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～１２月３１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で、
警察には被害届を提出したが、その後連絡は
ない。
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 強盗（けん銃
に銃で窓を叩かれ、現金を渡すように指示さ 使用）運転中
れた。
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
1/2日の夜にアパートの指定駐車場に駐車 窃盗（自動車
（水） ンテレイ市自宅
男性
し、翌日の朝に出勤のため駐車場に向かった 盗）
06:00頃
ところ、車が盗まれていることに気付いた。
警察に通報したところ、車は発見されて返
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 窃盗（仮睡者
路上で眠ってしまい、目が覚めたところ、旅 ねらい）路上
券、現金、携帯電話等を盗まれたもの。

1/9
グアナファト州セ 在留邦人
コンビニエンスストア（Circle K：
窃盗（車上狙
（火） ラヤ市（コンビニ 男性
Libramiento Nororiente 通り477番地)の駐 い）市街
20:00頃 エンスストアの駐
車場に車を停め店内で買い物をしていたとこ
車場）
ろ、運転席の鍵を解錠され、トランクに入れ
ていた旅券、現金等在中のカバンを窃取され
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 強盗（武器な
（水） ラマンカ市（自
男性
で物音がしたため、様子を見に行ったとこ
し）住居侵入
00:30頃 宅）
ろ、庭にいる中年男性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
れたため部屋に入り、その後も「動く
な。」、「２階に上がれ。」、「引き出しを
開けろ。」等指示された。
その後も犯人は家を物色し、現金、カー
ド、パソコン、携帯電話、カメラ等を窃取し
て、最後に2階寝室で待機するよう指示し、
その間に犯人は逃走した。

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 窃盗（その
きを行い、ターミナル2のアエロメヒコのカ 他）空港
ウンターで搭乗手続きをした。
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
していたところ、アエロメヒコ職員はそれら
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
窃盗（車上狙
し、買い物をして車に戻ったところ、運転手 い）市街
席側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
気付いたら事務所前に駐車してあった社用 窃盗（自動車
（火） オン市サンイシド 男性
車が盗まれており、事務所内には従業員がい 盗）
13:30 ロ地域(事務所)
たが、誰も気づかなかった。
警察には連絡済みで、防犯カメラの映像も
提出済み。
1/23 メキシコ市内
（火）

1/24 メキシコ市内
（水）

在留邦人
A社職員が代々引き継いで使っている携帯 詐欺未遂
男性
電話に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。
不審に思いHSBCに直接電話して事実確認し
たところ、その様な事実はないことがわかっ
た。
在留邦人
B社職員が代々引き継いで使っている携帯 詐欺未遂
男性
電話に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 窃盗（スリ）
（日） イダルゴ駅
女性
ぶつかってきた。肩にかけていたカバンを確 地下鉄利用
認したところ、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
（日） ンテレイ市
男性２名 テルに戻ろうとしたところ、指定した場所以
00:00頃 Terminal地区
外でタクシーが停車し、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
被害者が、タスケーニャからソチミルコ行 強盗（けん銃
（土） ブス車内
男性
きのミクロブスに乗車していたところ、
使用）運転中
20:00頃 （Miramontesの
MiramontesのWalmart付近にて車の前後から
Walmart付近）
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。
被害者も所持していた現金と財布を渡し、
ほどなく犯人らは逃走した。
被害者に怪我はなかった。
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
強盗（けん銃
Mayan Monkey hostelに戻るためにバスに
使用）タク
乗ったが、降車する場所を間違ってしまい、 シー利用
そこからタクシーを拾い乗車（助手席に乗る
よう指示された。）した。
タクシーは指示した方向に向かわず、林の
ような場所を通っていたので、怪しいと思っ
て降ろすように言ったところ、乗車時は暗く
て見えなかったが、最初から後部座席に男2
人が乗っており、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、 窃盗（置き引
駐車していた友人のバイクに中年男性が近づ き）
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 窃盗（車上狙
（木） ロ市フリキージャ 男性
車を停め店内で買い物をしていたところ、車 い）市街
20：00頃 地域（薬局の駐車
の鍵穴を壊され、車内に置いていた旅券、パ
場）
ソコン等在中のカバンを盗まれた。
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

バスに乗り、トゥルムに到着した際、足下 窃盗（置き引
においていたバックから貴重品が盗まれてい き）バス利用
た。
居眠りしていた間に被害に遭ったものと思
われる。

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

地下鉄に乗った際、非常に混雑しており、 窃盗（スリ）
後方から押される等され、気がつくとポケッ 地下鉄利用
トに入れていた旅券と財布を盗まれていた。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
3/4
メキシコ市クアウ 旅行者
タバカレラ地区周辺で宿に帰るために流し 強盗（昏睡強
（日） テモック区タバカ 男性
のタクシーに乗車したところ、運転手に自分 盗）タクシー
00:00頃 レラ地区
の誕生日を一緒に祝って欲しいと言われ、お 利用
酒と炭酸飲料を割った飲み物を渡されたの
で、それを飲んだところ、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。
3/6
グアナファト州シ 在留邦人
タコスレストラン・ミンチョの駐車場に車 窃盗未遂（車
（火） ラオ市（レストラ 男性
を停め店内で食事をして車に戻ったところ、 上狙い）市街
19:00～ ンの駐車場）
降車時に閉めていた窓4つが半分ずつ開いた
20:10
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
被害はなく、車も破損等はなかった。
3/7
グアナファト州レ 出張者
（水） オン市（レストラ 男性
21:00頃 ン内）

複数人で韓国レストラン・アリランのテラ 窃盗（置き引
ス席に通され、カバン計7つを店に入ってす き）店内
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、クレジットカード、
旅券、パソコン、車の鍵、i-Pad等が入って
おり、クレジットカードは不正利用されてい
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 強盗未遂（け
（金） ラプアト市ウコピ 男性
かれ、邦人が乗車する車両の他、数台がけん ん銃使用）運
06:30頃 地域（幹線道路４
銃を持った犯人に強制的に停車・降車させら 転中
５Ｄ沿い）
れた。
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。
3/9
グアナファト州レ 在留邦人
駐車場に駐車していたところ、後部座席の 窃盗（車上狙
（金） オン市アシエンダ 男性
窓ガラスを割られ、後部座席の足元に置いて い）市街
20:00頃 サンタフェ地域
いた旅券等在中のカバンを盗まれた。
（コンビニエンス
ストアOXXOの駐車
場）
3/17 メキシコ市国際空 旅行者
メキシコ市国際空港で預け入れした荷物の 窃盗（その
（土） 港～成田空港
男性
中から金品が盗まれたことを、日本に到着後 他）空港
に気付いた。
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 窃盗（置き引
た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 窃盗（置き引
ンを置いてグループで夕食を取りはじめ、約 き）店内
10分後に振り返ったところ、同カバンが盗ま
れていた。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
3/27 メキシコ州トルー 旅行者
夕食を取るため車を路上駐車してレストラ 窃盗（車上狙
(火) カ市Av. Carranza 男性
ンに入り、食後車に戻ると、運転席側後部座 い）市街
21:30頃 沿いレストラン
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
Walmartの駐車
場）

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

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）

イラプアトのバスターミナルから徒歩で帰 強盗傷害（武
宅中、酔っ払いに絡まれ金品を要求された
器なし）歩行
が、無視して歩き続けたところ、顔面を殴ら 中
れ歯が欠ける怪我を負った。
被害者は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 交通事故
クと接触する事故が発生（けが人無し）し
た。
状況は、警察バイクが緊急出動中で、赤信
号の交差点を直進して通過するところであっ
たが、交差する道路を運転中の邦人車両の側
面には別車両があり、警察バイクを目視でき
ず、そのまま直進してしまい、警察バイクの
側面方向から接触したもの。
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
コンビニの駐車場に車を停め、約３分ほど 窃盗（車上狙
(水) グアダルーペ市内 男性
買い物をして戻ったところ、車内後部座席に い）市街
11:00頃 Eloy Cabazos通り
置いていた現金等在中のカバンが盗まれてい
にあるコンビニ駐
た。
車場

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
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 詐欺未遂
(金) バソロ市
を名乗る者（犯人）から、「交通事故に遭い
01:00頃
事故の相手が重傷のため、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。
また、事務所の机の引き出しの鍵を壊して開
け、金庫も探して欲しい。」という旨の連絡
が入り、守衛はそれに従った。
不審に思った別の従業員が、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
きたたため、まだ電話のつながっていた犯人
に問いただすと、一方的に電話を切られた。
犯人が会社の内部情報及び従業員の名前等
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も
の。

4/17 グアナファト州レ 在留邦人
被害者が駐車場に車を停め、トイレに行っ 窃盗（車上狙
(火) オン市サンセバス 男性２名 ていたところ、後部座席に置いていたカバン い）市街
11:30頃 ティアン地域
2つが盗まれた。
（スーパーマー
車に損壊がないことから施錠をし忘れた可
ケットChedrauiの
能性が高く、カバンの中には旅券、鍵、免許
駐車場）
証、財布等が入っていた。
その後、一般市民から旅券を拾ったという
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OXXOの駐車
場）

OXXOのレジで支払いをしようとしたとこ
強盗（けん銃
ろ、2人組の男性が店内に押し入り、けん銃 使用）店内
を突き付け脅した。
1人が邦人男性の財布を奪い、もう1人がレ
ジの現金を強奪したのち、2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 窃盗（スリ）
クのファスナーが開いていることに気がつ
地下鉄利用
き、確認したところ、旅券が盗まれていた。

4/28 メキシコ市シェラ 出張者
(土) トン・マリア・イ 男性
09:00頃 サベル・ホテル

ホテルロビー近くのソファーに同僚2名と 窃盗（置き引
座っていた。そして同僚の横に旅券等在中の き）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 窃盗（スリ）
ていたカバンのファスナー付きポケットから 地下鉄利用
旅券、現金等が盗まれていた。

5/3
(木)
07:45～
11:00の
間

長距離バスにて移動中、車内で眠ってしま 窃盗（置き引
い、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。

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

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
5/8
グアナファト州セ 出張者
駐車場に車を停め、入門手続をしていたと 窃盗（車上狙
(火) ラヤ市（日系企業 男性
ころ、車内に置いていた旅券、パソコン等在 い）市街
14:00頃 の駐車場）
中のカバンが盗まれていた。
5/23 サンルイスポトシ 在留邦人
(水) 州サンルイスポト 女性
14:00頃 シ市オビスパド地
域（コンビニエン
スストアOXXOの駐
車場）
5/30 グアナファト州イ 在留邦人
(木) ラプアト市（交差 女性
19:15頃 点）

コンビニエンスストアに車を停め店内で買 窃盗（車上狙
い物をしていたところ、車内に置いていた旅 い）市街
券等在中のカバンが盗まれていた。

Mariano J Garcia通りとIndependencia通 強盗（武器使
りの交差点で信号待ちをしていたところ、犯 用）運転中
人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
セントロマックス横のHSBC銀行でお金を下 強盗未遂（刃
(火) オン市ハルディネ 男性
ろし、車に戻ろうとしたところ、後ろからナ 物使用）歩行
10:00頃 スデへレス地域
イフを持った二人組にお金を渡すよう脅され 中
（銀行HSBCの駐車
た。
場）
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。
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）

レオン市に入る手前の有料道路の休憩所に 窃盗（車上狙
車を停めトイレに行って戻ったところ、鍵穴 い）その他
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ていた。

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

被害者が、シカゴ出身の米国人と名乗る黒 詐欺未遂
人男性に、「自分は英語しか話せない。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
しかけられた。
被害者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、さらに、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、その場を離れた。
同男性の特徴は、身長170cm程度、がっし
りとした体格、ほぼスキンヘッド、紺色の
スーツを着た黒人であった。

6/9
メキシコ市クアウ 在留邦人
上記と同じ場所にて、同種の手口で、同一 詐欺未遂
(土) テモック区パセ
女性
の人物と思われる犯人による詐欺未遂被害に
17:00頃 オ・デ・ラ・レ
遭った。
フォルマ通りとリ
同じ場所にて集中的に同様の犯行に及んで
オ・グウアルダナ
いたと思われる。
通りの交差点

6/9
サンルイスポトシ 在留邦人
徒歩で帰宅中、警察官の格好をした4人組 強盗傷害（け
(土) 州サンルイスポト 男性
にけん銃を突き付けられ金品を要求されたた ん銃使用）歩
21:00頃 シ市アベニーダ地
め、抵抗せず両手を上げたところ、股間部を 行中
域（路上）
2度蹴られ、顔面を殴られポケット内の財
布、携帯電話、i-Pad等を奪われた。
6/10 メキシコ市国際空 在留邦人
米国人と名乗る白人男性による詐欺未遂事 詐欺未遂
(日) 港ターミナル１の 男性
件。
14:00頃 屋外出口付近
手口は6/9(土)17:00頃、メキシコ市クアウ
テモック区で発生した詐欺未遂事件と類似。
被害者が、「貧乏でありお金を持っていな
い」旨回答したところ、男性は立ち去った。

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OXXO
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
に車を停め店内で買い物をしていたところ、 い）市街
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
ンが盗まれていた。

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
Allende駅で降りた際に、首から掛けてい 窃盗（スリ）
(金) Hidalgo駅～
男性
たポーチのファスナーが開けられており、中 地下鉄利用
20:00頃 Allende駅の間
の財布が盗まれていた。
財布には、現金1,000ペソ、銀行カード2枚
及びメキシコ滞在許可証が入っていた。
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て 窃盗（車上狙
(日) パン区遊園地Six 男性
駐車車に戻ったところ、車のトランクに入れ い）その他
17:30頃 Flagsの駐車場
ていたカバンが盗まれていた。
ドアの鍵穴が壊されていたことから、ドア
をこじ開けてからトランクを開け、カバンを
盗んだものと思われる。
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
La Cavita店内）

被害者が店内で買い物をしていたところ、 強盗（けん銃
けん銃を所持した男2名が入ってきて、客と 使用）店内
店員計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
クをし始め、被害者はカバンを物色されて、
財布に入っていた計4,000ペソを奪われた。
客と店員から金品等を強奪した後、犯人ら
は5分間は動くなと被害者達を脅し、部屋の
電気を消し、ドアを外側から閉め逃走した。

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 窃盗（事務所
(土) ラオ市プエルトイ
過した後、施錠された事務所をバールでこじ 荒し）
04:10頃 ンテリオール地域
開け侵入し、金庫とサイドケースを物色し
（日系企業）
た。
サイドケースは破損、金庫はこじ開けよう
とした際の傷が残ったが、損壊には至らず、
盗まれた物はなかった。
7/3
(火)
22:30～
23:00

アグアスカリエン
テス州アグアスカ
リエンテス市バリ
オデエンシノ地域
（レストラン
Rincon Mayaの駐
車場）
7/4
グアナファト州レ
(水) オン市ラカルモナ
21:00頃 地域（ショッピン
グモールPlaza
Obeliscoの駐車
場）

7/5
(水)
1:00～
3:00

出張者
男性

レストランの駐車場に車を停め食事をして 窃盗（車上狙
いたところ、運転席側後部座席の窓ガラスを い）市街
割られ、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ていた。

出張者
男性

ショッピングモールの向かいの銀行からケ 強盗傷害（刃
ンタッキーへ歩いていたところ、2人組の強 物使用）歩行
盗にいきなりナイフで脚の付け根を刺され、 中
持っていた旅券、携帯電話等在中のカバンを
奪われた。
大けがを負ったが、命に別状はなかった。

グアナファト州サ 在留邦人
被害者が外出中に、自宅の窓から侵入さ
窃盗（空き
ラマンカ市ハル
男性
れ、テレビ、電子レンジ、ゴルフバッグ、財 巣）
ディネスデルカン
布等が盗まれていた。
トリー地域（自
居住区の防犯カメラに犯人のものらしき車
宅）
両が映っていた。

被害
日時
7/5
(水)
7:30～
18:30

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
被害者が外出中に、自宅の裏の窓が壊され 窃盗（空き
ラプアト市サンア 男性
て侵入され、旅券、テレビ、パソコン、その 巣）
ントニオデアヤラ
他電子機器、スーツケース等盗が盗まれた。
地域（自宅）

7/5
グアナファト州レ 在留邦人
被害者が帰宅したところ、台所の窓が割ら 窃盗（空き
(水) オン市エルドラー 女性
れて侵入され、パソコン、i-pad、時計等が 巣）
21:00～ ド地域（自宅）
盗まれていることに気付いた。
22:00
犯人は家の裏のフェンスを壊し、塀を乗り
越えて裏庭に侵入した模様。
7/7
(土)
不明

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 スキミング被
オン市サンタフリ 女性
てスキミングに遭い現金が引き出されてい
害
ア地域
た。
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

被害者は、レストランで食事を終え、タク 窃盗（置き引
シーを待っている間に、側に置いていた、旅 き）ホテル
券、クレジットカード等在中の小さい斜め掛
けバッグを盗まれた。
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
が盗まれ、そのクレジットカードを不正使用
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 強盗（けん銃
引き出し、車に乗って駐車場を出た後、大通 使用）運転中
り手前の渋滞で停車していたところ、けん銃
を所持した男が、運転席に近づいて所持品を
渡すよう脅し、被害者は、旅券、滞在許可
証、クレジットカード、現金約4,500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
していたと思われる共犯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
市内東部（アパセオエルグランデ方面）45 窃盗（車上狙
(木) ラヤ市（コンビニ 男性
号線沿いのガソリンスタンドに併設された
い）市街
20:30頃 エンスストアOXXO
OXXOの駐車場に車を停め、店内で買い物をし
の駐車場）
ていたところ、ドアの鍵を壊され、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 強盗（けん銃
ころ、背後より近付いてきた2人組の男に、 使用）歩行中
頭にけん銃を突きつけられたうえ、所持品を
渡すよう脅され、現金2,000ペソ在中の財
布、i-Phone、 Androidの携帯電話、充電器
等在中のバッグをを奪われた。犯人は逃走し
た。
犯人の1人は15～16歳の若者、もう1人は40
代と思われ、帽子をかぶっていた。
犯行現場付近の通りには、バー等の店舗は
あるが、少し薄暗い環境だった。

被害
日時
7/20
(金)
22:00～
23:30

被害場所

被害者

被害状況

備考

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 窃盗（車上狙
オン市ヴィジャ・ 男性
スに駐車していたところ、後部座席右側の窓 い）市街
デル・フンカル地
ガラスが割られていた。
域
車内には何も置いていなかったため、被害
は窓ガラスのみだった。

7/23 グアナファト州イ 在留邦人
(月) ラプアト市
男性
18:30頃 （Mariano J
Garcia通りと
Mariano Abasolo
通りの交差点）

交差点で信号待ちをしていたところ、バイ 強盗（武器使
クに乗った2人組が近づいてきて、うち1名が 用）運転中
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
強盗傷害（武
て、バスから降りてホテルに向かって
器なし）歩行
Yaxchilam通りを歩いていたところ、1台の車 中
が止まり、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た
め、被害者が抵抗したところ、殴る蹴るの暴
行を加えられ、スーツケース、8,000ペソ、
260USドル、8,000円、クレジットカード数枚
在中の財布及び旅券、FMM在中のウェスト
ポーチが奪われた。
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
（Haciendaゴルフ
場横のガソリンス
タンドのトイレ）

トイレに入ろうとしたところ、不審な男が 窃盗（スリ）
ドア付近に立っており、怪しいと思ったが、 店内
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
あると思い、追いかけず周囲に助けを求め
た。

8/5
(日）
11:30～
12：30

グアナファト州レ 在留邦人
男性2人組が、被害者宅の警報装置のア
窃盗（空き
オン市ソベルナレ 男性
ラームを外壁から取り外したうえで敷地内に 巣）自宅
シデンシアル地域
入り込み、窓ガラスをバールのようなもので
（自宅）
こじ開け、家の中に侵入し物色したが、被害
者家族が帰宅したことに気付いたため、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3人組
で、居住区専用の車両タグを利用（どこかで
不正に入手したとも思われる。）して居住区
内に侵入、1名は車両内で監視役として待機
し、残り2名が犯行に及んでいた。
被害者宅だけでなく、近隣住居についても
インターホンを鳴らす等して家人不在の確認
をしていたことから、複数の住居に侵入する
意図があったものと思われる。
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。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
8/8
メキシコ市空港か 旅行者
空港からセントロ近くにある宿泊場所に地 窃盗（スリ）
（水） らピノ・スアレス 男性
下鉄で移動し、ピノ・スアレス駅で降りたと 地下鉄利用
10:00頃 駅の間
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
(木） ロ地区ファレス通 女性
16:00頃 りとラサロカルデ
ナス通り交差点付
近の路上

観光中、背負っていたリュックサックの
窃盗（スリ）
ファスナーを開けられ、旅券、FMM、クレ
路上
ジットカード２枚、キャッシュカード等在中
の旅券ケースを盗まれた。

8/16 メキシコ州バジェ 旅行者
(木） デブラボ市バス
女性
23:00頃 ターミナル

メキシコ州トルーカ市よりバジェデブラボ 窃盗（置き引
市行きのバスに乗り、23時頃バスターミナル き）バス利用
に到着して、バスの下のトランクルームに置
いていたスーツケースを受け取ろうとしたと
ころ、なくなっていた。
スーツケースには衣類や日用品等が入って
おり、乗車員が乗客の荷物を配る際に、何者
かが持ち去ったと思われる。

8/17 メキシコ市ポラン 在留邦人
友人と2人でレストランで食事していた
窃盗（スリ）
(金） コ地区のレストラ 女性
際、隣に何も注文していない男が座ってい
店内
12:00頃 ン
た。
被害者が腰かけていた席は、横に細長いイ
スで、隣の男のイスとつながっており、被害
者は自身と男の間のイスの上に、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
ことに気付いたもの。
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枚が入っていたが、
クレジットカードの不正利用はなかった。

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）
8/18
(土）
16:10～
16:40頃

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 自宅
住区ではなく、後から近所の住民に問い合わ
せると、近所の住民の家にも怪しい人物の訪
問があったことが確認された。

メキシコ市セント 在留邦人
1階のフードコートにおいて、椅子にトー 窃盗（スリ）
ロ地区ショッピン 女性
トバック（口が閉まらないもの）を掛けて、 店内
グモールParque
友人と食事をした後、ホテルFiesta Inn
Alamedaのフード
Centro Históricoのロビー階に移動する際
コート
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。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
8/19 グアナファト州グ 旅行者
日本人がよく利用するレストランで食事を 窃盗（置き引
(日） アナファト市セン 女性
していたところ、背もたれに置いていた、旅 き）店内
20:30頃 トロ地域（レスト
券、財布、携帯電話等在中のバッグが盗まれ
ラン）
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 恐喝（警察）
(水） オン市プントベル 男性
ド違反と通行許可証不携帯により3,500ペソ 運転中
18:00頃 デ地域（路上）
の支払いを要求され、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、警察官が持っていたバインダー
に協力金を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。
8/27
(月）

メキシコ市内

在留邦人
銀行で現金を下ろそうとしたところ、預金 スキミング被
男性
残高が少ないことが気付き、その場で銀行員 害
に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。

9/1
(土）
18:20

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人にけ
ん銃で脅され、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、犯人らはけん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
重品を奪われた。

9/3
(月）
15:00

グアナファト州サ 在留邦人
イラプアト－サラマンカ45号線沿い、ハン 窃盗（車上狙
ラマンカ市（コン 男性
プトンインホテル手前のOXXOに駐車し、店内 い）市街
ビニエンスストア
で買い物をしていたところ、車の後部座席に
OXXOの駐車場）
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
たおり、後になって防犯カメラを確認したと
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、犯人がドアを開けていたこと
が考えられる、とのこと。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
9/3
メキシコ市センロ 旅行者
地下鉄に乗ろうとしたところ、後ろから複 窃盗（スリ）
(月） ト地区の地下鉄
男性
数人に押され、降りてくる客と板挟みになり 地下鉄利用
19:00頃 Pino Suarez駅
身動きがとれなくなってしまい、その際に腰
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かった。

9/7
（金）
20:15～
20:30頃

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 窃盗（スリ）
テモック区ソナロ 男性
ウンター下のカバン掛けにリュックサックを レストラン
サのタコス屋
掛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、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
路上駐車していたところ、後部座席の窓ガ 窃盗（車上狙
（金） ラプアト市（Diaz 男性
ラスを割られ、車内に置いていた旅券等在中 い）市街
21:30 Ordaz 通り沿いの
のカバンを盗まれた。
路上）
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 窃盗（空き
テス州アグアスカ 男性
戸建ての自宅において、留守中に何者かが裏 巣）自宅
リエンテス市（自
口より侵入し、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、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
（日） ンクンホテルゾー 男性
02:00 ン（流しのタク
シー内）

ホテルゾーンの路上で流しのタクシーに
強盗（武器な
乗ったところ、車内に2人の男性が乗ってい し）タクシー
た（暗くて乗車時に気付かなかった）。
利用
運転手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、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
された氏名から調べたものと思われる。）に
対し、「お前の旅券を預かっている」旨の脅
迫メッセージを書き込んできたが、（証拠が
残ると思ったのか）その後犯人達は書き込ん
だメッセージを削除した。

被害
日時
9/14
(日)
16:00

被害場所

被害者

メキシコ市セント 旅行者
ロ地区メルセー市 男性
場

9/17 キンタナロー州カ 在留邦人
（月） ンクン市Bonampak 男性
19:00 通り（スーパー
マーケット駐車
場）

被害状況

備考

市場の敷地内（建物の外）を1人で歩いて 強盗（首絞
いたところ、背後から近づいてきた2人組の め）歩行中
男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秒から数分程度の短
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。
付近に数人いたが、助けてくれる者はいな
かった。
スーパーマーケットの駐車場に車を停めて 窃盗（車上狙
買い物をした後に車に戻ってきたところ、後 い）駐車場
部座席の窓ガラスが割られており、車内に置
いていた旅券、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。

9/19
(水)
10:00

グアナファト州イ 在留邦人
邦人3人が店内でコーヒーを購入している 窃盗（車上狙
ラプアト市（喫茶 男性３名 10～15分の間に、車両の鍵をこじ開けられ、 い）駐車場
店スターバックス
車内に置いてあったスーツケース2個、i駐車場）
Pad2台、i-Phone、旅券、パソコン、現金等
が盗まれた。

9/20
(木)
20:30

グアナファト州イ 在留邦人
被害者が同僚と帰宅のため90号線をイラプ 強盗（けん銃
ラプアト市郊外
男性２名 アト方面へ運転中、後方の車両が青と赤のラ 使用）運転中
（アバソロ－イラ
イトを点灯させ、パッシングしてきたため、
プアト間幹線道路
被害者は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
た。
後方から来た車両から現れたのは、けん銃
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名で、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。

9/26
(水)
1:30

グアナファト州イ 日系企業
4トントラックで8～10名の強盗グループが 強盗（けん銃
ラプアト市（日系
やってきて、外を巡回していた警備員に対し 使用）日系企
企業）
て入口の鍵を開けるようけん銃で脅して侵
業
入、中にいた警備員2名と従業員2名を縛り、
金属ロールとパソコン3台を盗み逃走した。

9/29
(土)
17:30

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 窃盗（置き引
北部のビーチ）でリュックを横に置いて座っ き）路上
て休んでいた。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。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
10/4 メキシコ市クアウ 出張者
米国人と名乗る黒人男性による詐欺未遂事 詐欺未遂
(木) テモック区Galerí 男性
件。
21:30頃 a Plaza Reforma
手口は6/9(土)17:00頃にメキシコ市クアウ
Hotel内エレベー
テモック区で発生した詐欺未遂事件と同様
ター
で、「カンクンからメキシコ市まで長距離バ
スで移動したが、お金の入ったカバンが置き
去りになり、帰るお金がないので貸して欲し
い。」等と英語で話し、外国人相手に金銭を
だまし取ろうとするもの。
犯人の特徴は身長170cm位、がっしりとし
た体格、ほぼスキンヘッド、紺色のスーツに
ネクタイ着用で、シカゴ出身の米国人と名乗
る黒人男性。
同手口の新たな手法として、「妻のイン
シュリン注射を持っているので、早く妻に届
けなければならない。」と同情を引く言動が
あった。
被害者が申し出を断わると、黒人男性は引
き下がりその場を立ち去った。
10/16 メキシコ市クアウ 在留邦人
友人と共に店に入り、自分の右側の床上に 窃盗（置き引
(火) テモック区ソナ・ 男性
i-Phone、デジタルカメラ、電子辞書等在中 き）店内
20:00頃 ロサ地区のチュロ
のリュックサックを置いて１時間ほど話をし
ス屋
ていたところ、リュックサックが盗まれてい
ることに気付いた。
10/22
(月)
15:00

グアナファト州グ 在留邦人
被害者の固定電話に、麻薬組織の者と名乗 詐欺（脅迫電
アナファト市
男性
る男性（犯人）より電話があり、殺されたく 話）
なければ有り金すべてを指定口座に振り込む
ように脅された。
被害者は携帯電話番号を聞き出され、携帯
電話で通話しながら2,000ペソをネットバン
キングで振り込んだ後、その他の銀行口座の
残高についても聞かれて、追加で8,000ペソ
を振り込むよう指示された。
被害者が、振込みしようとATMに行ったと
ころで、不審な様子の被害者を見かけた友人
が、電話を切るように被害者を促し、電話を
切らせた。
以後犯人から何度か着信があったが、電話
には出ないようにしている。

10/23 タマウリパス州レ 出張者
被害者4人が、職場から居住する米国テキ 強盗（銃使
(火) イノサ市の米国境 男性４名 サス州へ帰宅するため、会社が準備する警備 用）車両乗車
19:25頃 Anzalduaz橋から
会社のバンで、片側２車線の高速道路の右側 中
南側１km高速道路
車線を移動中、左側車線から幅寄せしてきた
上
タクシーに無理やり停車させられた。
タクシーからは3人の男が出てきて、バン
の運転手を降車させ、銃を持った1人が外に
立ち、残り2人がバンに乗り込み、被害者の
バックを探りパソコン2台を奪い、すぐに立
ち去った。犯行は数分で行われた。
当時交通量はあったものの、付近に街灯は
なく暗かった。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
10/28 キンタナロー州カ 旅行者
被害者2人が、滞在ホテルから徒歩15分程 強盗傷害（武
(日) ンクンホテルゾー 男性２名 度の距離にある薬局に向かって移動中、突然 器使用：木の
03:30頃 ンの路上
奇声が聞こえたので声のした方向を見てみる 棒）歩行中
と、トラックに乗った男3名（運転席に1名、
荷台に2名）がじろじろと被害者の方を見て
いた。
薬局で薬を購入してホテルへ戻っている途
中、突然道の脇の物陰から先ほどのトラック
の男3人のうちの1人が現れ、被害者2名の前
に立ち塞がり、同男に気を取られている隙に
さらに後ろから2人が現れ、被害者の1人は羽
交い締めにされ、もう1人は木の棒で頭部等
を殴打された。
羽交い締めにされた被害者は所持していた
バックを犯人に差し出し、もう1人の被害者
が大声で助けを求めたところ、通りかかった
バスの運転手がバスから降りてきてくれたた
め、犯人達は逃走した。
被害者の前に立ち塞がった犯人は10～20代
の若者、残り2人のうち1人は30代ぐらいと思
われる。
奪われたバックには旅券、現金1,500ペ
ソ、FMM及びWi-Fiが入っていた。
10/28 メキシコ市コヨア 旅行者
(日) カン区デルカルメ 女性
12:50頃 ン地区レストラン
FONDA EL MORRAL
店内

夫婦で店内に入り、座席にポーチの紐を掛 窃盗（置き引
け、ポーチはテーブル左脇の見えるところに き）店内
置いて食事をした。食後にポーチを確認した
ところ、盗まれていることに気付いた。
ポーチには旅券、FMM、携帯電話が入って
いた。

10/29 メキシコ市クアウ 在留邦人
被害者が、銀行で現金をおろした後、徒歩 強盗（けん銃
(月) テモック区ローマ 男性
で職場に戻り、職場の建物に入るため表通り 使用）歩行中
14:00頃 地区の路上
から路地に入ったところ、後方から急に現れ
た犯人の男にけん銃を突きつけられ、所持し
ていたカバンを奪われた。
職場の警備員が被害者の元に駆け寄ると、
犯人は2回発砲（威嚇射撃と思われる）し、
近くで待機していたであろう仲間のバイクに
乗車し逃走した。
被害者は抵抗せず、怪我等はなかった。
奪われたカバンには旅券、メキシコ滞在許
可証、メキシコの運転免許証、クレジット
カード、現金が入っていた。
犯人は身長160cm位、がっしりとしたした
体格で、黒色シャツに黒色帽子を着用してい
た。
被害者は、被害に遭うまでの間、後をつけ
られた様な感じは受けなかったが、付近の住
民等の話によると、銀行に共犯者がいるケー
スがあり、ターゲットを定めて職場等の情報
を集め、ターゲットが銀行を利用したこと及
び職場の情報が共犯者から犯人に知らされ、
ターゲットの職場付近で犯人が待ち伏せし、
犯行に及ぶことがあるという。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
11/4 ケレタロ州ケレタ 在留邦人
ATMで現金を引き出していた際、後方にい 詐欺（銀行
(日) ロ市ショッピング 男性
たメキシコ人に話かけられて後ろを振り返
カードすり
14:00頃 モールAntea内ATM
り、再度向き直って画面を見たところ、入力 替）
画面が変わっていたが、自分の勘違いと思
い、気にせず操作を終了した。
後日、自分の口座からの引き落としの連絡
があったが、心当たりのないものであったた
め、手元の銀行カードを確認したところ、他
人のカードとすり替えられていることに気づ
いた。
11/5 メキシコ市クアウ 旅行者
(月) テモック区チャプ 男性
13:00頃 ルテペック公園入
口

米国人と名乗る黒人男性による詐欺事件。 詐欺
手口は、6/9(土)17:00頃にメキシコ市クア
ウテモック区で発生した詐欺未遂事件と同様
で、「カンクンからメキシコ市まで長距離バ
スで移動したが、お金の入ったカバンが置き
去りになり、帰るお金がないので貸して欲し
い。」等と英語で話し、外国人相手に金銭を
だまし取ろうとするもの。
被害者は犯人の話を信じ、付近のATMで
3,000ペソをおろし、その場で犯人に手渡す
と、犯人は被害者のお礼を述べてその場を立
ち去った。
犯人の特徴は身長170cm位、がっしりとし
た体格、ほぼスキンヘッド、紺色のスーツに
ネクタイ着用でシカゴ出身の米国人と名乗る
黒人男性。

11/7 メキシコ市クアウ 在留邦人
被害者は、ビルの玄関ホールにあるソ
窃盗（置き引
(水) テモック区レフォ 男性
ファーに腰かけ、所持していたリュックサッ き）商業ビル
10:00頃 ルマ通り商業ビル
クを背中側の床上に置いて顧客と話をしてい
玄関ホール（エン
た。
トランス）
被害者のすぐそばのソファーに座って様子
を見ていた犯人が立ち上がり、立ち去り際に
リュックサックを手に取って盗んだ。
しかし、犯人の隣に腰かけていた被害者の
同僚が犯行を目撃、すぐさまリュックサック
を掴んで犯行を阻止したところ、犯人はすぐ
にリュックを手放してビルの外に出て逃走し
た。
被害場所にはビル警備員が数名いたが事件
には気付かなかった。
11/9
(金)
06:00

グアナファト州レ 在留邦人
コンビニで買い物を終え、駐車していた車 強盗（工具使
オン市アエロプエ 男性
に乗り込み自分のカバンを後部座席へ置いた 用）駐車場
ルト通り
ところ、同駐車場の車両から2人組の男が降
Comanjillaへの出
車してきて、自車ドアをノックしてきた。
口付近のコンビニ
無視していると、2人組の1人が工具のよう
エンスストア
なもので自車左後部座席の窓ガラスを割り、
（OXXO）駐車場
PC及び旅券等の入ったカバンを奪取して逃走
した。

被害
日時
11/19
(月)
日中

被害場所

被害者

メキシコ市クアウ 旅行者
テモック区タバカ 男性
レラ地区革命記念
塔付近の路上

被害状況

備考

米国人と名乗る白人男性による詐欺事件。 詐欺
手口は、「ホテルから空港までのタクシー
で荷物を全て盗られた。15:50の航空機でシ
カゴに戻る必要がある。君のクレジットカー
ドの口座に、妻からお金を振り込ませるの
で、現金を貸して欲しい。」等と英語で話
し、外国人相手に金銭をだまし取ろうとする
もの。
文言が異なるも、6/9（土）17:00頃にメキ
シコ市クアウテモック区で発生した詐欺未遂
事件に手口が類似している。
被害者は犯人の話を信じ、付近のATMで10
万円相当の現金をおろし、その場で犯人に手
渡すと、犯人は偽のメールアドレスを被害者
に渡し、タクシーでその場を立ち去った
犯人の特徴は年配で、背が高く、薄毛で身
なりの良いシカゴ出身の米国人と名乗る白人
男性。

11/28
(水)
15:45

グアナファト州イ 在留邦人 Subwayに駐車していた社有車の左後部座席の 窃盗（車上狙
ラプアト市ファス 男性
窓を割られ、トランクルームに置いていた
い）駐車場
トフード店
バッグを盗まれた。
（Subway）
バッグの中には手帳・名刺入れなどを入れ
ていたが、貴重品（財布、ビザ及び携帯）は
自身で所有し、パソコン等もバッグには入れ
ていなかった為、大きな被害には繋がらな
かった。

12/2
(日)
07:00

グアナファト州セ 在留邦人
被害者がアエロプエルト通りを走行中、後 強盗（武器使
ラヤ市アラモカン 男性２名 方より来た車（4名乗車と思われる）に追い 用）運転中
トリークラブ付近
抜いかれた後に、前方で停車したため強制的
の道路
に被害者の車両も停車させられた。
その後、犯人グループ1名がライフルを所
持して降車してきて、被害者から所持品（財
布、携帯等）を強奪し、被害者を降車させた
後、被害者の車両に乗り込み、犯人グループ
の車両とともに逃走した。

12/14
(金)
14:00

メキシコ市クアウ 在留邦人
被害者は、家族と一緒レジのすぐ横の席に 窃盗（置き引
テモック区ソナロ 女性
座り、椅子と背中の間にバッグを置いて食事 き）飲食店
サ地区GENOVA通り
をしていたところ、気付くとバッグがなく
沿いの飲食店
なっていた。
バックには現金2,500ペソ、携帯電話、カ
メラ、鍵など入っていた。

12/21 メキシコ市の地下 旅行者
（金） 鉄２号線Hidalgo 男性
17:00頃 駅～Bellas Artes
駅の間

地下鉄に乗車中、気がついたら腰に付けて 窃盗（スリ）
いたウェストポーチがなくなっていた。
地下鉄利用
ポーチ内には旅券、FMM、現金約300ドル及
びクレジットカード3枚入りの財布など入っ
ていた。

被害
被害場所
被害状況
被害者
備考
日時
12/29 メキシコ市の地下 旅行者
混雑した車両に乗車する際に、後ろから押 窃盗（スリ）
（土） 鉄２号線Hidalgo 男性
されて、ズボンのポケットに入れていた財
地下鉄利用
14:00頃 駅付近
布、旅券、FMM、携帯電話等が盗まれた。

