
被害　　日
時 被害者 備考

1 1/12（木） 
20:30

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

2 1/14（土） 
17:30

在留邦人男
性

詐欺

3 1/15（日） 
3:00頃

窃盗

4 1/28（土） 
14:15

在留邦人男
性

路上強盗（
けん銃使用
）

5 1/29（日） 
20:00

在留邦人男
性

路上強盗

6 2/15（水） 
20:00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

グアナファト州　　　
　レオン市　　　　　
　　（Villa Verde 
地域）calle Ottawa

同地域内を徒歩で帰宅途中、二人組の男達に刃物で脅され
、抵抗せずに携帯電話と財布を渡したところ、犯人達は自
転車で逃走していった。

グアナファト州　　　
　レオン市　　　　　
　　（薬局の駐車場）

Ｌｏｍａｓ　ｄｅｌ　Ｒｅｆｕｇｉｏ地域の薬局・ファル
マシアグアダラハラに車を停め、店内で買い物をしていた
ところ、車の後部ガラスを割られ、車内に置いていたパス
ポート、スマートフォン等の入ったカバンを窃取された。

グアナファト州　　　
　レオン市　　　　　
　　（銀行）

セントロ・マックス内にあるバナメックスのＡＴＭで現金
を引き出そうと操作しようとしていたところ、隣にいたメ
キシコ人女性に話しかけられた。利用しているＡＴＭは使
えないと言っているように理解した為、女性側のＡＴＭに
移動し操作したが、使用不可との表示が出たのでカードを
引き取った。その後急に女性がカードを取り上げその場を
去ろうとした為、呼び止めてカードを取り戻した。後日、
カードを利用しようとしたが使用できなかった為、不信に
思いよくカードを確認したところ、別のカードに差し替え
られていることに気付いた。カードをキャンセルするまで
の６日間で計25,000～30,000ペソ程度を複数回にわたり引
き出されていたことが判明した。

グアナファト州　　　
　イラプアト市　　　
　　（日系企業敷地内
）

夜中に何者かが会社敷地内に侵入し、外に置いてあったは
しごを盗まれた。　　　　夜勤の従業員が敷地内で見知ら
ぬ３人組を目撃していたが、すぐに逃げられ、翌朝になり
はしごがなくなっていることに気がついたもの。２４時間
在駐の警備員を雇っているが、進入経路は不明。　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昨年末にも
、敷地を囲っている金網を破られ、敷地内のリアカーを盗
まれているため、警察、工業団地に報告し、警備を強化す
るよう依頼する予定。

グアナファト州　　　
　サラマンカ市　　　
　　（ダウンタウン）

ダウンタウンを歩いていたところ、メキシコ人男性に時間
を聞かれ、答えると後をつけられた。人気のない通りに出
ると拳銃を突きつけられ、金品と携帯電話を要求され、抵
抗せずに渡したところ、犯人は逃走していった。

在レオン日本国総領事館領事班

邦人被害の犯罪発生状況

（２０１７年１月１日～１２月３１日）

被害場所 被害状況

グアナファト州　　　
　レオン市　　　　　
　　（コンビニエンス
ストアの駐車場）

靴のアウトレット近くのガソリンスタンド併設のコンビニ
エンスストア・オクソに車を停め、店内で買い物をしてい
たところ、運転手席側の鍵をこじ開けられ、助手席のダッ
シュボードに入れていた携帯電話と、トランクに置いてい
たパスポート等の入ったカバンとスーツケースを窃取され
た。



7 2/16（木） 
06:30

在留邦人女
性

窃盗（車上
荒らし）

8 2/17（金） 
11:00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

9 2/18（土） 
20:00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

10 2/19（日） 
17:20

在留邦人男
性

強盗未遂（
けん銃使用
）

11 2/22（水） 在留邦人男
性

窃盗（空き
巣）

12 2/27（月） 
19:00

在留邦人男
性

強盗（けん
銃使用）・
傷害

13 3/2（木） 
21:00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

14 3/11（土） 
18:30～20

：30

在留邦人男
性

窃盗（置引
き）

15 3/13（月） 
21:00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

グアナファト州　　　
　サラマンカ市　　　
　　（レストラン内）
ホリディインホテル前
のシーフードレストラ
ンLa bodega del Mar

ホリディ・インホテル前のシーフードレストランで食事を
していたところ、トイレに行き戻った隙に、テーブルの上
に置いていたパスポートが入った小さめのカバンがなくな
っていることに気がついたもの。

グアナファト州　　　
　サラマンカ市　　　
　　（薬局の駐車場）

ＳＡＭ’ＳＣＬＵＢ前のファルマシアグアダラハラに車を
駐車していたところ、車右後方の窓ガラスが割られ、後部
座席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。

ケレタロ州　　　　　
　ケレタロ市　　　　
　　フリキージャ地域

　　　（自宅）

帰宅したところ、室内が荒らされており、金目のもの（テ
レビ、パソコン、現金、予備の鍵等）が盗まれていること
に気がついた。二階の窓を割られ進入されていた。翌日も
何者かが侵入しようとしていたところ、隣人が警察に通報
したが、逮捕には至らなかった。

グアナファト州　　　
　イラプアト市外　　
　　　　（コンビニエ
ンスストアの駐車場）

90号線沿い（アバソロからイラプアト方面、ケレタロに向
かう４５号線を過ぎたＰＥＭＥＸ併設）のコンビニエンス
ストア・オクソに車を停め、ゴミを捨てようとしていたと
ころ、バイクに乗った二人組が近づいてきて、そのうちの
一人が拳銃を突き付け、携帯電話を財布を奪い、被害者を
殴打、左瞼を裂傷した。犯人はバイクに乗ってそのまま逃
走した。

ケレタロ州　　　　ケ
レタロ市　　　　　（
日本食レストランの駐

車場）

レストランに駐車し店内で食事をしていたところ、運転席
側の鍵を壊され後部座席に置いていたパソコンの入ったカ
バンを窃取された。

サンルイスポトシ州　
　サンルイスポトシ市
　　（公園付近の路上

）

市内の公園の外に車を停め１０分程離れていた隙に、トラ
ンクに入れていたパスポート、パソコン、カード類の入っ
たカバンを窃取された。車に鍵をかけていたものの、開け
られた形跡等もなく、アラームも鳴らなかった。

グアナファト州　　　
　イラプアト市　　　
　　（コンビニエンス
ストアの駐車場）

市内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、車の後部ガラスを割られ、車内
に置いていたパスポート、パソコン、現金等の入ったカバ
ンを窃取された。

グアナファト州　　　
　サラマンカ市　　　
　　（４５号線沿い）

４５号線を走行している際、サラマンカを過ぎてすぐの側
道に入り路肩に駐車しようとしたところ、二人乗りのバイ
クが逆走してきてすれ違った後、Ｕターンをして運転席側
の窓に拳銃を突き付けてきた。咄嗟にアクセルを踏み走り
出すと、バイクは５メートルくらい並走してきたが、その
まま逃げ切った。

グアナファト州　　　
　レオン市　　　　　
　　（コンビニエンス
ストアの駐車場）

アエロプエルト通り沿い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、車のアラーム
が鳴ったため、車に戻ると運転席の後ろのガラスが割られ
、車内に置いていたパスポート、パソコン等が窃取されて
いた。



16 3/14（火） 
22:00

在留邦人出
張者　男性

窃盗（車上
荒らし）

17 3/15（水） 
12:00

在留邦人出
張者　男性

窃盗（車上
荒らし）

18 3/16（木） 
21:00

在留邦人　
男性

窃盗（車上
荒らし）

19 3/19（日） 
13:00

在留邦人　
男性

窃盗（ＡＴ
Ｍ被害）

20 3/23（金） 
12:30～18
：00の間

窃盗（空き
巣）

21 3/23（金） 
21:00

出張者　男
性

窃盗（車上
荒らし）

22 3/25（土） 
21:20

在留邦人　
男性

窃盗（車上
荒らし）

ハリスコ州　　　　　
　グアダラハラ市　　
　　プロビデンシア地
域　　（事務所兼自宅

）

事務所兼自宅を留守にしている間に門をこじ開けられ、玄
関横の窓の鍵を壊され窓から侵入された。定款などが入っ
ていた金庫や、個人の現金等を窃取された。また玄関の扉
も内側より壊され、そこから外に出た模様。

アグアスカリエンテス
州アグアスカリエンテ
ス市　　　　　　　　
　　　　（プラサ・フ
ィエスタの駐車場）

プラサ・フィエスタに車を停め、近くのレストランで食事
でをしていたところ、運転手席側後方の窓ガラスが割られ
、車内に置いていたパスポート、パソコン、ＩＰＡＤ、ク
レジットカード等の入ったカバンを窃取された。

グアナファト州　　　
　レオン市　　　　　
　　（コンビニエンス
ストアの駐車場）

Ｎａｔｕｒａ　Ｒｅｓｉｄｅｎｃｉａｌ　近くのコンビニ
エンスストア・オクソに 
に車を停め降車する準備をしていたところ、突然助手席の
ドアを開けられ、置いていたカバンを窃取された。犯行を
目撃した店員の話では、犯人はナンバープレートがついて
いない赤いフォルクスワーゲンに乗っていたとのことだっ
た。

グアナファト州　　　
　セラヤ市　　　　　
　　（ファーストフー

ド店の駐車場）

Ｃａｓａ　Ｉｎｎホテル近くのＫＦＣに車を停め、店内で
食事をしていたところ、車の鍵穴をこじ開けられ、後部座
席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。

グアナファト州　　　
　セラヤ市　　　　　
　　（薬局の駐車場）

テクノロヒコ通り沿いの薬局・Farmacia de Ahorro 
に車を停め、店内で買い物をしていたところ、車の鍵穴を
壊し開錠され、後部座席の足元に置いていたパソコンの入
ったカバンを窃取された。

グアナファト州　　　
　イラプアト市　　　
　　（銀行併設のＡＴ

Ｍ） Paseo 
Solidaridad 

通り沿いのBANCOMER 

ＡＴＭで現金を引き出そうとしたところ、いつもと違う画
面が出て携帯番号を入力後パスワードを入力するよう指示
があった為、そのように入力したが同じ画面のまま１０分
程何も動かなかった。キーボードのキャンセルボタンを何
度も押してみたが何も変わらなかった。隣でＡＴＭを使用
していた人も同じ状況で、その人から画面を写真に撮り、
翌日銀行にカード返却の申請をすればよいと言われた為、
翌日銀行へ行き事情を説明したが、ＡＴＭは本部で集中管
理している為写真のような画面が出てくるはずはないと言
われた。カードも探してもらったが見つからず、履歴を調
べてもらったところ、ＡＴＭにカードが吸い込まれてから
１時間後に大量の買い物がされており、残高が100ペソに
なっていた。

ケレタロ州ケレタロ市
　　　　　　　　フリ
キージャ地域　　　（
ショッピングセンター

の駐車場）

プラサシティモールに車を停め、食事をしていたところ、
車の鍵穴をこじ開けられ、車内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。



23 4/5（水） 
20:30頃

在留邦人　
男性

窃盗（車上
荒らし）

24 4/26（水）
12:30

在留邦人、
出張者　　
男性

窃盗（車上
荒らし）

25 5/13（土）
18:55～19:

05

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

26 5/19（金）
21:30

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

27 5/26（金）
　21:50

在留邦人男
性

窃盗（空き
巣）

28 5/27（土）
　21:00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

29 5/29（月）
以前

在留邦人女
性

窃盗（スリ
）

グアナファト州　　レ
オン市　　　　　（市

営バス車内）

所有している銀行口座の残高が減っていることに気付き銀
行へ詳細を確認したところ、５月２９日に今まで行ったこ
とのないＡＴＭで６８００ペソを引き出されていることが
分かり、その場で口座停止の手続をした。その口座のカー
ドがなくなっていることに後から気がついた。通勤途中の
バスの中でカードと家の鍵をすられたと思われる。

アグアスカリエンテス
州　　　　　　　アグ
アスカリエンテス市　
　　　　　　（スター
バックスコーヒーの駐

車場）

Desarrollo Especial Villa Asuncion 地域、Jose Maria 
Chavez 
通り1531番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　駐車場に車を停め５～１０分程度店内で買
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、後部座席に置いていたパスポート、手帳、鍵等の入っ
たカバンを窃取された。翌週、該当地域を管轄している警
備員より、プラサ・フィエスタ（被害場所より７０号線を
はさんだ向かい側）の植込みからカバンが発見された旨の
連絡を受けた。パスポートは無事だったが、デジタルカメ
ラ、約５００ペソ分のガソリンチケットが盗まれていた。
警備員によると、同様の手口での被害が同月で４件近く発
生しているとのことだった。

グアナファト州　　　
レオン市　　　　（自

宅）

帰宅したところ勝手口が開いていることに気付き、テレビ
、ノートパソコン、ゲーム機等がなくなっていることに気
がついた。犯人は壁にはしごをかけつっかえ棒のようなも
ので有刺鉄線をずらし、そこから庭に入り、空いていた小
窓に手を入れ勝手口のドアを開けた模様。

ケレタロ州　　　　ケ
レタロ市　　　　フリ
キージャ地域　　（ス
ーパーマーケットの駐

車場）

スーパーマーケット・Superamaの駐車場に車を停め併設の
レストランで食事をしていたところ、車の鍵を壊され、車
内に置いていたパスポート、パソコン、現金、カード類の
入ったカバンを窃取された。

ケレタロ州　　　　　
　ケレタロ市　　　　
　　フリキージャ地域
　　　（スーパーまた
は薬局の駐車場）

スーパーと薬局へ買い物に行き自宅に戻ったところ、運転
席の後ろ、２列目シートの足元に置いていた宿泊用具等の
入ったカバンが盗まれていることに気がついた。外観では
分からない程度であるが、車の鍵穴が破損していた。

グアナファト州　　サ
ンフランシスコデルリ
ンコン市　　　　（シ
ョッピングセンターの

駐車場）

ショッピングセンターPlazarellaの駐車場に車をとめ、昼
食に出たところ、運転手側のドアをピッキングされ車内に
置いていたバッグ４点、すべてを窃取された。貴重品：旅
券、パソコン、現金等

ケレタロ州　　　　エ
ルマルケス市　　（フ
ァーストフード店の駐

車場）

Carretera 57, Kilometro 
196周辺のBurgerkingの駐車場に車をとめて店に入り、車
に戻ると運転席側のドアが壊されており、車内に置いてあ
ったカメラ、パスポート、メキシコ滞在許可証、衣類がな
くなっていた。



30 5/31（水）
　21:00頃

在留邦人男
性

強盗（自動
車強盗）

31 5/31（水）
　22：00頃 

在留邦人男
性

窃盗（空き
巣）

32 6/10（水）
　17：00頃 

在留邦人男
性

窃盗（置引
き）

33 6/12（土）
　22:00頃

在留邦人男
性

路上強盗（
けん銃使用
）

グアナファト州　　レ
オン市　　　　　（シ
ョッピングモール）

ショッピングモール・アルタシア1階のベンチで財布を体
の横に置いて分座っていたところ気がついたら財布がなく
なっていた。周りを探してみたが既に見つからなかった。
財布の中にはパスポートと銀行のカードが入っていた。

ケレタロ州　　　　ケ
レタロ市　　　　フリ
キージャ地域　　　　
（サンタ・フェ通り）

一人で徒歩で帰宅途中、背後から二人乗りのバイクが近づ
いてきて、被害者の横で止まり話しかけてきた。後部座席
に座っていた者に肩掛けカバンを引っ張られた際に、拳銃
を所持していることに気がつき、強盗だと認識した。何を
言っているのかは詳しく分からなかったが、スペイン語で
「早く」と急かされたため、スマートフォンと現金１７０
０ペソ程度を渡したところ、犯人達はまっすぐ進行方向へ
逃走していった。

グアナファト州　　　
有料道路４５Ｄ号線（
ケレタロ州との州境）

４５Ｄ線をケレタロ方面へ走行中、路上に置かれていた大
きな障害物（石）を回避できずに乗り上げてしまい、タイ
ヤがパンクしてしまった。路肩に車両を停め状況を確認し
ようとしたところ、拳銃を持った二人組に脅され、カバン
、財布、携帯電話を窃取された。犯人らはパンクを修理し
たのち同車両を使用し被害者を人通りの少ない場所まで連
行し、ＳＩＭカードを抜いた携帯電話、現金を抜いた財布
と５０ペソを渡し、そのまま被害者の車で逃走した。被害
者は携帯電話のＧＰＳを頼りに料金所まで歩き、料金所係
員に携帯電話を借り、同僚に保護を求めた。

グアナファト州　　レ
オン市　　　　　　ナ
トゥーラ地域（自宅）

帰宅したところ、朝家を出るときに消したはずの２階へい
く階段の電気が点いていたため不審に思い、リビングを確
認すると、テレビがなくなっておりリビングに直結してい
る窓が開いていることに気がついた。テレビが計２台、電
子レンジ、ＩＰＨＯＮＥ、電子書籍、クレジットカード、
現金、バッグ、スーツケース、サングラス、帽子、パソコ
ン、オーディオコンポ、キーケース等が盗難に遭っていた
。守衛に連絡し監視カメラを確認するも、家の方を向いて
いたカメラの位置がずらされており、犯人の姿は確認する
ことができなかった。帰宅時、玄関の鍵は閉まっており、
無理やり開けられたような形跡もなかった。リビングの窓
の隙間に小さな金属の引っかき傷のようなものがあったが
、どのように侵入したか、犯人の手がかり等は現場検証の
時点では判明していない。



34 6/16（土）
　2:00頃

在留邦人男
性

窃盗（スリ
）

35 6/26（月）
　20:00頃

出張者　男
性

路上強盗

36 6/26（月）
　22:30頃

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

37 7/8（土）
　06:00頃

在留邦人男
性

路上強盗（
けん銃使用
）

38 7/14（金）
　03:30

在留邦人女
性

窃盗（忍込
み）

グアナファト州　　グ
アナファト市　　　　

　（自宅）

自宅で寝ていたところ、見知らぬ男が侵入し、寝室のドア
を開けてきたため、誰だ？と問いかけたところ、男は逃げ
ていった。その後、家の外に設置してある防犯カメラを確
認したところ、４つあったカメラのうち３つが盗まれてい
た。その他被害はなし。家にはバルコニーを伝って屋上に
侵入したものと思われる。

サンルイスポトシ州サ
ンルイスポトシ市（路
上、５７号線沿い）

市内５７号線沿いCarl'sJr.付近の路上を邦人３名で徒歩
で移動中、５人組の自転車に乗った若者に銃（またはモデ
ルガン）とスタンガンを突き付けられ、金銭を要求された
。スタンガンが接触したり小突かれたりしたものの、３名
共身体的被害はなく無事だが、現金、クレジットカード、
スマートフォン等を窃取された。

グアナファト州　　レ
オン市　　　　　（コ
ンビニエンスストアの

駐車場）

Paseo de 
Jerez通り沿い、運動公園裏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、運転席
側後部座席の窓ガラスを割られ、車内に置いていた袋を盗
まれた。貴重品は入っていなかった。

グアナファト州　　セ
ラヤ市セントロ地域　
　　　　（路上、Sost

enes Rocha 
通り197番地）

市内路上で会社の通勤バスを待っていたところ、男性二名
が近づいてきて、そのうちの一人が喧嘩を売る台詞を口に
した為、「私はあなたたちのことを知らない」と返答した
ところ、再び同じ台詞を口にし、拳銃を取り出し銃身をス
ライドさせ音を立ててみせてきた。その後すぐに第三の男
に背後から鈍器で左こめかみあたりを強打され気絶し、意
識を取り戻したところ、自分が仰向けに倒れており三人の
男が激しい力でズボンのポケットを破り左腰につけていた
ポシェットをベルトからねじ切ろうとしているところだっ
た。携帯電話を抜き取られようとした為、取り返そうと腕
を伸ばしたところ、左額部を蹴られた。通勤カバンとポシ
ェットを外し終えたところで通勤バスが到着し、異常を察
した運転手と社員３，４名が駆けつけたところ、犯人らは
逃走。運転手らは少しの間追跡を試みたが犯人を捕まえる
ことは出来なかった。現金、携帯電話、眼鏡、カード類を
窃取された。

サンルイスポトシ州サ
ンルイスポトシ市セン
トロ地域　　　　（In
dependencia通りとMar

iano 
Arista通りの交差点）

バーを出て１０メートル程先の交差点でタクシーを探して
いたところ、バイクに乗った市警察らしき警官２名に職務
質問された。「酔って歩いているのは罪になる。どうして
バーの前でタクシーを拾わないのか。警察署まで行かなけ
ればならない」等と言い被害者が所持していた布袋を開け
物色し、ポケットに入れていた財布を取り出し現金を調べ
られた。一人に話しかけられている間、もう一人が被害者
の背後で財布を確認しており、その際に現金約５００ペソ
を抜き取られた可能性がある。その後、タクシーで帰るよ
うに言われタクシーを捕まえて乗り込んだが、布袋を返却
してもらっていないことに気付き、現場に戻ったが、警察
官はもういなかった。袋の中には眼鏡を入れていた。



39 7/22（土）
　15:00～1

6:00

在留邦人 窃盗（スリ
）

40 8/11（金）
　14:00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

41 8/15（火）
　13:00

出張者　男
性

窃盗（車上
荒らし）

42 8/15（火）
　21:00～
　21:30

在留邦人男
性

路上強盗（
けん銃使用
）

43 8/25（金）
　09:00

在留邦人　
男性

窃盗（車上
荒らし）

44 9/7（木）
　06:45

在留邦人　
男性

窃盗（車上
荒らし）

45 9/7（木）
　21:00

在留邦人　
男性

窃盗（空き
巣）

46 9/9（土）
　16:00

在留邦人　
女性

窃盗（車上
荒らし）

47 9/12（火）
　23:00

在留邦人　
男性

窃盗（空き
巣）

グアナファト州　　レ
オン市　　　　　（自

宅）

　帰宅したところ、リビングの窓がドライバーのようなも
のでこじ開けられており、ＴＶ，スピーカー、パスポート
、現金等を窃取されていることに気がついた。

グアナファト州　　　
レオン市　　　　（コ
ーヒーショップの駐車

場）

スターバックスコーヒー（セントロマックスの隣）の駐車
場に車を停め店内で買い物をしていたところ助手席側の窓
ガラスを割られ、助手席に置いていたパスポート、カード
類の入ったカバンを窃取された。

グアナファト州　　　
サラマンカ市　　　（

自宅）

留守中に何者かが裏庭側の外壁の金網を一部切断し、台所
の窓をこじ開けて進入、家電、鞄類、調理器具、ゴルフ用
品、現金等を窃取した。

グアナファト州　　　
レオン市　　　　　　
　　　　　　　（スー
パーマーケットの駐車

場）

スーパーマーケット・ＨＥＢ（Adolfo Lopez 
Mateos通りとCampestre通り沿いの店舗）の駐車場に車を
停め店内で買い物をしていたところ、車の鍵穴を壊され、
車内のステレオを窃取された。

アグアスカリエンテス
州　　　　　　　アグ
アスカリエンテス市　
　　　　　　（日本食
レストランの駐車場）

市内の日本食レストラン・ＨＩＲＯ（パナメリカナ大学近
く）の駐車場に車を停め店内で食事をしていたところ、運
転手席側の鍵を壊され、トランクに置いていたパスポート
、現金等の入ったカバンを窃取された。

グアナファト州　　イ
ラプアト市　　　（路
上、ホテル・City 
Express Irapuato 

Norte付近）

徒歩で帰宅途中、後ろから逆走してきたバイクの二人組の
一人に肩を掴まれ、拳銃らしきものを見せられ金品を要求
されたため、両手を挙げたところ、ズボンのポケットに入
れていた携帯電話と財布を抜き取られた。

アグアスカリエンテス
州　　　　　　　（コ
ンビニエンスストアの
駐車場、レオン－アグ
アスカリエンテス高速

道路）

レオンからアグアスカリエンテス方面への高速道路の料金
所近くのコンビニエンスストアの駐車場に車を停めトイレ
に行き戻ったところ、助手席側後部座席の窓ガラスが割ら
れているのに気がついた。座席のシートを倒され、トラン
クに置いていた旅券、カード類、現金、ビデオカメラ等の
入ったカバンを窃取された。

ケレタロ州　　　　ケ
レタロ市　　　　セン
トロ地域　　　（レス

トラン）

セントロ地域、カテドラル（大聖堂）がある公園の近くの
レストランで食事中、椅子の脇にかけていたカバンの中に
入れていたカード類、現金等在中のカードケースが抜き取
られていることに気がついた。

アグアスカリエンテス
州　　　　　　　アグ
アスカリエンテス市　
　　　　　　（スーパ

ーの駐車場）

市内のスーパーマーケット・ＨＥＢの駐車場に車を停め店
内で買い物をしていたところ、運転手席側後部座席の窓ガ
ラスが割られ、車内に置いていたノートパソコン、パスポ
ート等の入ったカバンを窃取された。パスポートは同スー
パーマーケット近くの自動車販売店付近で発見され本人の
手元に戻ってきたが、パソコンは見つからなかった。



48 9/14（木）
22:00

在留邦人　
男性

窃盗（車上
荒らし）

49 9/15（金）
　10:00～1

1:00

在留邦人　
男性

窃盗（置引
き）

50 9/16（土）
　13:00

在留邦人　
男性

窃盗（置引
き）

51 9/18（月）
　07:05

在留邦人　
男性

窃盗（車上
荒らし）

52 9/19（火）
　07:45

出張者　男
性

窃盗（車上
荒らし）

53 9/22（金）
　07:00

出張者　男
性

窃盗（車上
荒らし）

54 10/3（火）
　11:00

在留邦人　
男性

窃盗（車上
荒らし）

55 10/6（金）
　7：30～8
：30頃

在留邦人　
男性

窃盗（空き
巣）

グアナファト州　　　
レオン市　　　　（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（Aeropuerto通りとEl 
Mayorazgo通り沿い）の駐車場に車を停め、トイレに行き
戻ったところ、後部座席に置いていた旅券、財布、パソコ
ン、カード類等の入ったカバンと携帯電話を窃取された。

グアナファト州　　　
レオン市　　　　（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（Aeropuerto通りとEl 
Mayorazgo通り沿い）の駐車場に車を停め、右後部座席に
座っていた子供を降ろしていたところ、左後部座席の窓ガ
ラスを割られた。子供を連れ車を離れた間に、後部座席に
置いていたゲーム機と、トランクに置いていた旅券、現金
、パソコン等の入ったカバンを窃取された。

アグアスカリエンテス
州　　　　　　　アグ
アスカリエンテス市　
　　　　　　（自宅）

朝７時頃出勤したのち、何者かが隣家より壁をつたい、被
害者宅バルコニーへ乗り移り、窓枠をドライバーのような
工具でこじ開け、２階の寝室へ侵入した。室内に保管して
いたパスポート、メキシコの滞在許可証、現金、カード類
、また、１階リビングに置いていたノートパソコンを窃取
された。防犯アラームが作動したため、犯人は１階のアラ
ーム本体と操作パネルを破壊した模様。

グアナファト州　　サ
ンミゲルデアジェンデ
市　　　　　　（ファ
ーマーズマーケット）

ファーマーズマーケット・ＴＯＳＭＡのフードコートで食
事中、子供の売り子が花やキャンディを売りにきたため、
いらないと追い払ったが立ち去らず、人数が更に増え４人
ほどの子供に囲まれた。無視して食事を続けていたところ
、子供らは次第にいなくなったが、気付いたら椅子の背も
たれにかけていた財布、携帯電話等の入ったボディバッグ
を窃取されていた。

グアナファト州　　　
レオン市　　　　（コ
ーヒーショップの駐車

場）

スターバックスコーヒー（セントロマックスの隣）の駐車
場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、後部座席に置いていた作業服の入
ったカバンを窃取された。

グアナファト州　　　
シラオ市　　　　（コ
ーヒーショップの駐車

場）

スターバックスコーヒー（レオンからシラオ方面45号線沿
い、ＯＮＥホテルの隣）の駐車場に車を停め店内で買い物
をしていたところ運転手席側の窓ガラスを割られ、車内に
置いていたパスポート、パソコン２台等の入ったカバンを
窃取された。

アグアスカリエンテス
州　　　　　　　アグ
アスカリエンテス市　
　　　　　　（日本食
レストランの駐車場）

日本食レストラン・YOTSUBA(Plaza 
Privilege内）に駐車していたところ、運転手席側後方の
窓ガラスを割られ、車内に置いていた携帯電話、ハードデ
ィスクを窃取された。

グアナファト州　　シ
ラオ市　　　　　（コ
ーヒーショップ店内）

スターバックスコーヒー（レオンからシラオ方面45号線沿
い、ＯＮＥホテルの隣）の店内で買い物、食事をし店を出
ようとしたところ、現金１５万円等の入った手持ちカバン
がなくなっていることに気がついた。



56 10/7（土）
　10:50

在留邦人男
性

路上強盗（
けん銃使用
）

57 10/13（金
）　19:00
～21：30頃

出張者　男
性

窃盗（車上
荒らし）

58 10/22（日
）　17:00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

59 10/22（日
）　22:00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

60 11/6（月） 在留邦人　
男性

窃盗（空き
巣）

61 11/16（木
）　08:20

在留邦人男
性

警察の事故
報告書の内
容変更被害

ハリスコ州　　　　グ
アダラハラ市　　　（
路上）

タコス屋台・Taco Mando(Jardines de Los 
Arcos地域Santa Irene 
通り3053番）の前に車を停め食事をしていたところ、運転
手席側の後部座席の窓ガラスを割られ、助手席の下に置い
ていたパスポート入りのカバンを窃取された。

グアナファト州　　レ
オン市　　　　　（自

宅）

朝８時半頃出勤し夜８時半に帰宅するまでの間に、何者か
が自宅に侵入し、パスポート、パソコン、携帯電話、財布
等を窃取した。被害者宅はアパートの２階にあり、玄関の
鍵はかかっていたため、ベランダから進入したと思われる
。

グアナファト州　　　
　シラオ市　　　　　
（プエルトインテリオ
ール近くの路上）

走行車線を運転していたところ、後ろから追い越し車線を
走行してきたトレーラーがカーブに差し掛かったところで
追い越した後、走行車線に侵入。トレーラーの内輪差もあ
り、トレーラー後部が走行車線を走行していた自分の車（
運転席側）と接触。接触後トレーラーは約300m逃走したが
、トレーラーを追い越し、停止させた。トレーラーは自動
車保険未付保。車両・トレーラー共に、MINISTERIOPUBRIC
Oに差し押さえられた。自動車保険会社によると、過失は
トレーラー側にあるが、警察の報告書には歩行者道路を運
転していた自分に非があると内容が変わっていた。警察に
にクレームは可能なものの、クレームしても警察の判定が
覆る可能性は五分五分で判定が出るのは３ヶ月以上先で、
その間、事故車両の引き出しも出来ないので、やむなく自
分で罰金を支払い、車両の修理（６万ペソ程度）も勤務先
で付保している自動車保険を利用。

ケレタロ州　　　　ケ
レタロ市　　　　フリ
キージャ地域　　　　
（韓国食材店の駐車場

）

韓国食材店・Doksuriの駐車場に車を停め降りようとドア
を少し開けたところ、犯人がドアの間から体を滑り込ませ
銃を被害者の腹部に突き付け金品を要求してきたため、財
布を差し出した。車の鍵も要求されたが、キーレス仕様で
鍵をすぐ取り出せなかったため、鍵がないことを身振りで
示したところ、犯人は徒歩でその場から逃走した。

グアナファト州　　　
セラヤ市　　　　（レ
ストランの駐車場）

市内レストランLa Bartola (Adolfo Lopez 
Mateos通り932番）の駐車場に車を停め食事をしたのち、
滞在先のホテルに戻りトランクを開けたところ、置いてい
た荷物が全てなくなっていることに気がついた。トランク
の鍵部分が壊されており、パスポート、パソコン、携帯電
話等を窃取された。

グアナファト州　　　
　レオン市　　　　　
（マッサージ店の駐車
場）

マッサージ店Vitalita Masaje Oriental (Mariano 
Escobedo通り2502番）前の駐車場に車を停めていたところ
、後部座席の窓ガラスを割られ、後部座席足元に置いてい
たパスポート等の入ったカバンを窃取された。



62 11/17（金
）　16:00

在留邦人男
性

詐欺

63 11/26（日
）　12：00
～14：00頃

在留邦人　
男性

窃盗（空き
巣）

64 11/27（月
）　13：00

在留邦人　
男性

強盗（けん
銃使用）

65 11/29（水
）　21：30

在留邦人　
女性

自動車強盗
未遂

ケレタロ州　　　　ケ
レタロ市　　　　（ス
ーパーマーケットの駐

車場）

スーパーマーケット・ソリアナ（Prolongacion 
Zaragoza通り80番）入り口前に車を停め店内で買い物をし
車内に戻りドアを閉めようとしたところ、男が無理やり運
転席に入ってきて被害者を助手席側に押し倒し車の鍵を奪
おうとした。取られまいと押し問答になったが、騒ぎを聞
いて駆けつけた人々が被害者を車から降ろしたところ、犯
人は車の鍵を奪い逃走を図ったが、人がいて車を動かせな
かったため諦めて徒歩で逃走した。周りの人が追いかけて
犯人は捕まった。 

グアナファト州　　　
　イラプアト市

携帯電話に非通知の着信があり応答したところ、BANCOMER
銀行の不正利用の担当者と名乗る女性からであり、自分の
カードが不正利用された可能性がありキャンセルしてもい
いかと言われた。キャンセルにあたり本人確認がしたいと
、名前、生年月日、住所やカード番号を言われて全て一致
した。カード裏７桁の最初の４桁を言われ、後ろ３桁を聞
かれて回答したのち、カードの暗証番号を口頭でなくダイ
ヤルするよう言われ指示通り行った。その後、被害の拡大
を防ぐため携帯電話アプリをリセットする必要があると言
われ、リセット手続用のメッセージが携帯電話に届き、メ
ッセージ内のＵＲＬを相手が指定してきた電話番号に転送
した。転送確認を行うため待つように言われている間、カ
ード利用通知メールが次々と送られてきてその旨を相手に
伝えると、システム設定中でテスト配信していると言われ
た。すぐに別の電話でカスタマーサービスに連絡し、カー
ドとネットサービスを停止してもらった。カード停止まで
の約１５分間でＡＴＭでの引出しと、他銀行口座への複数
回にわたる振込み、クレジットカードからのキャッシング
、携帯アプリの登録電話番号の変更をされていた。どこか
らか銀行口座の個人情報が漏洩し、詐欺集団の手に渡った
可能性が高い。

アグアスカリエンテス
州　　　　　　　アグ
アスカリエンテス市　
　　　　　　（自宅）

12：00頃玄関施錠し外出、14：00過ぎ頃帰宅したところ、
１階にある棚が荒らされていることに気がついた。そこに
置いていた現金、腕時計と、２階寝室のクローゼットにあ
ったアクセサリー箱を窃取された。玄関側に面した部屋の
小窓の鍵が開いており、固定式の網戸がサッシごとなくな
っていたため、そこから進入したものを思われる。

グアナファト州　　セ
ラヤ市　　　　　（飲

食店店内）

Subway(Villagran-
Celaya32，国道45号線沿い）の店内で買い物をしていたと
ころ、けん銃を持った２人組の男が店内に押し入り、貴重
品を出し床に伏せるよう要求してきたため、携帯電話を差
し出しその場に伏せた。その他客からも金品や車を奪い、
犯人は逃走していった。 



66 12/2（土）
　21:00

在留邦人男
性　（２名
）

路上強盗

67 12/4（月）
　13:20

在留邦人男
性

脅迫電話

68 12/5（火）
　11:00

出張者　男
性

窃盗（車上
荒らし）

69 12/14（木)
　12:00頃

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

70 12/25（月)
　16:00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

71 12/22（金)
　～12/31
（日）の間

在留邦人男
性

窃盗（空き
巣）

69 12/10（土
）7：45

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

グアナファト州　　サ
ラマンカ市　　　（自

宅）

留守にしている間、何者かが家の裏の塀を乗り越え、鍵を
かけ忘れたと思われる窓から進入し、テレビ、パソコン、
電子辞書、タブレット、車の鍵等の貴重品を窃取したもの
。

グアナファト州　レオ
ン市　　　　（スター
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。

アグアスカリエンテス
州　　　　　　　アグ
アスカリエンテス市　
　　　　　　　（路上

）

路上駐車し戻ってきたところ、運転手席側後部座席の窓ガ
ラスが割られ、車内に置いていたパスポート、カバン、パ
ソコン等を窃取された。

グアナファト州　　イ
ラプアト市　　　（路

上）

午前中に市内日系企業を訪問するため駐車場に車を停めト
ランクよりカレンダー、手帳等を取り出した。訪問後、ト
ランクを開けることなく日本食レストランへ移動し食事し
たのち、レストランの駐車場でトランクを開けたところ、
40冊ほどあった手帳が全てなくなっており、鍵の差込口が
破壊されていることに気がついた。

グアナファト州　　レ
オン市　　　　　（ス
ーパーマーケットの駐

車場）

スーパーマーケット・ＭＥＧＡの駐車場に車を停め買い物
をし帰宅する際、車のアームレストに入れていた集合住宅
の門を開けるキーがなくなっていることに気がついた。車
の鍵穴が壊されており、アームレスト内にあったカメラと
、トランク内の購入品が窃取されていた。

アグアスカリエンテス
州　　　　　　　アグ
アスカリエンテス市　
　　　　　　　（ハン
バーガーショップの前

）

バーガーキング（Aguascalientes 
Sur通り沿い）に入店しようとしたところ、前からやって
きた男に引き止められいてる間に、もう一人の男がナイフ
を持って脅してきた。被害者の一人は財布と携帯電話を渡
し、もう一人はカバンにいれていた貴重品を渡そうと手間
取っている間に犯人に押し倒され、暴行を受けた。犯人ら
はカバンを奪い徒歩で逃げていった。

グアナファト州　　イ
ラプアト市　　　（日

系企業事務所）

事務所宛に、Grupo 
Torresと名乗る会社から電話があり、マネージャーと話を
したいと言われた為、スタッフが邦人男性に代わったとこ
ろ、麻薬組織・Cartel de Jalisco Nueva Generacion 
からの者であり、イラプアトの治安悪化を改善するために
援助を募っており、協力するのかどうかと問いかけられた
。また、五千ペソを払うよう要求し、払わなければ大変な
目に遭う、お前を監視している等の脅し文句をかけてきた
。何を言っているかわからないと言い続けたところ、苛立
った様子で電話を切られた。また、電話口には少なくとも
２人の男性がおり途中で電話を交代したりしていた。



70 12/19（月
）20：00

在留邦人男
性

窃盗（車上
荒らし）

グアナファト州　イラ
プアト市　　（コンビ
ニエンスストアの駐車
場）Gomez　Morin通り

と Caudillo del 
Sur通りの角

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。


