
２０１６年の邦人被害例 

 

 ２０１６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：７件】 

（マドリード） 
１月３日（日）：スリ 
 午後２時頃、女性旅行者が、セラーノ通り周辺を観光中、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。 
 
１月１０日（日）：置き引き 
 午後４時頃、女性旅行者が、バラハス空港で、ゴミを捨てるため一瞬離席した隙に、椅子に置いた旅

券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
１月１２日（火）：スリ 
 午後８時頃、女性旅行者が、バラハス空港到着後、スーツケースを持って団体ツアー用バスへ移動し

た際、気付かない間に肩掛け鞄を開けられ、旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
１月２０日（水）：置き引き 
 午前７時頃、女性旅行者が、プリンセサ通りのホテルで朝食中、ビュッフェを取るため一時的に離席

した隙に、座席に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
１月２１日（木）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、バラハス地区のホテルで朝食中、ビュッフェを取るため一時的に離席し

た隙に、座席に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（グラナダ） 
１月１５日（金）：置き引き 
 夜、女性在留邦人が、アサカヤス通り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。 
 
（マラガ） 
１月１７日（日）：置き引き 
 午後１０時半頃、在留邦人親子が、港周辺のベンチに座って歓談していたところ、横に置いた旅券等

の入った鞄を置き引きされた。 
 
【２月：８件】 
（マドリード） 
２月６日（土）：置き引き 
 午前７時頃、女性旅行者が、アルガンスエラ地区のホテルで朝食中、一時的に離席した隙に、座席に

置いてあった旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
２月１５日（月）：置き引き 
 午前１１時頃、女性旅行者が、プラド美術館で、旅券等の入った小物入れを置き引きされた。 

 
（トレド） 
２月８日（月）：ケチャップスリ 
 午後２時頃、男性旅行者が、大聖堂付近の路地で、何者かに頭から液体をかけられ、拭きとる手伝い

を装った男女２人組に、鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 



 
２月２５日（木）：置き引き 
 午後１時頃、男性旅行者が、ファストフード店のドリンクサーバーで、カウンターに置いた財布を置

き引きされた。 
 
（アランフエス） 
２月１２日（金）：車上狙い 
 午前８時半頃、女性在留邦人が、ソフォラ通りに車を駐車して離れた隙に、窓ガラスを割られ、車内

から鞄を盗まれた。 
 
（セゴビア） 
２月２４日（水）：スリ 
 午後２時頃、女性旅行者が、マヨール広場付近のブティックで、鞄から旅券等の入った小物入れを抜

き取られた。 
 
（カナリア諸島） 
２月５日（金）：スリ 
 午後７時頃、男性旅行者が、ラスパルマスのラスカンテラス海岸付近を徒歩移動中、肩掛け鞄から旅

券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
２月９日（火）：スリ 
 午後、女性在留邦人が、テネリフェ島のカーニバルを鑑賞中、肩掛け鞄から財布を抜き取られた。 
 
【３月：６件】 
（マドリード） 
３月９日（水）：置き引き 
 午後７時頃、男性旅行者が、セントロ地区のファストフード店で飲食中、座席の下に置いた旅券等の

入った鞄を置き引きされた。 
 
３月１５日（火）：置き引き 
 午後８時頃、女性旅行者が、ソル広場の植込みに座って待機していたところ、見知らぬ者に話しかけ

られた数秒の間に、側に置いていた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
３月２８日（月）：スリ 
 午前８時頃、旅行者夫婦が、地下鉄を利用中、気付かない間にバックパックのファスナを開けられ、

旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 

 
（マラガ） 
３月２５日（金）：スリ 
 男性旅行者が、市内観光中、気付かない間に財布を掏られた。 
 
（セゴビア） 
３月２６日（土）：スリ 
 男性旅行者が、市内観光中、気付かない間に財布を掏られた。 
 
（セビリア） 
３月２６日（土）：置き引き 
 午前７時頃、男性在留邦人が、サンタ・フスタ駅のベンチに旅券等の入った鞄を置き、友人に見張り

を頼んでトイレに行った隙に、置き引きされた。 
 



【４月：７件】 
（マドリード） 
４月１日（金）：スリ 
 午後、男性旅行者が、地下鉄でモンクロア駅からソル駅経由でアトーチャ駅へ移動した際、気付かな

い間にボディバッグ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。 
 
４月１日（金）：置き引き 
 午後８時頃、女性在留邦人が、市内ホテルのロビーで、ソファーに置いた鞄を知人に託し、一時的に

離れた隙に置き引きされた。 
 
４月９日（土）：スリ 
 午後７時頃、男性旅行者が、ツアー団体と共にアルグエジェス地区のレストランへ移動中、気づかな

い間に、旅券等の入った小物入れを盗まれた。 
 
４月１８日（月）：スリ 
 午後１１時頃、女性旅行者が、地下鉄でバラハス空港駅からアロンソ・マルティネス駅へ移動した際、

気づかない間に、鞄から旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
４月２９日（金）：スリ 
 午後３時頃、女性旅行者が、グラン・ビア付近を観光中、気づかない間にポケットから携帯電話を抜

き取られた。 
 
（ロンダ） 
４月１０日（日）：スリ 
 午後２時半頃、女性旅行者が、観光中、気づ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。 
 
（セビリア） 
４月２４日（日）：強盗 
 午後４時頃、女性在留邦人が、エスピリトゥ・サント通りを徒歩移動中、自転車ですれ違った男から

突き飛ばされた後、ナイフを振り回され、鞄を強奪された。 
 
【５月：９件】 
（マドリード） 
５月４日（水）：置き引き 
 午前７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

時的に離席した際に、座席に置いておいた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
５月６日（金）：置き引き 
 午後１２時半頃、在留邦人夫婦が、エル・ビソ地区のカフェで飲食中、背後の席で何度もコーヒーを

こぼす不審な女性に気を取られている隙に、テーブルに置いていた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
５月１０日（火）：置き引き 
 午前３時頃、男性在留邦人が、セントロ地区のナイトクラブで、鞄を置き引きされた。 
 
５月１５日（日）：ケチャップスリ 
 午前９時頃、旅行者夫婦が、アトーチャ通りで、見知らぬ男から背中にチョコレートをかけられ、拭

き取っている間に旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 
５月１９日（木）：置き引き 



 午後９時頃、女性旅行者が、チャマルティン地区のホテル内レストランで朝食中、隣の座席に置いて

いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
５月２２日（日）：スリ 
 午後６時半頃、男性在留邦人が、プラド通り周辺を子供を抱きかかえながら徒歩移動中、気づかない

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。 
 
５月２４日（火）：置き引き 
 午前７時頃、男性旅行者が、バラハス空港周辺のホテルでチェックアウト手続き中、足下に置いてい

た旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（グラナダ） 
５月２日（月）：スリ 
 男性旅行者が、市内観光中、気づ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。 
 
（マラガ） 
５月２４日（火）：車上狙い 
 正午頃、旅行者夫婦が、マラガ市周辺のパーキングエリアで休憩中、車の後部座席に置いておいた旅

券等の入った鞄を盗まれた。 
 
【６月：１０件】 
（マドリード） 
６月１日（水）：置き引き 
 午前７時頃、男性旅行者が、エル・サルバドル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際に、座席に置いておいた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
６月７日（火）：置き引き 
 午前９時半頃、男性旅行者が、マンサナレス地区のホテル・フロントで交渉中、足下に置いておいた

旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
６月１３日（月）：スリ 
 午後９時頃、男性旅行者が、デパートで買い物中、気づかない間に、旅券等の入った小物入れを鞄か

ら抜き取られた。 
 
６月１５日（水）：置き引き 
 午後１０時頃、女性旅行者が、サラマンカ地区のホテル・ロビーで、チェックイン後、ガイドの説明

を聴いている最中に、側に置いておいた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
６月１９日（日）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、セントロ地区のカフェで飲食中、窓ガラスを叩く男に気を取られた隙に、

座席の背もたれと背中の間に置いていた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
６月２１日（火）：置き引き 
 午前０時頃、男性旅行者が、サン・ミゲル市場で写真撮影中、足下に置いた旅券等の入った鞄を置き

引きされた。 
 
６月２５日（土）：置き引き 
 午後１１時頃、旅行者夫婦が、セントロ地区のバルで飲食中、座席の横に置いた旅券等の入った鞄を

置き引きされた。 



 
（ミハス） 
６月４日（土）：スリ 
 午後１時頃、男性旅行者が、ツアーバスの駐車場付近で、気づかない間にバックパックのファスナを

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） 
６月６日（月）：置き引き 
 午前８時半頃、女性旅行者が、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

た際に、座席の下に置いておいた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（寝台列車） 
６月１６日（木）：客室盗 
 男性旅行者が、リスボンからマドリードへ寝台列車で移動中、食堂車で飲食をしていた３時間程の間

に、施錠をした個室部屋に置いておいた現金を盗まれた。 
 
【７月：８件】 
（マドリード） 
７月２日（土）：スリ 
 午後８時頃、女性在留邦人が、Orgullo Gey パレード開催中のプラド通りを徒歩移動中、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。 
 
７月４日（月）：空き巣 
 午前１０時半から午後７時の間に、女性在留邦人が、セントロ地区（ラ・ラティーナ駅付近）のピソ

から外出中、空き巣により、旅券、現金を含む貴重品等を盗まれた。犯人は、通路に面した浴室の窓に

設置された鉄柵をねじ曲げ、その隙間から侵入した模様。同日、向かいの部屋も、扉を破壊されて空き

巣被害にあったほか、同地区では、他の日にも同様の被害が数件発生した模様。 
 
７月８日（金）：置き引き 
 午後１時頃、男性在留邦人が、グラン・ビア通りのバルで飲食中、印刷物をもって近寄ってきた者に

注意を引かれた隙に、テーブル上に置いておいたスマートフォンを置き引きされた。 
 
７月１０日（日）：置き引き 
 午前７時頃、女性旅行者が、テトゥアン地区のホテルで朝食中、見知らぬ者から声をかけられた隙に、

旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
７月１３日（水）：置き引き 
 午後７時半頃、男性旅行者が、バラハス空港内のカフェで、荷物整理をしている間に、旅券等の入っ

た鞄を置き引きされた。 
 
７月１８日（月）：首締め強盗 
 午後４時頃、女性在留邦人が、ウセラ地区のニコラス・サンチェス通りを、多くの買い物袋を持って

徒歩移動中、背後から男２人組に首を締められ、気絶している間に荷物を全て強奪された。 
 
（コルドバ） 
７月１４日（木）：スリ 
 午後１時頃、女性旅行者が、市内観光中、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。 
 
（マルベージャ） 



７月２１日（木）：スリ 
 女性旅行者が、市内観光中、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。 
 
【８月：５件】 
（マドリード） 
８月１０日（水）：置き引き 
 午前８時頃、男性旅行者が、テトゥアン地区のホテルでチェックアウト手続き中、スーツケースの上

に置いておいた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
８月２０日（土）：スリ 
 午後２時頃、男性旅行者が、市内を徒歩で観光中、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。 
 
（コルドバ） 
８月６日（土）：スリ 
 正午頃、男性旅行者が、市内を観光中、気付かない間に、財布をすられた。 
 
（フエンヒローラ） 
８月８日（月）：置き引き 
 午後２時頃、女性旅行者が、衣服店で試着中、鏡を見るため試着室を２～３分離れた隙に、試着室に

置いておいた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（ネルハ） 
８月２５日（木）：スリ 
 午後１時頃、男性旅行者が、市内をバスで移動中、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。 
 
【９月：１０件】 
（マドリード） 
９月１日（木）：スリ 
 午後４時頃、男性旅行者が、地下鉄で移動中、財布をすられた。 
 
９月３日（土）：置き引き 
 午前８時頃、男性旅行者が、レハス地区のホテルでチェックアウト手続き中、旅券等の入った鞄を置

き引きされた。 
 
９月４日（日）：睡眠薬強盗 
 午後２時頃、男性旅行者が、市内で声をかけてきた自称フランス人の男と食事中、いつの間にか寝て

しまい、気付くと財布から現金がなくなっていた。 
 
９月６日（火）：スリ 
 午後６時頃、男性在留邦人が、地下鉄サインツ・デ・バランダ駅で、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。 
 
９月８日（木）：スリ 
 午後３時頃、女性旅行者が、マヨール通りを徒歩移動中、鞄から財布を抜き取られた。 
 
９月１４日（水）：置き引き 
 午前９時半頃、旅行者夫婦が、レハス地区のホテル前で、写真を撮ってあげると言って近づいてきた

男に、旅券等の入った鞄を置き引きされた。 



 
９月２３日（金）：スリ 
 午前１１時頃、女性旅行者が、アトーチャ駅周辺を徒歩移動中、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。 
 
９月２６日（月）：スリ 
 午後３時半頃、男性旅行者が、地下鉄で移動中、声をかけてきた女２人組に、財布をすられた。 
 
９月２６日（月）：置き引き 
 午後５時頃、男性旅行者が、コルテス地区のホテルでチェックイン手続き中、足下に置いておいた旅

券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
９月２７日（火）：置き引き 
 午前７時頃、女性旅行者が、アルコルコン地区のホテル内レストランで朝食中、食べ物を取るため一

時的に離席した隙に、隣の座席に置いておいた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
【１０月：５件】 
（マドリード） 
１０月１日（土）：スリ 
 午後５時頃、女性旅行者が、セントロ地区の路上をスーツケースを持って徒歩移動中、鞄から旅券等

の入った財布を抜き取られた。 
 
１０月１９日（水）：スリ 
 午後１１時頃、女性旅行者が、バラハス空港内のカフェで飲食中、テーブルに置いておいた鞄から、

旅券を抜き取られた。 
 
１０月３０日（日）：スリ 
 女性旅行者が、プラド通りを散策中、気付かない間にバックパックを開けられ、カメラを抜き取られ

た。 
 
（ア・コルーニャ） 
１０月７日（金）：スリ 
 午後２時頃、女性旅行者が、市内観光中、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。 
 
（ロンダ） 
１０月１５日（土）：スリ 
 午後２時頃、女性旅行者が、市内観光中、気付かない間にバックパックのファスナを開けられ、財布

を抜き取られた。 
 
【１１月：１３件】 
（マドリード） 
１１月２日（水）：スリ 
 午後８時頃、女性在留邦人が、地下鉄６番線でモンクロア駅からウセーラ駅へ移動中、鞄から旅券等

の入った小物入れを抜き取られた。 
 
１１月９日（水）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、バラハス地区のホテルで朝食中、見知らぬ男に「足下にお金が落ちてい

る」と声をかけられた隙に、隣の座席に置いてあった旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 



１１月９日（水）：置き引き 
 午後４時頃、女性旅行者が、グランビア通りの衣料店で買い物中、ベビーカーに掛けてあった旅券等

の入った鞄を置き引きされた。 
 
１１月１０日（木）：スリ 
 午後１時頃、女性旅行者が、地下鉄１０番線でヌエボス・ミニステリオス駅からアロンソ・マルティ

ネス駅へ移動中、鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
１１月１５日（火）：置き引き 
 午後９時頃、女性旅行者が、バラハス地区のホテル・ロビーでチェックイン手続き中、旅券等の入っ

た鞄を置き引きされた。 
 
１１月１９日（金）：スリ 
 午後８時頃、女性旅行者が、グランビア通りの衣料店で買い物中、鞄から旅券等の入った財布を抜き

取られた。 
 
１１月２２日（火）：スリ 
 午後８時頃、女性旅行者が、カレーラ・デ・サン・ヘロニモ通りを散策中、鞄から旅券等の入った財

布を抜き取られた。 
 
１１月２３日（水）：ひったくり 
 午後８時頃、男性旅行者が、ビセンテ・カルデロン・スタジアム前で、旅券等の入った鞄をひったく

られた。 
 
１１月２７日（日）：スリ 
 午前１０時頃、女性旅行者が、市内観光中、鞄から財布を抜き取られた。 
 
（サン・セバスチャン） 
１１月１日（火）：客室盗 
 午後８時頃、男性旅行者が、ホテルの部屋へ旅券等の入った鞄を置いたまま外出した間に、同鞄を盗

まれた。 
 
（ビルバオ） 
１１月５日（土）：置き引き 
 午前１１時頃、旅行者一家が、ビルバオ空港のレンタカー・カウンターで手続き中、旅券等の入った

鞄を置き引きされた。 
 
（グラナダ） 
１１月１９日（土）：スリ 
 午後３時頃、女性旅行者が、市内で買い物中、気付かない間に鞄を開けられ、財布を抜き取られた。 
 
（ラス・パルマス） 
１１月１０日（木）：スリ 
 午後８時頃、男性旅行者が、市内観光中、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。 
 
【１２月：８件】 
（マドリード） 
１２月３日（土）：置き引き 
 深夜、女性在留者が、コルテス地区のバルで飲食中、壁に掛けていた財布入りのコートを置き引きさ



れた。 
 
１２月７日（水）：ひったくり 
 午後８時頃、男性旅行者が、サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアム前で、見知らぬ男から肩を叩か

れ気を取られた隙に、別の男に旅券等の入った肩掛け鞄をひったくられた。 
 
１２月１９日（月）：置き引き 
 午後２時頃、女性旅行者が、アトーチャ駅付近のカフェで飲食中、脇に置いていた旅券等の入った鞄

を置き引きされた。 
 
１２月２０日（火）：置き引き 
 午前７時頃、女性旅行者が、バラハス空港付近のホテルで朝食中、見知らぬ女から時間を尋ねられた

隙に、脇に置いていた鞄を置き引きされた。 
 
１２月２８日（水）：パンク盗 
 午後４時頃、旅行者夫婦が、アトーチャ駅でレンタカーを借りた際、見知らぬ男からパンクを指摘さ

れたため車外に出た隙に、車内から旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 
（トレド） 
１２月２日（金）：スリ 
 午前１１時半頃、男性旅行者が、サント・トメ教会付近を観光中、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） 
１２月２０日（火）：置き引き 
 午後８時頃、女性旅行者が、フラメンコ鑑賞中、足下に置いていた旅券等の入った鞄を置き引きされ

た。 
 
（アストルガ） 
１２月２１日（水）：置き引き 
 男性旅行者が、巡礼路を徒歩移動中、旅券等の入った鞄を置き引きされた。 


