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
被害

被害場所

被害者

（２０１５年１月１日～１２月３１日）
被害状況
備考

日時
1

1/22 メキシコ市
（木）

在留邦人
男性

11:00

会社事務所にかかってきた電話に出たところ，男 恐喝未遂
の声で「お前は○○か」と名指しで聞かれ「自分は
シナロア・カルテルの者だ。日本企業はメキシコに
進出してきているので貢献しろ」等と言われ，秘書
につなごうとしたところ，興奮した様子で「話を聞
け」等と言って電話が切れたもの。留守番電話は社
長名と内線を流す設定となっており，これまでもこ
のような電話が頻繁にかかってくるので，その都度
切るようにしていた。

2

1/30 メキシコ市
（金） クアウテモック区
14:00 （イベント会場）

旅行者
男性

イベント会場Expo Reformaにおいてテーブルを挟 窃盗
み他の来場者と話しをしていたところ，足元に置い （置き引
ていた現金，カメラレンズ等在中のカバン2個を窃 き）
取されたもの。うちカバン1個は，中身を抜かれた
状態で会場内トイレに放置されていた。当日，同会
場では他にも同様被害が発生した模様。

3

2/3 メキシコ市
（火） クアウテモック区
13:00 （路上）

在留邦人
男性

ブエナビスタの広場へ自転車を駐輪していたとこ 窃盗
ろ，ワイヤー錠が切断され，自転車盗難にあったも （自転車
の。
盗）

4

2/6 ハリスコ州
（金） サポパン市

在留邦人
男性

コンビニエンスストアＯＸＸＯにおいて買物のた 窃盗
め駐車場に車をとめていたところ，運転席ドアをこ （車上狙

17:00 (コンビニエンススト
ア駐車場)
5

2/6 メキシコ市
（金） クアウテモック区
23:30 （路上）

じ開けられ後席に置いていた旅券，パソコン等在中 い）
のカバンを窃取されたもの。被害者はリモコンで解
錠したため,現場では被害に気付かなかった。
在留邦人
男性

車のタイヤがパンクしたため，路上に車を停車
強盗
し，車外にて携帯電話で通話していたところ，近づ （路上強
いてきた男にけん銃を腹部に突きつけられ，携帯電 盗，銃器使
話及び財布の中の現金を強奪されたもの。

6

2/8 メキシコ市
（日） クアウテモック区

在留邦人
男性

19:00 （飲食店店内）
7

8

2/25

メキシコ市

Zona Rosaの中華レストランDragonにおいて，テ 窃盗
ーブル確保のため荷物を置いていたところ，クレジ （置き引
ットカード，現金等在中の財布を窃取されたもの。 き）

旅行者

メトロブスのブエナビスタ駅において，バスを待 窃盗

（水） クアウテモック区
19:30 （メトロブスの駅）

女性

っていたところ，背中に背負っていたリュックのフ （スリ）
ァスナーが開いていることに気付き，中を確認した
ところ，旅券，現金等が窃取されていたもの。

2/25 サンルイスポトシ州
（水） サンルイスポトシ市
14:00 (ショッピングセンタ

在留邦人
男性

ショッピングセンターPlaza Sendero内の銀行で 強盗
相当額の現金を引き出した後，メキシコ人従業員と （銃器使
ショッピングセンター内ファストフード店にて食事 用）

ー内)

9

用）

3/8 メキシコ市
（日） クアウテモック区
11:00 （テピート地区）

をしていたところ，２人組の男が横に座り，テーブ
ルの影からけん銃を見せながら，引き出した現金，
携帯電話，財布等を奪って逃走したもの。
出張者
男性

邦人長期出張者3名が，メキシコ人従業員とテピ
ート地区の商店街からやや離れた場所を散策してい
たところ，ナイフを所持した3人組の若者に背後か
ら脅され，小銭入れ及びネックレスを強奪されたも

強盗
（路上強
盗，凶器使
用）

の。また首にナイフを突きつけられた際，軽微な切
り傷を負った。
10

11

3/8 キンタナロー州
（日） カンクン市
00:00 （飲食店店内）
3/10

グアナファト州

（火） サンミゲル・デ・
15:00 アジェンデ市
12

旅行者
男性
旅行者
男性

3/10 アグアスカリエンテス 在留邦人
（火） 州
男性
15:00 アグアスカリエンテス
市
（路上）

クラブで飲酒し居眠りしていたところ，旅券，現 窃盗
金等在中のリュックサックを窃取されたもの。
（置き引
き）
街路にて用を足していたところ，警察官に身柄を 窃盗
拘束され，警察署へ連行された。罰金400ペソを支 （スリ）
払い釈放されたが，夜になり所持品を確認したとこ
ろ，140ドルが抜かれていたことが判明したもの。
銀行口座解約のため，メキシコ人従業員と車で銀 強盗未遂
行へ行った後，引き出した現金をドルへ換金するた
め両替所へ向かっている途中，見知らぬ女性から
「タイヤがパンクしている」と声をかけられた。実
際にパンクしていたものの，日頃から現地報道にて
同様の強盗手口の多発を認識しており，また不審車
両に追尾されていたことから，停車せずに走り続
け，居合わせたバイク警官に「後ろの車を捕まえて
ください」と伝えるとともに，携帯電話にて警察へ
通報し，目的地である両替所への警官派遣を求めた
もの。メキシコ人男性３名が逮捕され，被疑者が乗
車していた車両から違法薬物及びタイヤをパンクさ
せるための道具が押収された。

13

3/13

メキシコ州

（金） トラルネパントラ市
14:15

在留邦人
男性

乗用車で走行中,トラルネパントラ市警察のパト

恐喝

カーに停車を求められ,ショッピングセンターのATM
前へ連れて行かれたところ,他の警察官も加わり
「会社へ電話しろ」,「態度が悪いので投獄する」
と金品を要求されたもの。その後,携帯電話を壊さ
れ解放された。

14

15

3/13

メキシコ市

旅行者

イベント会場ワールドトレードセンターにおい

窃盗

（金） ベニートフアレス区
15:00 (イベント会場)

男性

て,会場内見学のため,知人が出展しているブースに （置き引
荷物を預けていたところ,旅券,PC,クレジットカー き）
ド等在中のリュックサックを窃取されたもの。

3/15 メキシコ市
（日） グスタボ・A・マデロ
8:30 区

旅行者
男性

自称米国人の男（年齢50歳前後で背の高い白人） 詐欺
に英語で呼び止められ「米国大使館の連絡先を教え
てほしい。本日中に米国に帰らなければならない

（北バスターミナル）

が，空港でチェックイン後に時間があったのでタク
シーに乗ったところ，タクシーに航空券，財布を入
れていたコートを盗られた。米国の妻からあなたの
口座にすぐ送金する」と頼まれ，現金21万円相当を
だまし取られたもの。男は公衆電話から航空会社及
び米国の妻と通話している様子であったが，偽装で
ある可能性が高い。

16

3/15 チアパス州
（日） (夜行バス車内)
17:00

旅行者
男性

キンタナロー州カンクンからチアパス州サンクリ 窃盗
ストバルデラスカサスへ向かう夜行バス車内におい （スリ）
て,隣の座席に荷物を置いて寝ていたところ,カバン
の中から財布及び旅券を窃取されたもの。

17

3/19 メキシコ市
（日） ミゲルイダルゴ区
1:00

（ポランコ地区，路
上）

在留邦人
男性

トルクァート・タッソ通りのコンビニエンススト 強盗
ア前の路上において，店員が商品を持ってくるのを （路上強
待っていたところ，けん銃を持った男性に金品を要 盗，銃器使
求された。これに応じなかったところ，別の男性2 用）
名が加わり，頭部を殴打され，ポケットに入れてい

た財布を強奪されたもの。
18

3/19 グアナファト州
在留邦人
（木） シラオ市
男性
9:00 （ファストフード店の
駐車場）

マクドナルドの駐車場に車をとめ，トイレへ行っ 窃盗
ていたところ，トランクに入れていたPC，旅券，書 （車上狙
類等を窃取されたもの。窓ガラス・鍵穴の損傷な
い）
し。

19

3/19 キンタナロー州
（木） カンクン市
19:00 （宿泊先）

宿泊先の客室において，旅券等在中のウエストポ 窃盗
ーチを窓際の机の上に置いていたところ，後日，空 （客室狙
港国内線出発時に旅券を窃取されたことに気づいた い）

旅行者
男性

もの。
宿泊先は改修工事のため数名の作業者が出入して
おり，また部屋の扉・窓も開放していたことから，
客室内に人が入れる状況だった。
20

3/23 グアナファト州
（月） シラオ市

在留邦人
男性

12:00 （ガソリンスタンド）
21

3/25

メキシコ市

（水） クアウテモック区
10:00

空港近くのガソリンスタンドＰＥＭＥＸにおい
窃盗
て，給油後に敷地内トイレへ行くため車を離れたと （車上狙
ころ，窓ガラスを割られ車内に置いていたPC等を窃 い）
取されたもの。

在留邦人
女性

地下鉄Pino Suarez駅近くの公園において，自称

詐欺未遂

米国人の男（年齢50歳前後で背の高い白人）に声を
かけられ「メキシコ州トルーカ市からタクシーで来
たが，航空券やクレジットカード，旅券等を入れて
いたジャケットを車中に残したままタクシーが去っ
てしまった。明朝，重要な会議があり，どうしても
今夜帰国しなければならない。あなたの口座へ送金
するので助けてほしい」と頼まれた。男は米国の妻
に公衆電話で話をしている様子だったが，話に整合
性がないため不審に思い公衆電話を見たところ，カ
ード残数が減っておらず，また大使館HPの被害一覧
に同類の被害があったことを思い出したため，援助
を断りその場を去ったもの。
3月15日に発生した犯行手口と極めて酷似してお
り，同一人犯の可能性あり。

22

4/4 グアナファト州
在留邦人
（土） レオン市
男性
15:00 （コンビニエンススト

23

4/7 グアナファト州
（火） レオン市

ア駐車場）

窃取されたもの。
在留邦人
男性

22:30 （路上）
24

25

4/16

ケレタロ州

コンビニエンスストアＯＸＸＯ駐車場に車をと
窃盗
め，店内で買い物していたところ，右後席窓ガラス （車上狙
を割られ，後席に置いていた旅券等在中のカバンを い）
サンペドロ通りの路上に車をとめ，レストランで 窃盗
飲食していたところ，助手席窓ガラスを割られ，助 （車上狙
手席足元に置いていたデジタルカメラ等在中のカバ い）
ンを窃取されたもの。

在留邦人

自宅アパート駐車場シャッターが故障していたた 窃盗

（木） ケレタロ市
7:30 （路上）

男性

め，やむを得ず車を自宅前路上に駐車していたとこ （車上狙
ろ，左後席窓ガラスを割られ，カーオーディオを窃 い）
取されたもの。

4/18 グアナファト州
（土） サラマンカ市
23:00 （飲食店店内）

在留邦人
男性

飲食店Plaza Galeriasにおいてメキシコ人友人と 窃盗
飲食中，現金，携帯電話，デビットカード，運転免 （置き引
許証等在中のカバンを椅子の背もたれにかけたまま き）
トイレへ行くため席を離れたところ，カバンを窃取
されたもの。

26

4/21 メキシコ市
（火） ﾍﾞﾇｽﾃｨｱﾉ・ｶﾗﾝｻ区

在留邦人
男性

16:00 （空港バスターミナ
ル）

メキシコシティ空港バスターミナル（Primera
詐欺未遂
Plus社待合室）において，アフリカ系米国人風の男
（きちんとした身なりでブレスレット着用）から英
語で声をかけられ，「カンクンでの家族旅行中に荷
物を紛失したが，周囲に英語を話せる人がいなく，
また米国大使館からも肌の色で差別され助けてくれ
ないので，家族のためにも金を貸してほしい」と頼
まれたが，同様の手口を「大使館からのお知らせ」
で読んでいたため，すぐに詐欺と判断し，援助を断
ったもの。

27

4/24 ミチョアカン州
（金） エクアンドゥエロ市

在留邦人
男性

20:00 （コンビニエンススト
ア駐車場）

メキシコ人運転手及び邦人駐在員２名がコンビニ 強盗
エンスストアＯＸＸＯで買物を済ませ，駐車場で車 （自動車強
に乗車したところ，近づいてきた男にけん銃を突き 盗，銃器使
つけられ，車を強奪されたもの。
用）
その後，車内に残していたiPhoneの位置情報を警察
へ伝え，被害車両が発見された。

28

4/26 メキシコ市
（土） クアウテモック区

旅行者
男性

19:00 （路上）

29

4/29 グアナファト州
（水） レオン市
20:00 （飲食店駐車場）

サン･イルデフォンソ通りから憲法広場（ソカ
強盗未遂
ロ）方面へ歩いていたところ，自転車に乗って近づ （路上強
いてきた男が，自転車を乗り捨てナイフのようなも 盗，凶器使
ので襲われたもの。被害者は，走って逃げる途中に 用）
転倒し軽傷を負った。

出張者
男性

市内レストランPlaza Mayorにて夕食中，借上げ 強盗（銃器
車の運転手が別の場所で食事を摂り，車へ戻ったと 使用）
ころ，3人組の男からけん銃を突きつけられ，車内
のカバン（出張者の旅券，iPad，免許証，社員証，
クレジットカード等在中）を強奪されたもの。

30

4/30 メキシコ市
（木） クアウテモック区

旅行者
男性

16:50 （地下鉄イダルゴ駅）

地下鉄から下車しようとしたところ，数名の男に 強盗
囲まれ，旅券・財布・クレジットカード等在中のウ
エストポーチを強奪されたもの。

31

5/6 キンタナロー州
（水） カンクン～チキーラ
11:00 （バス車内）

旅行者
男性

カンクンからチキーラ行きのバスに乗車中に居眠 窃盗
りをし，目が覚めたところ，棚の上に置いていた旅 （置き引
券等在中のカバンを窃取されたもの。
き）

32

5/9 モレロス州
（金） クエルナバカ市

在留邦人
女性

路上で中年女性から「自分は郊外から来た家事労 詐欺
働者で，雇用主に当選した宝くじの賞金受取を依頼

10:30

されている」旨，声をかけられた。その後，偶然を
装って通りがかった中年男性（共犯）が入手してき
たという当選リストのコピーを確認すると，700万
ペソ以上の当選金額であり，男性が賞金受取を手伝
うと伝えたところ，女性は賞金から100万ペソずつ
渡すと言った。男性は，自分が金目目当てではない
ことを証明するため，自宅から持ってきたという12
万ペソを見せた後，邦人に同じことをするよう伝え
たため，邦人は2 名と共にタクシーで自宅へ向か
い，保管していた1万ドルの現金を自宅前で見せ
た。女性は，謝礼の前金としてこれまで貯めてきた
という1万ペソを袋に入れるとともに，男性が持っ
ていた現金12万ペソを同じ袋に入れ，男性に渡した
ところ，男性は自宅へ現金を置いてきた後，女性に
袋を返した。邦人も同様に女性の1万ペソ在中の袋
に自分の現金1万ドルを入れたところ，男性は「私

と同じように」と言いながら袋をシャツの下に入れ
た（別の袋とすり替えた）後，袋を邦人のカバンへ
押し込んだ。その後，女性から「我々はここで待っ
ている。袋ごと差しあげるので，袋を家へ置いてき
て」と言われたため，邦人は自宅に袋を置いた後に
戻ったところ2名の姿はなく，また袋の中を確認し
たところ，紙の束にすり替わっており，現金1万ド
ルを窃取されたもの。
33

5/10 メキシコ市
（日） ミゲルイダルゴ区
6:00 ポランコ地区

在留邦人
男性

自家用車で外出中に自宅近くでパトロール中の警 恐喝
官に職務質問を受けたところ，滞在許可証不携帯の
ため不法滞在の可能性を指摘された。弁護士に電話
すると申し出たところ400ペソを要求され，交渉の
結果300ペソを支払い解放されたもの。

34

5/13
(水)

グアナフアト州
シラオ市

在留邦人
男性

21:00 （飲食店駐車場）
35

36

5/17

グアナフアト州

助手席の足下に置いていた，ＰＣ，旅券等在中のバ い）
ッグを窃取されたもの。
在留邦人

ショッピングセンターPlaza Veleros駐車場に車

窃盗

(日) セラヤ市
男性
19:30 （ショッピングセンタ
ー駐車場）

をとめ，買物を終えて車に戻ったところ，運転席の （車上狙
鍵穴をこじ開けられ，2室に置いていた，ＰＣ，旅 い）
券等在中のバッグを窃取されたもの。

6/3 グアナフアト州
在留邦人
（水） イラプアト市
男性
15:35 （コンビニエンススト

セラヤよりグアダラハラの事務所へ帰社途中，ト 窃盗
イレへ行くため現場コンビニエンスストア駐車場に （車上狙
駐車。約３分後車へ戻ると，助手席側の窓ガラスが い）

ア駐車場）
37

マクドナルドの駐車場に車をとめ，食事を終えて 窃盗
車に戻ったところ，運転席の鍵穴をこじ開けられ， （車上狙

6/5

メキシコ州

（金） トルーカ市
15:00 （駐車場）

割れており，車内に置いていた旅券，ＰＣ等在中の
カバンを窃取されたもの。
在留邦人
男性

メキシコ州トルーカ市の銀行で１万ペソを引き出 窃盗
した後，パスポートの入った封筒にお金を入れ，車 （スリ）
を駐車してあったアクロポリスの駐車場に行ったと
ころ，後方より女性から「背広に汚れがついてい
る」と話しかけられ，服をきれいにしてもらった
後，気がつくと，封筒がカバンの中から窃取されて
いたもの。

38

6/8 メキシコ市
（月） ミゲルイダルゴ区
11:00 （飲食店店内）

出張者
男性

メキシコ市ミゲルイダルゴ区のスターバックスで 窃盗
コーヒーを飲んでいた際，カバン掛けにかけていた （置き引
ところ，旅券在中のカバンを窃取されたもの。
き）
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6/10 タバスコ州
（水） ヴィジャエルモサ市

出張者
男性

ヴィジャエルモサのホテルに向かう途中，レスト 窃盗
ランに立ち寄り，夕食後車に戻ったところ，助手席 （車上狙

40

22:00 （飲食店駐車場）

側後部窓ガラスを割られたレンタカーを確認。トラ い）
ンクに入れていた，ＰＣ，旅券等の入ったバッグを
窃取されたもの。

6/18 メキシコ市
警備員
（木） アルバロ・オブレゴン (現地人)
03:00 区
及び施設
（学院内）

メキシコ市アルバロ・オブレゴン区にある学院に 強盗
おいて，０３：００頃，武装した強盗犯数名が外壁 （銃器使
上部金網を切断して侵入し，正面警衛所の窓ガラス 用）
を割り，銃で警備員を脅して拘束した。その後，正
面の門を開けさせ，さらに仲間の強盗犯を侵入さ
せ，脅した警備員を伴ってに移動し，警備員等を紐
で拘束した。
犯人等は，学院敷地内のＡＴＭをバールで破壊
し，ガスバーナーで燃やし，現金を奪おうとするも
未遂に終わる。その後，警備員詰所の，防犯ビデ

オ・無線機・正面扉の鍵等を奪い逃走した。
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6/29 メキシコ市
（月） クアウテモック区
9:30 （地下鉄）

旅行者
男性

メキシコ市クアウテモック区セントロ地域の地下 窃盗
鉄にて，サンフアンデルレトラン駅から乗車し，サ （スリ）
ルトデルアグア駅で乗換え，インスルヘンテス駅に
て下車したところ，旅券，現金，クレジットカード
等在中の財布を窃取されたことに気がついたもの。
同22:30頃，地下鉄９号線の駅長が，当該旅券が
発見されたと大使館まで旅券を渡しに出頭した。

42

7/13 ケレタロ州
（月） （ホテル）
10:00

出張者
男性

(11/23
届出)
43

7/20

ホテルのロビーに居たところ，２０代とみられる 詐欺
白人男性から，「タクシーに乗っていたら荷物を全
てとられた。後日支払うので３００ペソ程度貸して
欲しい」と言われ，これに応じたところ，以後音沙
汰なく，詐欺被害にあったと気がついたもの。

グアナファト州

（月） イラプアト市
21:00 （路上）

在留邦人
男性

グアナファト州イラプアト市のスーパーマーケッ 窃盗未遂
トmega直近の路上に駐車し，買い物を終えて車に戻 （車上狙
ったところ，後部座席左側の窓が割れていることに い）
気がついた。トランクに荷物を入れていたため，盗
難の被害はなかった。また，本人にも被害はなく，
器物損壊被害（窓全損）のみであったもの。
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7/27 ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ州
（月） （自宅）

在留邦人
男性

4:00

飼っている犬が吠えていることに気づき，自宅の 窃盗
２階から１階に下りたところ，家の周りにある高さ （居空き）
約３ｍの塀を乗り越える男の後ろ姿が見えた。
確認したところ，現金，携帯電話，キャッシュカ
ード等を窃取されていた。なお，事件の数週間前に
飼っている犬が頭部に怪我をしていたことから，事
前に犯人は家屋を下見し，あえて財布や携帯電話等
を狙って在宅の時間帯に侵入してきた可能性があ
る。

45

7/29 メキシコ市
（水） アルバロ・オブレゴン
10:30 区

職員が，朝出勤したところ，事務棟３Ｆ情報管理 窃盗
室に置いてあったラップトップ２台が無くなってい （事務所荒
ることに気がついた。
し）

（学院内）

ＰＣは，机上に１台及び鍵のかからないロッカー
内に１台がしまってあった。
本件は，職員が不在であった７／２７（月）１
６：００から７／２９（水）１０：３０の間に発生
したと思われる。

46

７月

ハリスコ州

下旬 サポパン市
(10/14 （不明）
届出)

在留邦人
女性

バナメックスのカード自体は紛失しなかったが， 窃盗
２度お金が引き出されていることに気がついたため （スキミン
カードをキャンセルした。
グ）
その後家族カードからもお金が２度引き出されて
いることに気がついたため，同カードもキャンセル
した。
後日，１回目の被害の７５％，２回目の被害の５
０％が銀行から返還された。
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8/2 メキシコ市
（日） コヨアカン区
12:30 （路上）

在留邦人
女性

コヨアカン駅を出てすぐのショッピングセンター 詐欺
入り口付近にある銀行の前通路を通っていたとこ
ろ，自称米国人の男（年齢50歳前後で背の高い白
人）本人と思われる人物に英語で呼び止められ，
「私は弁護士で，明日大切な会議があるので本日中

に米国に帰らなければならないが，フリーダ・カー
ロ博物館見学中，乗っていたタクシーに待っている
ように言い，航空券，財布等全てを入れていたコー
トをタクシー内に置いていったところ，博物館から
出てきた時にはタクシーがいなくなっていた。スペ
イン語が分からないので，手伝ってくれないか」と
言われた。
公衆電話から航空会社，妻に電話している様子で
あったが，その後，「自分のカードは盗まれて手元
にないので，あなたの口座に米国の妻から送金させ
て欲しい」と頼まれたため，現金約5万円相当を口
座から引き出して犯人に手渡したが，犯人は「更に
現金は持っていないか。」 と尋ねてきたため，
「限度額まで引き下ろしたため持ち合わせはない」
と答えたところ，「空港にタクシーで向かう」と言
い，立ち去ったもの。
なお，男性と別れて数分後，同じような詐欺手口
を大使館ＨＰの邦人被害状況で目にしたことがある
と思い出し，同一人物の可能性が高いと確信した。
（被害一覧
48

8/3 メキシコ市
（月） ベニートフアレス区

在留邦人
女性

15:30 （ショッピングモール
内）
49

8/8

サンルイポトシ州サン 出張者
ルイポシ市
男性
（自宅）

NO.15）

ショッピングモール内のスターバックスにて，座 窃盗
席の後ろに置いていたカバンの中から財布，カード （置き引
等を窃取されたもの。なお，窃盗に遭ったことに翌 き）
日朝気がつき確認してみると，銀行の残高無くなる
までデビットカードにて買物をされていた。
同市内会社借り上げのアパート３階において，１ 窃盗
時間ほど部屋から外出していた際，約45,000ペソ相 （空き巣）
当の紙幣のみが盗難に遭ったもの。部屋の扉は施錠
してあったが，扉はこじ開けられていた。また，財
布在中のクレジットカードやパスポートには被害は
なく，紙幣のみ盗まれ，硬貨に被害はなかった。
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8/10 メキシコ市
在留邦人
（月） （メキシコシティ国際 男性
１4:00 空港）

メキシコシティ国際空港第２ターミナルのバスタ 窃盗
ーミナル付近にて，携帯を見ていた隙に旅券在中の （置き引
カバンを窃取された。
き）
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8/22
(土)

メキシコ市
コヨアカン区

在留邦人
女性

12:30 （路上）

地下鉄コヨアカン駅直近の路上において，自称米 詐欺
国人の男（年齢50歳前後で背の高い白人）と思われ
る人物に英語で呼び止められ，「シカゴから旅行に
来ており，タクシーに全ての持ち物を置いたまま，
フリーダ・カーロ美術館に行っている間に，タクシ
ーは居なくなりお金など全て失った。スペイン語が
分からないので手伝ってくれないか」と言われた。
公衆電話から航空会社，妻に電話している様子で
あったが，その後，「自分のカードは盗まれて手元
にないので，あなたの口座に米国の妻から2000ドル
送金させて欲しい」と頼まれたため，口座番号を教
えた。しかし口座の振り込みが確認出来ないことか
ら，それを告げると「今日は土曜日・日曜日の休日
だから，今はまだ口座に反映されないのだろう。今
すぐどうしてもチケット代の現金が必要だ」と言わ
れたことから，被害者の一日当たりの現金引き出し
限界額の6000ペソを引き出し，手渡した。しかし犯
人は「2000ドルの残りの分も今すぐにもらいたい。
クレジットカードやその他の手段でどうにか現金を
引き下ろすことは出来ないか」旨申し向けたが，被
害者はこれ以上の現金を引き出すことはできなかっ
た。犯人は「自分の口座番号については銀行に確認
してもらえれば分かるので，後で残りのお金につい
ては振り込んでもらいたい」旨言い残し，架空のシ
カゴのの住所やメールアドレス等を手渡し，立ち去
った。
なお，男性と別れて後，同様の詐欺手口を大使館
ＨＰの邦人被害状況を確認したことで，詐欺被害に
遭ったと確信した。
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8/22 メキシコ州
（土） メテペック市
22:30 （飲食店駐車場）

出張者
男性

タイヤがパンクしたため，タイヤ交換を実施した 窃盗
が，パンクしたタイヤはスペアタイヤが入っていた （車上狙
トランク内のスペースに収まらなかったため，トラ い）
ンク内の荷物を後部座席に移動し，レストラン駐車
場に車両を駐車して食事をした。
車両は，食事を取った座席から見える位置に駐車
していたものの，車に戻ってみると，後部右側のガ
ラスが割られ，中に置いていたＰＣ，携帯，現金等
在中のバッグを窃取されていた。
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8/25

メキシコ市

（火） （自宅）
14:00

在留邦人
男性

外出中，邦人名を名のったメキシコ人男性から架 詐欺
電があり，働き始めて間もないメキシコ人使用人が （振り込め
対応したところ，架電者は被害者の兄弟であり，至 詐欺）
急金を振り込むよう使用人に指示。使用人はそれに
従い，鍵のかかっていた戸棚をこじ開け中にあった
現金 4500 ペソを oxxo 経由で bancomer に送金し
た。
その後被害者が帰宅したところに前述の男性から
再度架電がったため，詐欺による被害が発覚した。
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9/2
(水)

グアナファト州
サラマンカ市

20:00 （コンビニエンススト
ア店内）

出張者
男性

コンビニエンスストアＯＸＸＯ（ホリデイ・イ
強盗
ン・ホテル直近）にて買物をしていたところ，突然 （銃器使
覆面をした３名が店内に入ってきて拳銃を向けてき 用）
た。その際，店内には，店員２名と被害者のみであ

った。犯人グループは，レジ２台及び本人の所持品
（携帯電話，車の鍵，現金及び免許証）を奪い逃走
した。
55

9/3 グアナファト州
（木） シラオ市
13:40 （飲食店駐車場）

在留邦人
男性

シラオ市にあるマクドナルド（国道４５号線沿
窃盗
い）において食事をしていたところ，駐車場に停め （車上狙
てある車両の横に黒いバンが停車するのを見たた
い）
め，すぐに車に戻ったところ，左側後部窓ガラスが
破損しており，車内に置いていた携帯電話及びヘル
メット等の備品を窃取されたもの。
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9/5

グアナファト州

（土） サラマンカ市
22:10 （飲食店店内）

出張者
男性３名

出張者３名が，レストラン（ホリデイ・イン・ホ 強盗致傷
テル直近）において食事をしていたところ，強盗犯 （凶器使
２名が近づいてきて携帯電話を奪おうとした。被害 用）
者等が逃げようとした際，犯人は持っていた鉈のよ
うなもので，被害者のうち１名の頭部を切りつけ，
重傷を負った。
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9/10

ハリスコ州

（木） サポパン市
12:40 （自宅）

在留邦人
男性

カルテル・デ・ヌエバ・ヘネラシオンのフェルナ 恐喝未遂
ンド・トーレスと名乗る男から「金をよこせ，さも
ないと家族やお前の家族と会社に影響をおよぼす
ぞ。電話を切ると，ただではおかないぞ」という内
容の電話があったため，「わからない，わからな
い，金はない，金はない」と答え続けたところ，犯
人は，「俺はもう忙しいから電話を切れ」と言われ
たため，「あなたが電話を切れといったから切る」
と答え電話を切った。
相手が，被害者の住所・家族の名前・仕事内容な
どを全て知っていることを不安に思ったため，当局
には報告せず，当館に相談の電話をした。当館か
ら，直ちに検察当局に被害を届け出けて指示を仰ぐ
よう指示し，すぐに検察に連絡したところ「それは
典型的な詐欺手口であるので相手にしないように」
というアドバイスを検察から受けた。実害はなし。
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9/16 サンルイポトシ州
（水） サンルイポトシ市

在留邦人
男性

13:00 （自宅）
～
20:00

家政婦の作業終了後の時間帯，犯人は，アパート 窃盗
の入口のかぎを開錠して建物に侵入し，部屋につな （空き巣）
がるエレベーター（エレベーターは暗証番号式であ
るも，入居時の設定のまま未変更）を使い，部屋に
侵入した（監視カメラはダミーのみの設置のため，
犯行状況は不明）。現金約 14 万円相当，時計，
iphone 等が盗まれた。
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9/23
(水)

グアナファト州
レオン市

在留邦人
男性

23:30 （コンビニエンススト
ア駐車場）

レオン市のコンビニエンスストア駐車場に，車を 窃盗
約３分間ほど駐車した間に，窓ガラスを割られて， （車上狙
後部座席に置いていた車内の金品（カバン・財布
い）
（現金 2,500 ペソ，クレジットカード・デビットカ
ード・免許証入り）・パソコン・パスポート等）を
盗まれた。
その後，捨てられていたパスポート等を拾得した
とする者からの電話があり，金銭による引き替えの
要求を受けた。窃盗犯等による誘い出しの危険性が
極めて高いことから，警備会社による代理人を立て
た上で，被害品の返還交渉させ，その結果，被害品
の一部が返還された。
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9/27

サンルスイポトシ州

出張者男

サンルイスポトシ市において，駐車スペースでな 窃盗

（土） サンルイスポトシ市
12:00 （路上）

性２名
在留邦人

い人通りの少ない路上に車両を駐車し，約４時間後 （車上狙
に戻って来た際，車上狙いの被害に気づいたもの。 い）

～
16:00

男性１名

なお，荷物は全てトランクに入れていたものの，運
転席の扉が何らかの方法で解錠されており，そこか
らトランクを開けられたとみられる。
トランクに入れていた，カバン数点・日本円若
干・パスポート２点・携帯電話・クレジットカー
ド・運転免許証等が盗まれた。
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10/3 メキシコ市
在留邦人
（土） ベニート・ファレス区 男性１名
10:45 サン・フアン地区
女性１名
（路上）

赤信号で停車中，２名の歩行者から，車両のタイ 詐欺未遂
ヤに異常があることを指摘された。路肩に寄せて駐
車したところ，修理工の服装をした男１名が近づき
「タイヤの動きが異常で，ブレーキ破損の可能性が
ある。走行継続は危険なため，1.5 ブロック先の自
分の修理工場まで来い」と言われた。その男を後部
座席に乗せて指示された修理工場に向かうも，修理
工場なるもの存在せず，路上に駐車するよう言われ
た。男は，同様の服装の男を連れて戻り，車両を検
査しはじめた。その際，同人は知り合いの修理工場
に電話連絡し状況を説明したところ「詐欺や恐喝の
可能性があり，安易に車両に手を入れさせないよう
に」とのアドバイス受けた。修理工風の男２人は，
携帯電話による同人の会話や会話中の「恐喝」の文
言を聞き，突然そわそわし始め，その場を立ち去っ
た。
その後，通りかかった警察官に状況説明したとこ
ろ，「類似被害事例がよく発生している」との回答
を得た。
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10/7 ﾊﾘｽｺ州
（木） ﾄﾗﾎﾑﾙｺ市

在留邦人
女性

20:30 （駐車場）
頃

メキシコ人２名及び日本人２名にて，レストラン 窃盗
にて食事を取り，車両（メキシコ人所有）に戻る
（車上荒ら
と，助手席側の窓ガラスが割られ，助手席足下に置 し）
いていたメキシコ人のカバン（ジャケット等在中） （邦人の実
が窃取されたもの。
害無し）
なお，レストラン入り口には，駐車場係の従業員
が配置されていたものの，当該犯行には気がつかな
かった。

63 10/10 ﾇｴﾎﾞ･ﾚｵﾝ州
（土） ｻﾝ･ﾍﾟﾄﾞﾛ･ｶﾞﾙｼｱ市

在留邦人
男性

07:58 （自宅）

自宅に電話があり，女性の泣き声が聞こえた。何 詐欺/恐喝
か話しているようであったが，意味不明であった。 （未遂）
家族が外出していたが，所在が明確であったた
め，そのまま何も話さずに放置していたところ先方
から電話を切った。
後に確認したところ，同様の詐欺の手口があると
聞いたため報告したもの。

64 10/14 ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ州
（水） ｱｸﾞｱｽｶﾘｴﾝﾃｽ市
13:15 （路上）

在留邦人
女性

後部に車を停めた男性より窓ガラスをノックさ
れ，車の後部の異常を指摘される。
何か物を落としたかと思い，確認した所，右後部
タイヤがパンクしていた。その男性はタイヤの交換
を手伝う旨申し出てきたが，一旦やりすごし，家族
と携帯で連絡をとりながら対応していると，再度同
男性が引き返し，再度手伝いを申し出された。
スペアタイヤを取り出す際に，自身の下半身に手
をあて，被害者の体に当てるような行為をとり，ま
たライターを手に取り何かをしようとしていたた

器物損壊
（未遂）
及び
不審者によ
る接触

65 10/31 メキシコ市

66

67

男性

11/5 メキシコ市
（木） クアウテモック区
09:00 （地下鉄車内）

旅行者
男性

11/7

サンルイスポトシ州

（土） サンルイスポトシ市
（路上）
68

在留邦人

（土） クアウテモック区
15:50 （地下鉄車内）

11/8

メキシコ市

（日） クアウテモック区
19:30 （ホテル）

69 11/13 メキシコ市
（金） クアウテモック区

在留邦人
男性
旅行者
女性

旅行者
男性

15:00 （地下鉄）
70 11/14 メキシコ市
（土） クアウテモック区

在留邦人
男性

15:45 （メトロブス）

71 11/18 ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州
（水） ロサリート市
18:45 （駐車場）

出張者
男性

72 11/21 メキシコ市
（土） クアウテモック区
21:30 （コンビニ店外）

旅行者
男性

73 11月中 メキシコ市内

在留邦人

旬

（その他）

女性

め，急いで車の中に避難，男性に手伝いの不要を申
し出たところ，特に急ぐことも無く，男性は乗用車
で立ち去った。
その後，タイヤ屋へダメージ箇所があるか確認し
た所，タイヤ接地面，側面ともに傷などは無く，虫
ゴムを取り外されたため空気が抜けただけであっ
た。
なお，当該男性の風貌は以下の通り。
年齢：30 歳前後
身長：170CM 前後
衣類：赤いシャツ(T シャツ又はポロシャツ)
肌の色：褐色
髪の色：黒
車：白色 （ボロボロの車ではない）
地下鉄ソカロ駅にて混雑した車内から押し合うよ
うにして下車した際，ズボンの後ろポケットに入れ
ていた，滞在許可証，クレジットカード，メキシコ
の運転免許証等在中の財布を窃取されたもの。
滞在先のホテルから地下鉄にて移動中，車内が混
雑した区間を通り，ズボンの後ろポケットに入れて
いた現金，クレジットカード在中の財布を窃取され
ていたことに後から気がついたもの。
サッカー観戦後、車に戻ると、後部座席の窓ガラ
スが割られ、トランク内においていたカバン及び手
下げ袋を窃取されたもの。

窃盗
（スリ）

窃盗
（スリ）

窃盗
（車上荒ら
し）

メキシコ市内ホテルのフロントにて携帯電話を使
用していたところ，突然後方から携帯電話を奪われ
た。振り返ったところ，男性がナイフを持って立っ
ていた。更に男性が肩にかけていたカバンの紐を切
り，カバンを奪い取った後，ホテル前に待機してい
た別の男性が運転するバイクにて逃走したもの。
なお，奪われたカバンには，旅券，財布（現金及
びクレジットカード）等が入っていた。
怪我は無かった。
メキシコ市内を地下鉄にてセビージャ駅からセン
トロ方面に移動中，旅券・クレジットカード等在中
の袋を窃取されていたことに気がついたもの。

強盗

市内にて買物を終えた後，メトロブスに乗ろうと
したところ，突然前の男性が立ち止まり，後ろの男
性との間に挟まれる形となった。その間にズボンの
左前ポケットに入れていた携帯電話を窃取されてい
たもの。
なお，当該男性２名は，バスに乗車せずに立ち去
った。怪我なし。
飲食店にて食事をしていたところ，駐車していた
車両の後部座席の窓を割られ，中に置いていた旅券
等在中のカバンを窃取されたもの。

窃盗
（スリ）

San Juan 市場の近くにあるコンビニエンスストア
を出たところ，２人組の男に羽交い締めにされ，携
帯電話を強奪された。大声を上げたところ，顔面を
殴打され，左目を負傷したもの。
銀行口座から現金を引き出せないことから，通帳
を確認したところ，利用していない同一店舗からの
多数の引き落としが，合計 4,800 ペソ相当あった。
直ちに銀行に確認したところ，「不審な引き落とし
があったため，口座の利用停止を行った」とのこと
であった。銀行へ被害申告した結果，確認できたス

強盗致傷

（凶器使
用）

窃盗
（スリ）

窃盗
(車上荒ら
し)

窃盗
（スキミン
グ）

74 11/22 ケレタロ州
（日） ｻﾝ･ﾌｱﾝ･ﾃﾞﾙ･ﾘｵ市
17:00 （駐車場）

在留邦人
男性

75 11/26 ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州

旅行者

（木） ティファナ市
早朝 （ホテル）
76 11/28 メキシコ州

77

男性
在留邦人

（土） トルーカ市
19:30 （屋外）

女性

12/3 グアナファト州
（木） レオン市

在留邦人
男性

（駐車場）
78

12/9 グアナファト州
（水） レオン市
（駐車場）

在留邦人
男性

キミング被害については，被害回復がなされた。し
かし，その後再び同一店舗からの引き落としが確認
されたことから，再度銀行へ申告し，その店舗から
の引き落としが出来ないようにするよう手続きをお
こなった。
被害者は，日常生活において，デビットカードを
頻繁に使用していたことから，その過程でスキミン
グ被害に遭ったと思われる。
スーパーにて買物後車に戻ると，トランクが開け
られ，中に入れていたカバン（メガネ・筆記用具等
在中）を窃取されたもの。
貴重品は携行していたため被害はなかった。
被害を受けた車両はセダンだった。
ティファナ市内ホテルにチェックインし，外出後
部屋に戻ると，室内に置いていた旅券等在中の荷物
を一式窃取されたもの。
空港の近くにて３車線道路の左側を徐行中，中央
車線を走行していた車両も左折しようとし，車にぶ
つけられた。
車を降りた直後「いくら払うのか」と言われ，保
険会社を呼ぶことを伝えたが聞き入れなかった。
警察を呼ぶ旨提案したところ，急に態度が変わ
り，立ち去った。
運転手を待機させ、レストランにて食事をしてい
た。運転手が１５分の休憩に入った隙に車上荒らし
に遭い、車内に置いていた貴重品の入ったカバンを
窃取されたもの。
食事を終えて駐車場に停めていた車に戻ったとこ
ろ、ドアをこじ開けられ、車内に置いていた旅券、
携帯電話等を窃取されたもの。

窃盗
(車上荒ら
し)

窃盗
（客室ねら
い）
恐喝未遂

窃盗
（車上荒ら
し）
窃盗
（車上荒ら
し）

79 12/11 キンタナロー州
（金） カンクン
19:00 （ホテル）

旅行者
女性

ホテルのロビーにてチェックアウトをしていた
窃盗
際、置き引きに遭い、旅券等貴重品在中のカバンを （置き引
窃取されたもの。
き）

80 12/13 メキシコ市
（日） クアウテモック区
02:00 （路上）

旅行者
男性

宿泊先を探し歩き回っていたところ、複数のメキ
シコ人から声をかけられた。その後気がつくと、ズ
ボンに入れていた携帯電話を窃取されたことに気が
ついた。すぐに引き返し、携帯電話を返すように伝
えたが、集まってきたメキシコ人から暴行を受け、
さらに、クレジットカード及び現金等を窃取され
た。
現場に警察官が現れたため、助けを求めたとこ
ろ、パトカーに乗せられた（その際、周囲にいたメ
キシコ人達が、何かを話していた）。
その後、暗い路地で降ろされ、「現金を払えば見
逃す」旨警察官に言われた。
現金は奪われたため所持していない旨伝えたとこ
ろ、再度パトカーに乗るよう指示されたため、怖く
なって逃走した。
４５号線沿いのガソリンスタンドに併設されたコ
ンビニエンスストアにて買物をし、車に戻ると、運
転席側の鍵がこじ開けられ、後部座席に置いていた
旅券等在中のカバンを窃取されたもの。

81 12/14 グアナファト州
（月） レオン市
08:00 （駐車場）

在留邦人
男性

82 12/19 ﾊﾞﾊｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州
（土） ティファナ市

在留邦人
男性

10:00 （路上）

窃盗（ス
リ）⇒事後
強盗、
恐喝未遂

窃盗
（車上荒ら
し）

コンビニ横の道路に駐車し、買物をして約３分後 窃盗
に車に戻ると、後部左窓ガラスが割られ、車内にお （車上荒ら
いていた旅券等在中のカバンを窃取されていたも
し）
の。

83 12/20 アグアスカリエンテ州 在留邦人
(日) アグアスカリエンテ市 女性
08:30 （自宅）
～
09:15
84 12/24 メキシコ市
（木） クアウテモック区
22:30 セントロ

旅行者
女性

セントロにてバス停まで徒歩で移動中、拳銃を所 強盗
持した男性が、銃をちらつかせながら、肩にかけて （銃器使
いた旅券、現金等貴重品在中のカバンを奪い去った 用）
もの。怪我無し。

在留邦人
男性

市内ホテルに前日から宿泊、自宅に帰宅した際、 窃盗
ドアノブが潰されており、また、自宅の鍵が刺さら （空き巣）
ない状態になっていた。
ガードマンとともに自宅に入ると、室内が荒らさ
れ、貴重品を窃取されたことに気がついたもの。

（路上）
85 12/27 グアナファト州
（日） シラオ市
18:30 （自宅）

家人が、自宅（集合住宅の一軒家）の２階ベラン 窃盗
ダを空け、１階を掃除している最中に、２階が物色 （居空き）
され、パスポート入りのリュックサック・ノートパ
ソコン等の電子機器を盗まれたもの。

