
２０１４年の邦人被害例 

 

 ２０１４年に在スペイン日本大使館管轄区域内で確認された邦人被害は次のとおり。 
 

【１月：６件】 

（マドリード） 
１月１日（水）：傷害 
 午前４時頃、在留邦人男性が、モストレス市のバルで、壁に掛けた上着を取る際に別の客の上着を弾

みで落としたところ、持ち主及び連れのスペイン人男３人に店外へ連れ出され、殴る・蹴るの暴行を受

けた。 
 
１月２日（木）：スリ 
 午後７時頃、旅行者２人組が、マヨール広場で、奇声をあげながら走ってきた男３人組に気を取られ

ている隙に、バッグから旅券を抜き取られた。 
 
１月９日（木）：置き引き 
 午後８時頃、男性旅行者が、レハス地区のホテル内レストランで飲食中、気付かない間に旅券等の入

った鞄を置き引きされた。 
 
（グラナダ） 
１月１０日（金）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、セントロ地区のホテル内レストランで朝食中、ビュッフェを取るため一

時的に離席した隙に、座席足下に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（コルドバ） 
１月１６日（木）：詐欺 
 男性旅行者が、土産物店で、値引きと贈呈品を約束されて買物をしたが、贈呈品は料金を取られ、値

引き額も提示された額よりも僅かであったことに後刻気付いた。 

 

（その他） 

１月１６日（木）：４１９詐欺未遂 
 スウェーデン在住男性が、スペイン在住の弁護士を名乗る男から、「死亡した日本人顧客のスペイン

銀行口座の預金引出しのため、同故人の相続者となる形で協力してほしい」旨の手紙を受領した。その

後、電話やメールで何度か連絡をするも、途中で怪しいと気付き、金銭上の被害には至らなかった。 

 

【２月：５件】 

（マドリード） 
２月１０日（月）：スリ 
 午前１１時頃、男性旅行者が、カジャオ広場付近のデパートで買物中、背中側にかけた肩掛け鞄のフ

ァスナを気付かない間に開けられ、財布を抜き取られた。 
 
２月１８日（火）：置き引き 
 午後３時頃、在留邦人女性が、シウダー・リネアル地区路上のベンチに座っていたところ、１０代の

コロンビア人男２人及びスペイン人男１人組が、脇に置いた鞄を持ち去ろうとした。 
 
２月２４日（月）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、アトーチャ駅の AVE 乗車前のセキュリティチェックに於いて、X 線検査

機に通した鞄を受け取ったところ、中に入れていたノートパソコンが抜き取られていた（その直後、走

り去る犯人らしき白人男性１人を目撃）。 



 
２月２７日（木）：スリ 
 午後２時頃、女性旅行者が、チャマルティン駅で、スーツケースを持って階段を上がっていたところ、

気付かない間に肩掛け鞄のバックルを開けられ、旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
（その他） 
２月２４日（月）：窃盗 
 男性旅行者が、ドバイ経由でマドリード・バラハス空港に到着し、預けていたスーツケースを受け取

ったところ、ファスナと南京錠が壊され、現金を盗まれていた。 
 
【３月：７件】 
（マドリード） 
３月１日（土）：スリ 
 午後１１時頃、在留邦人女性が、アベニーダ・デ・アメリカのバス停で、見知らぬ男からバスの時刻

表等について質問され、携帯電話等を見ながら対応した際、肩掛け鞄のファスナを開けられ、財布を抜

き取られた。 
 
３月４日（火）：スリ 
 午前１０時頃、男性旅行者が、地下鉄５番線でプエルタ・デ・トレド駅からアロンソ・マルティネス

駅へ移動中、鞄から携帯電話を抜き取られた。 
 
３月６日（木）：スリ 
 午前７時半頃、女性旅行者が、地下鉄ヌエボス・ミニステリオス駅でスーツケースを運搬しながらの

乗換えの際、肩掛け鞄のファスナを開けられ、旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
３月１４日（金）：スリ 
 深夜０時頃、女性旅行者が、プエルタ・デル・ソル周辺のレストランで飲食中、肩掛け鞄のファスナ

を開けられ、旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
３月２３日（日）：置き引き 
 午後、旅行者３人家族が、サン・ミゲル市場を観光中、旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（セゴビア） 
３月４日（火）：置き引き 
 午後２時頃、女性旅行者が、セゴビア駅内のカフェで飲食中、座席の背もたれに掛けた肩掛け鞄を置

き引きされた。 
 
（セビリア） 
３月７日（金）：置き引き 
 午後２時頃、男性旅行者が、ファストフード店で飲食中、座席の背もたれに掛けていた旅券等の入っ

た肩掛け鞄を置き引きされた。 
 

【４月：１２件】 

（マドリード） 
４月２日（水）：スリ 
 午後６時頃、女性旅行者が、セラーノ通り沿いのブティックで洋服を試着中、店内で待機していた同

行家族の側に置いた鞄から、旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
４月３日（木）：スリ 
 午後５時頃、在留邦人男性が、地下鉄で空港から市内へ移動中、鞄から旅券等を抜き取られた。 



 
４月９日（水）：スリ 
 夜、女性旅行者が、サン・ヘロニモ通りを歩行中、ポケットに入れた携帯電話を抜き取られた。 
 
４月１１日（金）：スリ 
 午後１０時頃、男性旅行者が、地下鉄４番線でゴヤ駅からリスタ駅へ移動中、気付かない間に鞄のフ

ァスナを開けられ、旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
４月１６日（水）：スリ 
 午後３時頃、男性旅行者が、地下鉄サンティアゴ・ベルナベウ駅からレティーロ駅へ移動中、気付か

ない間に鞄のファスナを開けられ、財布を抜き取られた。 
 
４月２８日（月）：置き引き 
 午後９時頃、女性旅行者が、スペイン広場周辺のレストランで飲食中、座席の背もたれに掛けていた

旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（マラガ） 
４月７日（月）：置き引き 
 正午頃、在留邦人夫婦が、マラガ市の路上で、車の窓全てを開けて停車中、前方から近づいてきた男

の質問に応対している間に、後部座席に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（マニルバ） 
４月１２日（土）：車上狙い 
 午後３時頃、男性旅行者が、レストランで食事中、駐車場に駐めたレンタカーの窓ガラスを割られ、

旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 
（グラナダ） 
４月１５日（火）：スリ 
 午後４時頃、旅行者夫婦が、市内観光中、気付かない間に鞄から財布等の入った小物入れを抜き取ら

れた。 
 
４月２３日（水）：スリ 
 午後３時頃、旅行者親子が、アルハンブラ宮殿から市内へ徒歩移動中、気付かない間に鞄のファスナ

を開けられ、財布を抜き取られた。 
 
４月２７日（日）：スリ 
 午後１時頃、女性旅行者が、カレラ・デル・ヘニル通りをグループツアーで歩行中、気付かない間に

鞄のファスナを開けられ、旅券等を抜き取られた。 
 
（セビリア） 
４月１７日（木）：置き引き 
 午前７時頃、女性旅行者が、ホテルのレストランで朝食中、一次的に離席した間に、座席に置いた鞄

を置き引きされた。 
 

【５月：７件】 

（マドリード） 
５月４日（日）：置き引き 
 午前０時頃、男性旅行者が、マヨール広場周辺のレストランで知人と飲食中、一時的に離席した間に、

座席に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 



５月６日（火）：置き引き 
 午後８時頃、女性旅行者が、シウダー・リネアル地区のホテル前にツアーバスで到着した際、一時的

に車外へ出た間に、車内座席に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
５月８日（木）：スリ 
 午前１０時頃、女性旅行者が、地下鉄１号線でトリブナル駅からアトーチャ駅へ移動中、気付かない

間に鞄のファスナを開けられ、旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
（セビリア） 
５月９日（金）：スリ 
 午後１時頃、女性旅行者が、メルセナリアス広場でフラメンコの写真撮影中、気付かない間に鞄のフ

ァスナを開けられ、旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
（グラナダ） 
５月２４日（土）：置き引き 
 午後７時頃、女性旅行者が、グラナダ空港のトイレに鞄を置き忘れ、後刻、同場所を確認した際に鞄

はあったが、現金が抜き取られていた。 
 
（ロンダ） 
５月２７日（火）：スリ 
 午後２時頃、男性旅行者が、ヌエボ橋で、スペイン人と思しき３歳位の少女に声を掛けられた際、気

付かない間にバックパックのボタンを開けられ、旅券等の入った財布を抜き取られた（背後には、少女

の両親と思しき男女がいた）。 
 
（ブルゴス） 
５月２９日（木）：置き引き 
 午後１時頃、サンティアゴ巡礼中の男性旅行者が、バルで飲食中、座席後ろに置いた旅券等の入った

肩掛け鞄を置き引きされた。 
 
【６月：６件】 

（マドリード） 
６月７日（土）：スリ 
 午後２時頃、女性在留邦人が、プエンテ・デ・バジェカス地区のスーパーで買物中、見知らぬ女性客

から商品について尋ねられている間に、買物かごに入れた旅券等の入った財布を盗まれた。 
 
６月９日（月）：スリ 
 午前１０時頃、男性旅行者が、スペイン広場を観光中、気付かない間に鞄のファスナを開けられ、旅

券等の入った財布を抜き取られた。 
 
（セビリア） 
６月８日（日）：スリ 
 午後１０時頃、女性旅行者が、大聖堂周辺を歩行中、気付かない間に、肩掛け鞄から旅券等の入った

財布を抜き取られた。 

 
（マラガ） 
６月１２日（木）：客室盗 
 午前１０時頃、旅行者夫婦が、利用したホテル客室内のセーフティボックスが開かなくなったため、

ホテル側に開けてもらったところ、旅券及び現金が盗まれていた。 
 
（ハエン） 



６月２１日（土）：スリ 
 午後、男性旅行者が、市内観光中、気付かない間にズボンのポケットから旅券をすられた。 
 

（トレド） 
６月２３日（月）：スリ 
 午後３時頃、旅行者夫婦が、市内観光中、気付かない間に、鞄から財布を抜き取られた。 
 

【７月：８件】 

（マドリード） 
７月５日（土）：首締め強盗 
 午後１時頃、男性在留邦人が、エル・ビソ地区の事務所前の路上で、携帯でメールを打っていたとこ

ろ、中南米若しくはアフリカ系男２人組に背後から首を絞められ、気を失っている間に、旅券等の入っ

た鞄、腕時計、財布を強奪された。 
 
７月１６日（水）：スリ 
 午後３時頃、男性旅行者が、アルカラ通り（地下鉄セビリア駅周辺）を歩行中、気付かない間に肩掛

け鞄のファスナを開けられ、旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
７月２２日（火）：スリ 
 午後４時頃、男性旅行者が、マヨール広場周辺を観光中、気付かない間に肩掛け鞄のファスナを開け

られ、旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
７月２５日（金）：スリ 
 午後１時半頃、女性旅行者が、マヨール広場周辺を観光中、気付かない間に、鞄から旅券及び現金を

抜き取られた。 
 
７月２９日（火）：スリ 
 午後７時頃、旅行者夫婦が、地下鉄乗車中、バンコ・デ・エスパーニャ駅付近で男５人組に取り囲ま

れ、気付かない間に、鞄から旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
（バイレン） 
７月２２日（火）：置き引き 
 午後１２時半頃、男性旅行者が、市内レストランで食事中、気付かない間に、座席の背もたれに掛け

ていた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（マラガ） 
７月２３日（水）：車上狙い 
 午後１１時半頃、旅行者夫婦が、空港到着後、レンタカーのトランクにスーツケースを収納中、見知

らぬ男から話しかけれている間に、助手席に置いた旅券等の入った鞄を盗まれた（助手席の窓ガラスは

開けていた）。 
 
（サン・ロケ） 
７月２３日（水）：置き引き 
 午前８時頃、在留邦人女性が、バス停で待機中、側に置いた旅券等の入った鞄を、２０代の欧州系男

に置き引きされた。 
 
【８月：２件】 
（マドリード） 
８月１４日（木）：置き引き 
 午前７時半頃、旅行者夫婦が、アトーチャ地区のホテル内レストランで朝食中、座席の背もたれに掛



けた旅券等の入った鞄を、一時的に離席している間に置き引きされた。 
 
（テネリフェ） 
８月１８日（月）：車上狙い 
 午後３時頃、在留邦人家族がレンタカーで旅行中、一時間程路上駐車した間に窓ガラスを破られ、車

内の旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 
【９月：７件】 

（マドリード） 
９月１２日（金）：置き引き 
 午後１１時頃、女性旅行者が、アトーチャ地区のレストランで飲食中、座席の背もたれに置いた旅券

等の入った鞄を、気付かない間に置き引きされた。 
 
９月１９日（金）：置き引き 
 午後８時頃、女性旅行者が、ギンダレラ地区のレストランで飲食中、隣の座席に置いた旅券等の入っ

た鞄を、気付かない間に置き引きされた。 
 
９月２０日（土）：置き引き 
 午後１０時頃、男性旅行者が、トラファルガー地区のレストランで飲食中、足下に置いた旅券等の入

った鞄を、気付かない間に置き引きされた。 
 
９月２５日（木）：スリ 
 午後８時頃、旅行者夫婦が、地下鉄で移動中、旅券等の入った小物入れを、気付かない間にズボンの

後ろポケットから抜き取られた。 
 
９月２６日（金）：スリ 
 午後１時頃、男性旅行者が、タクシー利用後、トランクから荷物を取り出している間に、バックパッ

クから旅券等を抜き取られた。 
 
９月２６日（金）：スリ 
 午後５時頃、男性旅行者が、地下鉄で移動中、旅券等の入った財布をすられた。 
 
（トレド） 
９月１８日（木）：スリ 
 午後５時頃、女性旅行者が、サント・トメ教会で絵画鑑賞中、気付かない間にバックパックを開けら

れ、旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 

【１０月：１６件】 

（マドリード） 

１０月２日（木）：スリ 

 午後３時頃、男性旅行者が、アルカラ通りをシベーレス広場からプエルタ・デル・ソルへ徒歩移動

中、気付かない間にバックパックのファスナを開けられ、旅券等を抜き取られた。 

 

１０月１４日（火）：置き引き 

 午後４時頃、旅行者２人組が、マヨール広場付近のレストランで飲食中、１人が離席している間に、

男２人に声をかけられ、気付かない間に座席に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 

 

１０月１４日（火）：置き引き 

 午後６時頃、女性旅行者が、バラハス空港付近のホテルで、添乗員の説明をロビーで受けている間

に、台に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 



 

１０月１８日（土）：スリ 

 午後１時頃、男性旅行者が、地下鉄でエル・カプリチョ駅からグラン・ビア駅へ移動し、プエルタ・

デル・ソル周辺を観光した際、気付かない間に肩掛け鞄のファスナを開けられ、財布を抜き取られた。 

 

１０月１９日（日）：スリ 

 午後５時頃、女性在留邦人が、マヨール広場付近を徒歩移動中、同伴していた幼児の世話をしてい

る間に、鞄のファスナを開けられ、財布を抜き取られた。 

 

１０月２１日（火）：置き引き 

 午後２時頃、男性旅行者が、カスティージャ地区のレストランで会食中、足下に置いた旅券等の入

った鞄を置き引きされた。 

 

１０月２４日（金）：スリ 

 午前１１時頃、女性旅行者が、地下鉄利用中、気付かない間に、鞄から財布を抜き取られた。 

 

１０月２８日（火）：スリ 

 午後４時頃、男性旅行者が、地下鉄サンティアゴ・ベルナベウ駅の出入り口で、アンケートを装っ

た２０歳前後のジプシー系女性４人組に取り囲まれ、気付かない間に鞄から財布を抜き取られた。 

 

（サンティアゴ・デ・コンポステーラ） 

１０月３日（金）：客室盗 

 午前６時頃、女性旅行者が、宿泊所の部屋の鍵を掛けずに数分間離室している間に、室内に置いた

旅券等の入った鞄を盗まれた。 

 

（サン・セバスチャン） 

１０月１４日（火）：スリ 

 午前１１時頃、女性旅行者が、市内の通りを徒歩移動中、気付かない間に旅券等の入った財布をす

られた。 

 

（グラナダ） 

１０月１７日（金）：スリ 

 午後１２時半頃、女性旅行者が、アルハンブラ宮殿近辺の土産物屋で品定め中、気付かない間に、

肩掛け鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 

 

（カディス） 
１０月１７日（金）：侵入盗 
 午後８時頃から翌朝までの間に、在留邦人男性が、ホームステイ先の自室に置いた、旅券等の入った

鞄を置き引きされた。 
 

（サラマンカ） 

１０月１８日（土）：スリ 

 午後７時頃、女性在留邦人が、市内のカメラ店で品定め中、気付かない間に財布をすられた。 
 

（セビリア） 

１０月２４日（金）：置き引き 

 午前７時頃、女性旅行者が、アエロナウティカ通りのホテル内レストランで朝食中、ビュッフェを

取るため離席した際に、座席に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 

 

１０月２８日（火）：置き引き 



 午後１０時頃、女性旅行者が、プラサ・デ・アルマス・バス停付近のファストフード店で飲食中、

座席の横に置いた、旅券等の入った鞄を置き引きされた。 

 

（コルドバ） 

１０月２９日（水）：スリ 

 午後２時頃、女性旅行者が、メスキータを観光中、気付かない間に、肩掛け鞄から旅券を抜き取ら

れた。 

 

【１１月：１０件】 

（マドリード） 
１１月３日（月）：置き引き 
 午前１０時頃、在留邦人女性が、アルグエジェス地区のカフェで飲食中、欧州系１０代の男３人が来

て、騒ぎ立てながらテーブルにメニューを開いた事に気を取られた隙に、テーブルに置いていたスマー

トフォンを置き引きされた。 
 
１１月１０日（月）：首締め強盗 
 午後３時頃、在留邦人女性が、セントロ地区の自宅への帰宅時、自宅裏門の手前で、背後から走り寄

ってきた男に首を絞められ、気絶している間に、財布及び鞄を奪われた。 
 
１１月１１日（火）：スリ 
 午後１時頃、女性在留邦人が、ソル広場周辺でオーケストラ演奏を鑑賞中、気付かない間に、鞄から

電子辞書を抜き取られた。 
 
１１月１２日（水）：スリ 
 午後４時頃、男性旅行者が、地下鉄１号線でアトーチャ駅からソル駅へ移動中、気付かない間に、鞄

から旅券等の入った小物入れを、防犯ストラップを切断されたうえで抜き取られた。 
 
１１月１３日（木）：スリ 
 午後３時頃、女性旅行者が、Renfe でバラハス空港駅からチャマルティン駅へ移動中、気付かない間

に、鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
１１月１６日（火）：スリ 
 午後１２時半頃、在留邦人女性が、ラ・ラティーナ地区を散策中、気付かない間に財布を掏られた。 
 
１１月２１日（金）：首締め強盗 
 午後９時頃、在留邦人男性が、モスカルド地区の自宅への帰宅時、玄関ドアを開けたところ、走り寄

ってきた中近東或いはアフリカ系男２人組に首を絞められ、気絶している間に、財布及び鞄を奪われた。 
 
１１月２６日（水）：スリ 
 午後１時頃、男性旅行者が、グラン・ビア地区のオスタル内ロビーのソファで仮眠中、小物入れから

旅券を抜き取られた。 
 
（ビルバオ） 
１１月５日（水）：スリ 
 午後５時半頃、女性旅行者が、市内のケーキ屋で写真撮影中、気付かない間に、肩掛け鞄から旅券等

の入った財布を抜き取られた。 
 
（長距離バス） 
１１月２２日（土）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、セビリアからグラナダへバス移動した際、旅券等の入ったスーツケース



をバス機腹へ預けたところ、グラナダ到着時に無くなっていた。 
 

【１２月：７件】 

（マドリード） 
１２月７日（日）：スリ 
 午後１時頃、女性在留邦人が、地下鉄１番線でアトーチャ駅からソル駅へ移動中、気付かない間に、

肩掛け鞄から旅券等の入った財布を掏られた。 
 
１２月８日（月）：スリ 
 正午頃、男性旅行者が、地下鉄サンティアゴ・ベルナベウ駅周辺で学生らしき集団に囲まれ、財布か

ら現金を掏られた。 
 
１２月１７日（水）：置き引き 
 午後３時頃、男性旅行者が、バラハス空港で、スーツケースを広げての荷物整理中、気付かない間に、

旅券等の入った小物入れを置き引きされた。 
 
１２月２５日（木）：スリ 
 午後１時頃、旅行者家族が、王宮サバティーニ庭園を観光中、署名活動を称して接触してきた十代女

性の集団から身分証提示を要求され、財布から運転免許証を取り出している間に、現金を抜き取られた。 
 
１２月２６日（金）：スリ 
 午後３時頃、女性旅行者が、地下鉄１番線に乗車中、アトーチャ駅付近で、気付かない間に鞄から旅

券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
１２月３０日（火）：置き引き 
 午後７時頃、男性旅行者が、セントロ地区のレストランで飲食中、足下に置いた旅券等の入った鞄を

置き引きされた。 
 
（セビリア） 
１２月７日（日）：置き引き 
 午後８時頃、女性旅行者が、市内のレストランで食事中、足下に置いた旅券等の入った鞄を置き引き

された。 


