鍵穴を壊され、車内に置いていた旅券、パソ
場）
コン等在中のカバンを盗まれた。

窃盗（置き引
き）

3/2
キンタナロー州カ 旅行者
（金） ンクン発トゥルム 男性
05:00頃 行きバス車内

窃盗（置き引
き）バス利用

3/3
メキシコ市地下鉄 旅行者
（土） １号線Balderas駅 男性
15:00頃 からInsurgentes
駅までの車内
3/4
メキシコ市クアウ 旅行者
（日） テモック区タバカ 男性
00:00頃 レラ地区

バスに乗り、トゥルムに到着した際、足下に
おいていたバックから貴重品が盗まれてい
た。居眠りしていた間に被害に遭ったものと
思料される。
地下鉄に乗った際、非常に混雑しており、後
方から押された。気がつくとポケットに入れ
ていた旅券と財布を盗まれていた。

窃盗（車上狙
い）市街

窃盗（スリ）
地下鉄利用

タバカレラ地区周辺で宿に帰るために流しの 強盗（昏睡強
タクシーに乗車したところ、運転手に自分の 盗）タクシー
誕生日を一緒に祝って欲しいと言われ、お酒 利用
と炭酸飲料を割った飲み物を渡されたので、
それを飲んだ。意識を失ってしまい、気が付
くと見知らぬ場所の路上で朝になっており、
旅券、現金、カード等を入れたカバンが奪わ
れていた。

被害
被害場所
被害者
日時
3/6
グアナファト州シ 在留邦人
（火） ラオ市（レストラ 男性
19:00～ ンの駐車場）
20:10

被害状況

タコスレストラン・ミンチョの駐車場に車を
停め店内で食事をして車に戻ったところ、降
車時に閉めていた窓４つが半分ずつ開いた状
態になっていた。貴重品やカバンは持ち歩い
ていたため物的被害はなし、車も破損等はな
かった。
3/7
グアナファト州レ 出張者
韓国レストラン・アリランのテラス席で食事
（水） オン市（レストラ 男性
をしていたため、カバン計７つを店に入って
21:00頃 ン内）
すぐの階段付近に置いていたところ、気がつ
いたら自分のカバンがなくなっていた。カバ
ンの中には財布、旅券、パソコン、車の鍵、
ｉＰａｄ等が入っており、クレジットカード
も不正利用されていた。カバンは店内誰でも
通れる場所にあり、食事中は物売りなどの出
入りもあった。
3/9
グアナファト州イ 在留邦人 同地域を走行中、路上に巨大な障害物が置か
（金） ラプアト市ウコピ 男性
れ、邦人が乗車する車両の他、数台が拳銃を
06:30頃 地域（幹線道路４
持った犯人に強制的に停車・降車させられ
５Ｄ沿い）
た。被害者の車両に犯人が乗り込もうとした
ことから、車両が奪われると思い、車両を急
発進させ現場から離脱することができたた
め、未遂に終わった。

備考
窃盗未遂（車
上狙い）市街

窃盗（置き引
き）店内

強盗未遂（け
ん銃使用）運
転中

3/9
グアナファト州レ 在留邦人
（金） オン市アシエンダ 男性
20:00頃 サンタフェ地域
（コンビニエンス
ストアの駐車場）

コンビニエンスストア・ＯＸＸＯに駐車して 窃盗（車上狙
いたところ、後部座席の窓ガラスを割られ、 い）市街
後部座席の足元に置いていた旅券等の在中の
カバンを盗まれた。

3/17 メキシコ市国際空 旅行者
（土） 港～成田空港
男性

メキシコ市国際空港で預け入れした荷物の中 窃盗（その
から金品が盗まれたことを、日本に到着後に 他）空港
気付いた。

3/22 キンタナロー州
旅行者
(木) トゥルム近くのレ 男性
14:30頃 ストランOscar &
Lalo(Carretera
Federal 307)内

昼食をとっていたところ、座席に置いていた 窃盗（置き引
カバンが盗まれていた。
き）店内

3/22 キンタナロー州カ 旅行者
(木) ンクン・ホテル
男性
22:00頃 ゾーンのレストラ
ンMarinero's

背後にあるカバン置きに旅券等在中のカバン 窃盗（置き引
を置いてグループで夕食を取りはじめ、約10 き）店内
分後に振り返ったところ、同カバンが盗まれ
ていた。

3/27 メキシコ州トルー 旅行者
(火) カ市Av. Carranza 男性
21:30頃 沿いレストラン

夕食を取るため車を路上駐車してレストラン 窃盗（車上狙
に入った。食事後車に戻ると、運転席側後部 い）市街
座席の窓が割られていて、車内にあった
リュックサック等が盗まれていた。車両は
ハッチバックモデルで、ハッチバック部分が
ガラスになっており、その下に荷物を置いて
いた。

4/5
グアナファト州サ 出張者
（木） ラマンカ市エルモ 男性
13:00頃 ンテ地域（スー
パーマーケットの
駐車場）

ＷＡＬＭＡＲＴに駐車し店内で買い物をして 窃盗（車上狙
いたところ、後部座席の窓ガラスが割られ、 い）市街
後部座席に置いていた旅券、パソコン、現金
等の在中のカバンが盗まれた。

被害
被害場所
被害者
日時
4/8
グアナファト州イ 出張者
(日) ラプアト市サンタ 男性
22:30頃 フリア地域（路
上）

被害状況

備考

イラプアトのバスターミナルから徒歩で帰宅 強盗傷害（武
中、酔っ払いに絡まれ金品を要求された。無 器なし）歩行
視して歩き続けたところ、顔面を殴られ歯が 中
欠ける怪我を負った。走って自宅まで逃げて
難を逃れた。

4/10 アグアスカリエン 在留邦人
(火) テス州アグアスカ 女性
17:00頃 リエンテス市内ブ
ルガスパンダス地
域（HEB前交差
点）

交差点にて邦人の運転する車両が警察バイク 交通事故
と接触する事故が発生（けが人無し）。
警察バイクは緊急出動中で、赤信号の交差点
を通過するところであったが、邦人車両の側
面に別車両がありバイクを目視できず、その
まま直進してしまい警察バイクと接触。
現場検証のため到着した警察官数名に取り囲
まれ、邦人はほぼ無理矢理、事故承諾書の様
な書類にサインをさせられた。

4/11 ヌエボ・レオン州 在留邦人
(水) グアダルーペ市内 男性
11:00頃 Eloy Cabazos通り
にあるコンビニ駐
車場

コンビニの駐車場に車を停め、約３分ほど買 窃盗（車上狙
い物をして戻ったところ、車内後部座席に置 い）市街
いていた現金等在中のカバンが盗まれてい
た。

4/13 グアナファト州ア 日系企業 会社の守衛の携帯電話に人事マネージャーを 詐欺未遂
(金) バソロ市
名乗る者から、交通事故に遭い事故の相手が
01:00頃
重傷の為、至急車の保険証書が必要だから事
務所へ行って探して欲しい旨の連絡が入っ
た。また、事務所の机の引き出しの鍵を壊し
て開け、金庫も探すよう指示され、それに
従った。そこで別の従業員が人事マネー
ジャーの携帯に電話をかけたところ、本人と
連絡が取れ、事故の事実はないことが確認で
きたため、電話の相手にマネージャー本人で
はないことがわかった旨伝えたところ、一方
的に電話を切られた。相手が会社の詳細や従
業員の名前等を知っていたため、守衛は人事
マネージャー本人が電話していると思い込ん
でしまった。
4/17 グアナファト州レ 在留邦人 運転手がスーパーマーケット・Chedrauiの駐 窃盗（車上狙
(火) オン市サンセバス 男性2名 車場に車を停めトイレに行っていたところ、 い）市街
11:30頃 ティアン地域
後部座席に置いていたカバン2つが盗まれ
（スーパーマー
た。車に損壊がないことから施錠をし忘れた
ケットの駐車場）
可能性が高い。カバンの中には旅券、鍵、免
許証、財布等が入っていたが、旅券はその後
メキシコ人より拾ったという連絡があり、返
還された。
4/22 グアナファト州イ 在留邦人
(日) ラプアト市ブーガ 男性
10:30頃 ンビリアス地域
（コンビニエンス
ストアの駐車場）

コンビニエンスストア・ＯＸＸＯのレジで支 強盗（けん銃
払いをしようとしたところ、二人組の男性が 使用）店内
店内に押し入り、拳銃を突き付け脅した。一
人が邦人男性の財布を奪い、もう一人がレジ
の現金を強奪したのち、二人組はバイクに乗
り逃げ去った。

4/18 メキシコ市地下鉄 旅行者
(水) Balderas駅
男性
時刻不明

地下鉄Balderas駅にて、所持していたバック 窃盗（スリ）
のファスナーが開いていることに気がつき、 地下鉄利用
確認したところ、旅券が盗まれていた。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
4/28 メキシコ市シェラ 出張者
ホテルロビー近くのソファーに同僚２名と
窃盗（置き引
(土) トン・マリア・イ 男性
座っていた。そして同僚の横に旅券等在中の き）ホテル
09:00頃 サベル・ホテル
カバンを置いて一時離席して戻ってきたとこ
ろ、カバンが盗まれていた。
4/28 メキシコ市地下鉄 旅行者
(土) Socalo駅からPino 男性
11:00頃 Suarez駅

地下鉄に乗車していたところ、肩から掛けて 窃盗（スリ）
いたカバンのファスナー付きポケットから旅 地下鉄利用
券、現金等が盗まれていた。

5/3
(木)
07:45～
11:00の
間

キンタナロー州
旅行者
Chiquilaからカン 女性
クンの間のバス車
内

長距離バスにて移動中、車内で眠ってしまっ 窃盗（置き引
た。その間に足下に置いていたバックの中か き）バス利用
ら金品が盗まれていた。

5/8
グアナファト州セ 出張者
(火) ラヤ市（日系企業 男性
14:00頃 の駐車場）

駐車場に車を停め入門手続をしていたとこ
窃盗（車上狙
ろ、車内に置いていた旅券、パソコン等在中 い）市街
のカバンを盗まれた。

5/23 サンルイスポトシ 在留邦人 コンビニエンスストア・ＯＸＸに車を停め店 窃盗（車上狙
(水) 州サンルイスポト 女性
内で買い物をしていたところ、車内に置いて い）市街
14:00頃 シ市オビスパド地
いた旅券等在中のカバンを盗まれた。
域（コンビニエン
スストアの駐車
場）
5/30 グアナファト州イ 在留邦人 Mariano J Garcia通りとIndependencia通り 強盗（武器使
(木) ラプアト市（交差 女性
の交差点で信号待ちをしていたところ、犯人 用）運転中
19:15頃 点）
に工具のようなもので助手席側の窓ガラスを
割られ、席に置いていた旅券等在中のカバン
を奪われた。犯人は共犯者が運転するバイク
に乗り逃げ去った。
6/5
グアナファト州レ 在留邦人
(火) オン市ハルディネ 男性
10:00頃 スデへレス地域
（銀行の駐車場）

6/6
グアナファト州レ 出張者
(水) オン市アグアスカ 男性
14:30頃 リエンテス方面－
レオン有料道路
（休憩所の駐車
場）

セントロマックス横のＨＳＢＣ銀行でお金を
下ろし車に戻ろうとしたところ、後ろからナ
イフを持った二人組にお金を渡すよう脅され
た。騒ぎを聞きつけ周辺のホテルや店から人
が出てきたため犯人らは逃走し、未遂に終
わった。
レオン市に入る手前の有料道路の休憩所に車
を停めトイレに行って戻ったところ、鍵穴を
壊され車内に置いていた旅券、パソコン等在
中のカバンが盗まれた。

強盗未遂（刃
物使用）歩行
中

窃盗（車上狙
い）その他

被害
被害場所
被害者
日時
6/9
メキシコ市クアウ 在留邦人
(土) テモック区パセ
女性
17:00頃 オ・デ・ラ・レ
フォルマ通りとリ
オ・グウアルダナ
通りの交差点

被害状況

備考

邦人女性が、自称シカゴ出身の米国人と名乗 詐欺未遂
る黒人男性に「自分は英語しか話せないが、
メキシコ人は英語が話せないから助けてくれ
ないか。カンクンにシカゴから持ってきた荷
物が置き去りになり、そこに所持金等すべて
が入っていた。荷物を取りに戻りたいので、
カンクンまでのバス代を貸して欲しい。」と
話しかけてきた。邦人女性が同男性に対して
身分証明書を提示するよう求めたところ、所
持していないと主張してきた。身分証明書を
所持せずにどうやってメキシコ市までたどり
着いたのか経緯を問い詰めたが当該男性は譲
らず、「一緒に銀行へ行って欲しい、自分の
時計を担保として渡すのでお金を貸して欲し
い、帰国後すぐに返金する」等様々な主張を
してきた。当該男性は、メキシコは初めてで
あり何も分からないと主張していたが、一文
無しであるにも関わらず地下鉄を利用して移
動していること、長距離バスでメキシコ国内
を移動していること等主張に不自然な点が見
受けられたため、女性は身の安全も考え、
「お金を自宅に取りに行くので待っているよ
うに」と伝えた後その場を離れた。同男性の
特徴は、身長170cm程度、大柄、ほぼスキン
ヘッド、紺色のスーツを着た黒人男性であっ
た。

6/9
メキシコ市クアウ 在留邦人
(土) テモック区パセ
女性
17:00頃 オ・デ・ラ・レ
フォルマ通りとリ
オ・グウアルダナ
通りの交差点

上記と同場所にて、同一の人物と思われる犯 詐欺未遂
人による詐欺未遂被害に遭った。同種の手口
であり、同場所にて集中的に同様の犯行に及
んでいたと思われる。

6/9
サンルイスポトシ 在留邦人
(土) 州サンルイスポト 男性
21:00頃 シ市アベニーダ地
域（路上）

徒歩で帰宅中、警察官の格好をした４人組に 強盗傷害（け
拳銃を突き付けられ金品を要求された。抵抗 ん銃使用）歩
せず両手を上げたところ、股間部を２度蹴ら 行中
れ、顔面を殴られポケット内の財布、携帯電
話、iＰad 等を奪われた。

6/10 メキシコ市国際空 在留邦人 メキシコ市国際空港にて、白人男性より上記 詐欺未遂
(日) 港ターミナル１屋 男性
2件の詐欺（6/9(土)メキシコ市で発生した詐
14:00頃 外出口付近
欺未遂事案）と同様の手口によって金銭を求
められた。「貧乏でありお金を持っていな
い」と回答したところ、男性は立ち去った。
危害は加えられなかった。
6/14 グアナファト州レ 在留邦人
(木) オン市プントベル 男性
23:00頃 デ地域（コンビニ
エンスストアの駐
車場）

Natura居住区近くのコンビニエンスストア・ 窃盗（車上狙
ＯＸＸＯに車を停め店内で買い物をしていた い）市街
ところ、運転手席側後部座席の窓ガラスが割
られ車内に置いていた旅券、パソコン等在中
のカバンを盗まれた。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
6/15 メキシコ市地下鉄 在留邦人 首から財布（現金1000ペソ、銀行カード2
窃盗（スリ）
(金) Hidalgo駅～
男性
枚、メキシコ滞在許可証在中）を入れたポー 地下鉄利用
20:00頃 Allende駅の間
チを掛けていて、Allende駅で降りたとこ
ろ、ポーチのファスナーが開けられており、
中の財布が盗まれたことに気付いた。
6/24 メキシコ市トラル 在留邦人 11:30から17:30までの間遊園地に滞在し、車 窃盗（車上狙
(日) パン区遊園地Six 男性
に戻ったところ、トランクに入れていたカバ い）その他
17:30頃 Flags
ンが盗まれていた。ドアの鍵穴が壊されてい
たため、ドアをこじ開けてからトランクを開
け、カバンを盗んだものと思料される。
6/29 グアナファト州セ 在留邦人
(金) ラヤ市ラカピー
男性
19:30頃 ジャ地域（リ
キュールショッ
プ）

リキュールショップ・La Cavita 店内で買い 強盗（けん銃
物をしていたところ、けん銃を所持した男2 使用）店内
名が店員を含め計6名を店の奥の部屋に誘導
し、後ろを向いて両手を挙げるよう脅し、ボ
ディチェックを始めた。被害者はカバンを物
色され、財布に入っていた計４千ペソを奪わ
れた。その後犯人らは5分間は動くなと言
い、部屋の電気を消しドアを外側から閉め、
逃走した模様。

6/30 グアナファト州シ 日系企業 何者かが製造課長の名前を名乗り守衛を通過 窃盗（事務所
(土) ラオ市プエルトイ
し、施錠された事務所をバールでこじ開け侵 荒し）
04:10頃 ンテリオール地域
入し、金庫とサイドケースを物色した。サイ
（日系企業）
ドケースは破損、金庫はこじ開けようとした
際の傷が残っていたが、盗まれた物はなし。
7/3
(火)
22:30～
23:00

アグアスカリエン 出張者
テス州アグアスカ 男性
リエンテス市バリ
オデエンシノ地域
（レストランの駐
車場）

駐車場に車を停めレストラン・Rincon Maya 窃盗（車上狙
で食事をしていたところ、運転席側後部座席 い）市街
の窓ガラスを割られ、車内に置いていた旅
券、パソコン等在中のカバンを盗まれた。

7/4
グアナファト州レ 出張者
(水) オン市ラカルモナ 男性
21:00頃 地域（ショッピン
グモールの駐車
場）

ショッピングモール・Plaza Obelisco向かい 強盗傷害（刃
の銀行からケンタッキーへ歩いていたとこ
物使用）歩行
ろ、二人組の強盗にいきなりナイフで脚の付 中
け根を刺され、持っていた旅券、携帯電話等
在中のカバンを奪われた。
出血はしたものの，本人の命には別状無し。

7/5
(水)
1:00～
3:00

グアナファト州サ 在留邦人 外出中に窓から侵入されテレビ、電子レン
窃盗（空き
ラマンカ市ハル
男性
ジ、ゴルフバッグ、財布等を盗まれた。居住 巣）
ディネスデルカン
区の防犯カメラに犯人のものらしき車両が
トリー地域（自
映っていた。
宅）

7/5
(水)
7:30～
18:30

グアナファト州イ 在留邦人 帰宅したところ、旅券、テレビ、パソコン、 窃盗（空き
ラプアト市サンア 男性
その他電子機器、スーツケース等盗まれてい 巣）
ントニオデアヤラ
ることに気がついた。家の裏の窓を壊され、
地域（自宅）
侵入された模様。

被害
被害場所
被害者
日時
7/5
グアナファト州レ 在留邦人
(水) オン市エルドラー 女性
21:00～ ド地域（自宅）
22:00
7/7
(土)
不明

被害状況

備考

帰宅したところ、台所の窓が割られているこ 窃盗（空き
とに気がついた。犯人は家の裏のフェンスを 巣）
壊し塀を乗り越えて裏庭に侵入した模様。被
害品はパソコン、ｉＰａｄ、時計等。

グアナファト州レ 在留邦人 知らない間にデビットカードが盗まれていて スキミング被
オン市サンタフリ 女性
スキミングに遭い現金が引き出されていた。 害
ア地域
銀行からメール通知があり気付いて停止手続
きを行った。

7/12 ユカタン州バヤド 旅行者
(木) リド市Zentik
女性
16:00頃 Boutiqueホテルの
レストラン

ホテル内にあるレストランで食事を終え、タ 窃盗（置き引
クシーを待っている間に置き引き被害にあっ き）ホテル
たものと思料。被害品は小さい斜め掛けバッ
グ（旅券、クレジットカード等在中）。一緒
に旅行中の外国人の友人も被害に遭い、旅
券、クレジットカード等在中のバックを盗ま
れた。被害者友人のクレジットカードでは不
正使用が確認された。

7/13 メキシコ州ナウカ 在留邦人
(木) ルパンデフアレス 男性
12:00頃 市ショッピングセ
ンターGran
Terraza付近の道
路

ショッピングセンター内の銀行にて預金を引 強盗（けん銃
き出し、車に乗って駐車場を出た後、大通り 使用）運転中
手前の渋滞で停車していたところ、運転席に
近づいてきたけん銃所持の男に所持品を渡す
よう脅され、旅券、滞在許可証、クレジット
カード、現金約4500ペソ在中のカバンと腕時
計を奪われた。被害者に怪我はなく、犯人
は、近くで待機していた共犯者と思われる者
のバイクに同乗し逃走した。

7/13 グアナファト州セ 在留邦人
(木) ラヤ市（コンビニ 男性
20:30頃 エンスストアの駐
車場）

市内東部（アパセオエルグランデ方面）４５ 窃盗（車上狙
号線沿いのガソリンスタンド併設のコンビニ い）市街
エンスストア・ＯＸＸＯに駐車し、店内で買
い物をしていたところ、鍵を壊されトランク
に置いていたスーツケース４つを盗まれた。

7/17 メキシコ市ベニー 旅行者
(木) トフアレス区アラ 女性
22:30頃 モス地区（路上）

メキシコ人の友人（男性）と歩いていたとこ 強盗（けん銃
ろ、背後より近付いてきた2人組の男にけん 使用）歩行中
銃を頭に突きつけられ所持品を渡すよう脅さ
れた。犯人は現金2000ペソが入った財布、iphone、 Androidの携帯電話、充電器等在中
のバッグを奪い逃走。犯人の一人は15～16歳
の若者、もう一人は40代と思われ帽子をか
ぶっていた。被害場所付近の通りにはバーな
どあるが、少し薄暗い状況であった。

7/20
(金)
22:00～
23:30

グアナファト州レ 在留邦人 生演奏が聞けるバー正面の路上駐車スペース 窃盗（車上狙
オン市ヴィジャ・ 男性
に駐車していたところ，後部座席右側の窓ガ い）市街
デル・フンカル地
ラスが割られていた。車内には何も置いてい
域
なかったため，被害は窓ガラスのみ。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
7/23 グアナファト州イ 在留邦人 Mariano J Garcia通りと Mariano Abasolo通 強盗（武器使
(月) ラプアト市（交差 男性
りの交差点で信号待ちをしていたところ、バ 用）運転中
18:30頃 点）
イクに乗った二人組が近づいてきて、うち一
名が降車し助手席側の窓ガラスを割り、席に
置いていた財布、パソコン等在中のカバンを
奪い逃走した。カバンは上着で覆い見えない
ようにしていた。
7/24 キンタナロー州ベ 旅行者
(水) ニートフアレス市 男性
0:30頃 カンクンセントロ
周辺

カンクンのセントロ（ダウンタウン）にて、 強盗傷害（武
バスから降りてホテルに向かってYaxchilam 器なし）歩行
通りを歩いていたところ、１台の車が止ま
中
り、車内から３人組の男が降りてきた。男達
が被害者の所持品を奪おうとしたことから抵
抗したところ、殴る蹴るの暴行を加えられ、
スーツケース、財布（在中品：8,000ペソ、
260USドル、8,000円、クレジットカード数
枚）、ウェストポーチ（在中品：旅券、
FMM）が奪われた。被害者は、右目が腫れ、
肋骨を折る等の怪我を負った。

8/2
グアナファト州レ 出張者
(木） オン市サンホセエ 男性
20:30頃 ルアルト地域（ガ
ソリンスタンドの
トイレ）

窃盗（スリ）
店内

Haciendaゴルフ場横のガソリンスタンドのト
イレに入ろうとしたところ、不審な男性がド
ア付近に立っていた。怪しいと思ったが、便
意もあったので小便器で用を足していると、
後ろからその男性が近づき、被害者の背後か
ら手を伸ばして左胸のポケットに入れていた
携帯電話を抜き取り、徒歩でシラオ方面へ逃
げた。追いかけて二次的な被害を受ける可能
性があるため、追いかけず周囲に助けを求め
た。
8/5
グアナファト州レ 在留邦人 男性二人組が被害者宅の警報装置のアラーム
(日） オン市ソベルナレ 男性
を外壁から取り外したうえで敷地内に入り込
11:30～ シデンシアル地域
み、窓ガラスをバールのようなものでこじ開
12：30 （自宅）
けて家の中に侵入し物色したが，被害者家族
が帰宅したため、何も盗らずに去っていっ
た。監視カメラを確認すると、犯人は三人組
で、居住区専用の車両タグを利用し居住区内
に侵入、1名は車両内で監視役として待機
し、残り2名が犯行に及んでおり、被害者宅
だけでなく近隣住居もインターホンを鳴らす
等して家人不在の確認をしていた。また、事
件前日には不審な女性が被害者宅を含め周辺
の住居に対して「○○さんはいますか？」と
聞きまわっていたとのこと。
8/8
メキシコ市空港か 旅行者
（水） らピノ・スアレス 男性
10:00頃 駅の間

窃盗（空き
巣）自宅

空港からセントロ近くにある宿泊場所に地下 窃盗（スリ）
鉄で移動した。ピノ・スアレス駅で降りたと 地下鉄利用
ころ、現金、カード、日本の運転免許証等在
中の財布が盗まれていることに気付いた。

8/16 メキシコ市セント 旅行者女 ファレス通りとラサロカルデナス通り交差点 窃盗（スリ）
(木） ロ地区の路上
性
付近で、背負っていたリュックサックのファ 路上
16:00頃
スナーを開けられて旅券、FMM、クレジット
カード2枚、キャッシュカード等在中のパス
ポートケースが盗まれていることに気付い
た。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
8/16 メキシコ州バジェ 旅行者女 メキシコ州トルーカ市よりバジェデブラボ市 窃盗（置き引
(木） デブラボ市バス
性
行きのバスに乗り、23時頃バスターミナルに き）バス利用
23:00頃 ターミナル
到着。バスの下のトランクルームに置いてい
た自身のスーツケースを受け取ろうとしたが
なくなっていた。乗客の荷物を配る際に、誰
かに持ち去られたと思われる。スーツケース
内には衣類、日用品等が入っていた。
8/17 メキシコ市ポラン 在留邦人 友人と二人でレストランで食事していたとこ 窃盗（スリ）
(金） コ地区のレストラ 女性
ろ、隣に何も注文していない男性が座ってい 店内
12:00頃 ン
た。被害者が腰かけていた席は横に細長く、
隣の男の席とつながっているものであり、被
害者は自身と男の間の席上に本件被害品であ
る財布等在中のバックを置いていた。その
後、同男の知人と思われる女性がやってき
て、わざわざ男と被害者の間に座った後男女
共に何も注文することなく店から出て行っ
た。被害者が食事を終えレジにて会計をしよ
うとした際に、バックから財布が盗まれてい
ることに気付いた。
財布には現金、身分証、日本の運転免許証、
クレジットカード2枚が在中。
クレジットカードの不正利用はなし。
8/17 アグアスカリエン 在留邦人
(金） テス州アグアスカ 男性
14:00頃 リエンテス市ハル
ディネスデラコン
セプシオン地域
（自宅）

留守中に家の鍵をこじ開けられ、現金、旅
窃盗（空き
券、電化製品、服等を盗まれた。
巣）
住居は一戸建てで、警備員等が監理する居住 自宅
区ではなかった。
近所の住民の家にも怪しい人物の訪問があっ
たとも報告を受けた。

8/18 メキシコ市セント 在留邦人
(土） ロ地区のフード
女性
16:10～ コート
16:40頃

ホテル1階のフードコートにおいて、椅子に 窃盗（スリ）
トートバック（口が閉まらないもの）を掛け 店内
て、友人と食事をした。その後、ホテルのロ
ビー階に移動する際にバックの中を確認した
ところ、現金、身分証等在中の財布が盗まれ
ていることに気付いた。

8/19 グアナファト州グ 観光者
(日） アナファト市セン 女性
20:30頃 トロ地域（レスト
ラン）

日本人がよく利用するレストランで食事をし 窃盗（置き引
ていたところ、背もたれに置いていたバッグ き）店内
が盗まれていた。バックには旅券、財布、携
帯電話等が入っていた。

8/22 グアナファト州レ 在留邦人 車で帰宅中、交通警察に止められスピード違 恐喝（警察）
(水） オン市プントベル 男性
反と通行許可証不携帯により3,500ペソの支 運転中
18:00頃 デ地域（路上）
払いを要求された。会社通訳が現場に駆けつ
け、通行許可証はダッシュボードに保管して
おり、排ガス検査も基準に沿って検査を受け
ている旨及び、スピード違反であるならば切
符を切るように伝えたところ、切符を切る様
子もなく協力金を警察官が持っていたバイン
ダーに挟むよう指示された。被害者側の言い
分が通る様子もなく、現場の人通りも少な
く、警察官の動きに不信感を覚えたため、
300ペソを渡しその場を離れた。シラオ方面
からレオン市内に入るあたりから、後を付け
られていたようだった。

被害
日時
8/27
(月）

9/1
(土）
18:20

9/3
(月）
15:00

被害場所
メキシコ市内

被害者

被害状況

備考

在留邦人 銀行で現金を下ろそうとしたところ、預金残 スキミング被
男性
高が少ないことが気付き、その場で銀行員に 害
口座の入出金記録を調べてもらったところ、
知らぬ間に数回にわけて現金が下されてお
り、不正使用されていたことに気付いたも
の。

グアナファト州イ 在留邦人 日本人が多く住む居住区San Antonio de
強盗（けん銃
ラプアト市ラスア 男性
Ayala近くのガソリンスタンドで、日本人男 使用）店内
メリカス地域（ガ
性がガソリン給油後の精算をしている最中
ソリンスタンド）
に、車両の背後からやってきた男性2人に拳
銃で脅され、手首をインシロックで縛られた
上、被害者の車両に乗せられ拉致された。犯
人らは男性を乗せたまま同車両を運転し逃
走。ガソリンスタンドから通報を受けた警察
官がバイクで追跡、犯人らを制止しようと試
みたが、犯人らは拳銃を警官に向けて発砲し
て負傷させた。犯人らは逃走を続けたのち、
人気の無い場所で被害者を解放し、車に乗っ
たまま逃走した。被害者はケガ等なく無事で
あったが，車両、現金及び免許書等の貴重品
グアナファト州サ 在留邦人 を奪われた。
イラプアト－サラマンカ45号線沿い、ハンプ 窃盗（車上狙
ラマンカ市（コン 男性
トンインホテル手前のコンビニエンスストア い）市街
ビニエンスストア
ＯＸＸＯに駐車し、店内で買い物をしていた
の駐車場）
ところ、車の後部座席に置いていた旅券、パ
ソコン、財布等在中のバックを盗まれた。
車に損傷はなく、鍵はリモコンで閉めてい
た。後に防犯カメラで確認したところ、駐車
した後すぐに、不審な車両が被害者の車両の
後部に、横向きで停車したのが映っていた。
検察の見解では、被害者がリモコンキーで施
錠する前に、犯人がドアを開けたと思料され
る、とのこと。

9/3
メキシコ市センロ 旅行者
(月） ト地区の地下鉄
男性
19:00頃 Pino Suarez駅

地下鉄に乗ろうとしたところ、後ろから複数 窃盗（スリ）
人に押され、降りてくる客と板挟みになり身 地下鉄利用
動きがとれなくなった。その際腰に巻いてい
た、旅券、FMM、クレジットカード、現金在
中のボディバッグが盗まれた。
クレジットカードの不正利用はなし。

被害
日時
9/7
（金）
20:15～
20:30頃

被害場所

被害者

被害状況

備考

メキシコ市クアウ 在留邦人 タコス屋の窓の面したカウンター席で、カウ 窃盗（スリ）
テモック区ソナロ 男性
ンター下のカバン掛けにリュックサックを掛 レストラン
サのタコス屋
けて食事をしていた。
Tacotento
隣の席にメキシコ人カップルが座ろうとする
のと同時に、自分の席の前のガラスを外から
叩く男性が現れた。その男性が、話かけるよ
うな素振りを見せたので、10秒ほどその男性
に気をとられていたところ、隣に座ろうとし
ていたカップルがいなくなっていることに気
付いた。不審に思ってリュックを確認する
と、財布だけが抜き取られて盗まれていた。

9/7
グアナファト州イ 在留邦人 Diaz Ordaz 通り沿いに車を駐車していたと 窃盗（車上狙
（金） ラプアト市（路
男性
ころ、後部座席の窓ガラスを割られ、車内に い）市街
21:30 上）
置いていた旅券等在中のカバンを盗まれた。
9/8
（土）
18:00～
24:00

アグアスカリエン 在留邦人 出入口に警備員が常駐する居住区内の、一戸
テス州アグアスカ 男性
建ての自宅において、留守中に何者かが裏口
リエンテス市（自
より侵入し、屋内の電子機器等を盗んだも
宅）
の。
被害者が帰宅した際、裏口の扉は解放状態で
あり、屋内に置いていた椅子が塀の下に放置
されていた。
9/9
キンタナロー州カ 旅行者
ホテルゾーンの路上で流しのタクシーに乗っ
（日） ンクンホテルゾー 男性
たところ、車内に2人の男性が乗っていた
02:00 ン（流しのタク
（暗くて乗車時に気付かなかった）。運転手
シー内）
に宿泊先のホテルを指示したところ、運転手
は直接ホテルに向かわず、同乗していた2人
と一緒に金品を要求してきたため、旅券、ク
レジットカード、FMM、現金400ペソを渡した
ところ、さらに現金を持って来るよう要求さ
れた。その後、宿泊先ホテルの少し手前で車
を降ろされたので、ホテルに入り警備員に助
けを求めた。
犯人達は数分間クラクションを鳴してから立
ち去ったが、しばらくした後に、被害者名義
のSNSアカウント（被害者の旅券等に記載の
氏名から調べたものと思料される）に対し、
「お前のパスポートを預かっている」旨の脅
迫メッセージを書き込んできた。
被害者はその後同メッセージを削除した。
9/14 メキシコ市セント 旅行者
市場の敷地内（建物の外）を一人で歩いてい
(日) ロ地区メルセー市 男性
たところ、背後から近づいてきた2人組の男
16:00 場
性にいきなり首を絞められ気絶させられた。
気絶していた時間は数分程度の短い時間だっ
たが、目が覚めると旅券、FMM、現金、クレ
ジットカード等在中のバッグが盗まれてい
た。付近にが数人いたが、助けてくれる者は
いなかった。

窃盗（空き
巣）自宅

強盗（武器な
し）タクシー
利用

強盗（首絞
め）歩行中

9/17 キンタナロー州カ 在留邦人 スーパーマーケットの駐車場に車を停めて買 窃盗（車上狙
（月） ンクン市（スー
い物をした後に車に戻ってきたところ、後部 い）駐車場
19:00 パーマーケット駐
座席の窓ガラスが割られており、車内に置い
車場）
ていた旅券，運転免許証，クレジットカー
ド，カメラ等在中のリュックサックが盗まれ
ていた。

被害
日時
9/20
(木)
20:30

9/29
(土)
17:30

被害場所

被害者

被害状況

備考

グアナファト州イ 在留邦人 帰宅のため90号線をイラプアト方面へ運転
強盗（けん銃
ラプアト市郊外
男性2名 中、後方の車両が青と赤のライトを点灯さ
使用）運転中
（アバソロ－イラ
せ、パッシングしてきた。
プアト間幹線道路
自分がなんらかの交通違反をしたことによ
９０号線）
り、警察官が路肩に止まるよう指示を出して
いると思ったことから、路肩に車両を停車さ
せた。
後方から来た車両からは拳銃を所持した男性
2名と自動小銃らしき物を所持した男性1名が
現れ、被害者2名を脅して、被害者の車両
（車内の貴重品含む。）を奪い逃走した。
翌日犯人グループは警察により逮捕された。
キンタナロー州イ 旅行者
スラ・ムヘーレス 女性
（ムヘーレス島）

イスラ・ムヘーレスのプラヤ・ノルテ（島北 窃盗（置き引
部のビーチ）でリュックを横に置いて座って き）路上
休んでいた。座ってから5分ほどして携帯電
話取り出そうとリュック内を見たところ、携
帯電話や財布，旅券等在中のポーチが盗まれ
ていた。
付近に不審な人物は見当たらなかった。

