
２０１７年の邦人被害例 

 

 ２０１７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：１０件】 

（マドリード） 
１月１日（日）：置き引き 
 午前７時頃、女性旅行者が、カスティージャ地区のホテルで朝食中、座席に掛けた旅券等の入った鞄

を置き引きされた。 
 
１月２日（月）：スリ 
 午後３時頃、女性旅行者が、地下鉄グラン・ビア駅で、気付かない間に鞄のファスナを開けられ、旅

券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
１月１９日（木）：置き引き 
 午後２時頃、男性旅行者が、国際観光見本市の会場で打合せ中、足下に置いた旅券等の入った鞄を置

き引きされた。 
 
１月１９日（木）：置き引き 
 午後２時頃、女性旅行者が、グランビア通りのファストフード店で飲食中、座席の背もたれ側に置い

た旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
１月２０日（金）：スリ 
 午後７時頃、女性旅行者が、地下鉄車内で、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。 
 
１月２３日（月）：スリ 
 午後８時頃、女性旅行者が、ソル広場で写真撮影をしている間に、肩掛け鞄から旅券を抜き取られた。 
 
１月２４日（火）：スリ 
 午後８時頃、女性旅行者が、地下鉄車内で、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。 
 
（グラナダ） 
１月３日（火）：スリ 
 夕刻、女性旅行者が、アルバイシン地区を観光中、鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
（セビリア） 
１月２５日（水）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、ホテル・ロビーでコートを着用中、ソファに置いた旅券等の入った鞄を

置き引きされた。 
 
（航空機内） 
１月１０日（火）：スリ 
 午前１０時頃、女性旅行者が、バルセロナからマドリードへ移動する航空機内で熟睡中、首に下げて

いた旅券等の入った小物入れを盗まれた。 
 
【２月：９件】 
（マドリード） 



２月１１日（土）：スリ 
 午前１１時頃、男性旅行者が、サン・ミゲル市場からマジョール広場へ徒歩移動中、バックパックか

ら旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
２月１２日（日）：強盗 
 午前１時頃、男性旅行者が、プラド通りを徒歩移動中、何者かに頭部を殴打され、気絶している間に、

旅券等の入った鞄を奪われた。 
 
２月１４日（火）：置き引き 
 午後３時頃、男性旅行者が、イスパノアメリカ地区のファストフード店で飲食中、座席に置いておい

たバックパックを置き引きされた。 
 
２月１８日（土）：スリ 
 午後、女性旅行者が、市内観光中、バックパックから旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
２月２１日（火）：置き引き 
 午後１２時、男性旅行者が、スペイン広場付近のファストフード店で飲食中、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。 
 
２月２２日（水）：置き引き 
 午後３時頃、女性旅行者が、マドリードからトレドへのバス及び電車での移動中、旅券等の入った鞄

を置き引きされた。 
 
２月２５日（土）：スリ 
 午前１１時頃、男性旅行者が、王宮からスペイン広場へ徒歩移動中、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。 
 
２月２５日（土）：スリ 
 午後２時頃、男性旅行者が、バラハス空港からアトーチャ駅へバス移動した際、肩掛け鞄から旅券等

の入った財布を抜き取られた。 
 
２月２６日（日）：置き引き 
 正午頃、女性旅行者が、地下鉄ヌエボス・ミニステリオ駅構内で、転倒しかけた男性を助けた際、一

瞬床に置いた、旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
【３月：１１件】 
（マドリード） 
３月７日（火）：置き引き 
 午前９時頃、女性旅行者が、アトーチャ通りのベーカリーで飲食中、食事もしないのに隣の座席に座

った者から「お金を落としている」と声を掛けられた隙に、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。 
 
３月９日（木）：スリ 
 午後９時半頃、女性旅行者が、シベーレス広場周辺を観光中、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。 
 
３月１４日（火）：スリ 
 午前８時半頃、女性旅行者が、アトーチャ駅で、気付かない間にバックパックをナイフで切り裂かれ、

財布を抜き取られた。 
 



３月１６日（木）：置き引き 
 午前１１時頃、男性旅行者が、アトーチャ駅で切符を購入中、横に置いておいた旅券等の入ったスー

ツケースを置き引きされた。 
 
３月１６日（木）：詐欺 
 午後９時頃、男性旅行者が、プエルタ・デル・ソル周辺を観光中に声を掛けてきた男から、バルなど

へ共に行った後の別れ際、「地下鉄回数券をクレジットカード専用の販売機で購入するため、代金は現

金で支払うのでカードを貸して欲しい」と頼まれ、カード２枚を渡した。男は「カード２枚共に使用不

可なので、確認をしてくる」と言い、荷物を置いて被害者を安心させたうえ、カード２枚を持ってしば

らくその場から居なくなった。最終的にカードは返却されたが、後刻、１５万円相当額が引き出されて

いたことが発覚した。 
 
３月２５日（土）：車上狙い 
 午後４時頃、男性旅行者が、アトーチャ駅付近でレンタカーを返却した際、レンタカー会社のスタッ

フを装う男に気を取られている隙に、社内から旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 
３月２９日（水）：置き引き 
 午前７時頃、男性旅行者が、カスティージャ地区のホテルでスーツケースを預けた間に、同スーツケ

ースから旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
３月２９日（水）：置き引き 
 午後７時頃、女性旅行者が、マジョール広場で食事中、座席の後ろに置いていた鞄から、旅券等の入

った財布を抜き取られた。 
 
（アルカラ・デ・エナーレス） 
３月３１日（金）：置き引き 
 午前７時頃、男性旅行者が、ホテル内レストランで朝食中、座席に旅券等の入った鞄を置いたまま、

ビュッフェを取るため一時的に離席した隙に置き引きされた。 
 
（グラナダ） 
３月１２日（日）：スリ 
 午後１３時頃、男性旅行者が、アルハンブラ宮殿を観光中、バックパックから旅券等の入った小物入

れを抜き取られた。 
 
３月２３日（木）：置き引き 
 午前７時頃、女性旅行者が、ホテル内レストランで朝食中、旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
【４月：１１件】 
（マドリード） 
４月２日（日）：スリ 

午後３時頃、旅行者一家が、ソフィア王妃芸術センターへの入館待ちの間に、鞄から旅券等の入った

小物入れを抜き取られた。 
 
４月９日（日）：スリ 
 午後１０時頃、女性旅行者が、地下鉄１番線でソル駅からアトーチャ駅へ移動中、バックパックのフ

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１４日（金）：スリ 
 午後４時頃、男性在留者が、ソル広場付近で買い物中、鞄から財布を抜き取られた。 
 



４月１６日（日）：ケチャップスリ 
 午後２時頃、男性旅行者が、カレーラ・デ・サン・ヘロニモ通りを徒歩移動中、何物かに衣服に液体

物をかけられた隙に、旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 
４月２２日（土）：置き引き 
 午前８時頃、旅行者夫婦が、アトーチャ駅付近のファストフード店で飲食中、椅子に置いておいた旅

券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
４月２３日（日）：スリ 
 午後１時頃、男性旅行者が、地下鉄移動中、衣服のポケットから財布を抜き取られた。 
 
４月２７日（木）：スリ 
 午後４時頃、女性旅行者が、ソフィア王妃芸術センターからアトーチャ駅へ徒歩移動中、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。 
 
４月２９日（土）：スリ 
 正午頃、女性旅行者が、バラハス空港Ｔ２内で、鞄から旅券及び財布等を抜き取られた。 
 
４月２９日（土）：スリ 
 午後５時頃、男性旅行者が、ソフィア王妃芸術センター前の路上を徒歩移動中、鞄から旅券等の入っ

た財布を抜き取られた。 
 
（サラゴサ） 
４月２０日（木）：パンク盗 
 午後１時頃、女性旅行者が、レリダ市からサラゴサ市へ向け高速道路を車両で移動中にパンクをした

ため、修理していた際、車内から旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 
（トレド） 
４月２９日（土）：スリ 
 女性旅行者が、市内観光中、財布をすられた。 
 
【５月：１４件】 
（マドリード） 
５月５日（木）：スリ 
 午後１１時頃、男性旅行者が、バラハス空港で、旅券等の入った財布をすられた。 
 
５月７日（日）：スリ 
 午後１２時半頃、女性旅行者が、サン・ヘロニモ通りをガイドブックを見ながら徒歩移動中、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。 
 
５月９日（火）：スリ 
 午後２時頃、男性旅行者が、サン・ミゲル市場を観光中、鞄から旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
５月１１日（木）：スリ 
 午前７時頃、女性旅行者が、バラハス空港で、バックパック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。 
 
５月１３日（土）：置き引き 
 午後８時頃、女性旅行者が、セントロ地区のレストランで飲食中、隣の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１４日（日）：スリ 
 午後６時頃、女性旅行者が、地下鉄アトーチャ駅からソル駅へ移動中、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。 
 
５月１６日（火）：スリ 
 午後６時頃、男性旅行者が、サン・ヘロニモ通りを徒歩移動中、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。 
 
５月１８日（木）：スリ 
 午後７時頃、女性旅行者が、マヨール広場を観光中、鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
５月１８日（木）：置き引き 
 午後１０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飲食中、座席の背もたれに置い

ておいた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
５月２７日（土）：スリ 
 午前６時頃、男性旅行者が、アトーチャ通りを徒歩移動中、バックパック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。 
 
（トレホン・デ・アルドス） 
５月８日（月）：車上狙い 
 午後２時頃、男性在留邦人が、レストランで食事中、駐車場に留めた車の窓ガラスを割られ、車内か

ら旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 
（セビリア） 
５月１０日（水）：置き引き 
 午前７時半頃、旅行者夫婦が、ホテル内レストランで朝食中、飲物を取るため一時的に離席した隙に、

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。 
 
（コルドバ） 
５月２５日（木）：スリ 
 午後３時頃、女性旅行者が、メスキータを観光中、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３０日（金）：スリ 
 男性旅行者が、市内観光中、財布をすられた。 
 
【６月：１４件】 
（マドリード） 
６月２日（金）：置き引き 
 午後１４時頃、女性在留者が、ベルナベウ・スタジアム付近の飲食店で食事中、鞄を置き引きされた。 
 
６月８日（木）：スリ 
 午前１０時頃、男性旅行者が、ソル広場で写真撮影中、肩掛け鞄から財布を抜き取られた。 
 
６月１１日（日）：スリ 
 午後１時頃、旅行者親子が、アトーチャ駅付近を歩行中、バックパック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。 



 
６月１５日（木）：スリ 
 午前１０時頃、男性旅行者が、バラハス空港からアトーチャ駅へ地下鉄移動中、鞄から財布を抜き取

られた。 
 
６月１５日（木）：置き引き 
 午前１１時頃、男性旅行者が、サン・ミゲル市場で飲食中、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２２日（木）：スリ 
 正午頃、男性旅行者が、スペイン広場を観光中、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。 
 
６月２４日（日）：置き引き 
 午後２時頃、男性旅行者が、バラハス空港内のカフェで飲食中、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。 
 
（グラナダ） 
６月４日（日）：スリ 
 正午頃、女性旅行者が、アルハンブラ宮殿を観光中、鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
６月７日（水）：ひったくり 
 午後５時頃、男性在留者が、アルバイシン地区を歩行中、男２人組に鞄をひったくられた。 
 
６月７日（水）：置き引き 
 午後１０時頃、女性旅行者が、レストランで飲食中、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８日（木）：置き引き 
 午前７時頃、男性旅行者が、ホテル内レストランで朝食中、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。 
 
（サン・セバスチャン） 
６月１４日（水）：置き引き 
 午前７時頃、女性旅行者が、ホテル内レストランで朝食中、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１９日（月）：スリ 
 午後４時頃、旅行者夫婦が、観光中、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。 
 
（セゴビア） 
６月１７日（土）：置き引き 
 午後２時頃、男性旅行者が、レストランで飲食中、座席の隣に置いておいた旅券等の入った鞄を置き

引きされた。 
 
【７月：１５件】 
（マドリード） 
７月４日（火）：スリ 
 午後２時頃、女性旅行者が、アトーチャ駅で、鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 



 
７月４日（火）：スリ 
 午後４時頃、男性旅行者が、アルムデナ大聖堂を観光中、財布をすられた。 
 
７月１２日（水）：スリ 
 午後４時頃、旅行者家族が、プラド美術館前を歩行中、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１４日（金）：置き引き 
 午後１０時頃、女性旅行者が、レストランで飲食中、座席に掛けておいた旅券等の入った鞄を置き引

きされた。 
 
７月１９日（水）：スリ 
 午前９時頃、男性旅行者が、市内観光中、財布をすられた。 
 
７月１９日（水）：スリ 
 午後１時半頃、男性旅行者が、プラド美術館前で、鞄から財布を抜き取られた。 
 
７月３０日（日）：スリ 
 午後９時頃、女性旅行者が、アリカンテからマドリード（アトーチャ駅）への電車移動中、鞄のファ

スナを開けられ、旅券を抜き取られた。 
 
７月３１日（月）：スリ 
 午後３時頃、男性旅行者が、プラド美術館前を歩行中、バックパックのファスナを開けられ、旅券を

抜き取られた。 
 
（マラガ） 
７月１日（土）：スリ 
 午後１０時頃、女性旅行者が、市内でパレード観賞中、肩掛け鞄から旅券等の入った小物入れを抜き

取られた。 
 
７月３日（月）：スリ 
 午後２時頃、男性旅行者が、マラガ空港で、バックパック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。 
 
（ミハス） 
７月２日（日）：置き引き 
 午前１０時頃、男性旅行者が、ツアーバスのサービスエリア待機中、一時的に車外へ出た隙に、車内

前方に置いておいた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（コルドバ） 
７月４日（火）：置き引き 
 午後８時頃、男性旅行者が、レストランで飲食中、ビュッフェを取るため離席した隙に、座席にかけ

ておいた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
７月１２日（水）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、ホテルでの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。 
 
７月２９日（土）：スリ 



 正午頃、旅行者夫婦が、メスキータ観光中、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。 
 
（トレド） 
７月８日（土）：スリ 
 午後１時頃、男性旅行者が、観光中、女２人組にぶつかられた隙に、バックパックから旅券等の入っ

た小物入れを抜き取られた。 
 
【８月】 
（マドリード） 
８月５日（土）：スリ 
 午前１０時頃、女性旅行者が、市内観光中、鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
８月５日（土）：置き引き 
 午後２時頃、女性旅行者が、グランビア通りのレストランで飲食中、外側から窓をたたく男に気を取

られている間に、座席横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１２日（土）：置き引き 
 午前０時半頃、女性旅行者が、グランビア通り付近のレストランで飲食中、旅券等の入った鞄を置き

引きされた。 
 
８月２６日（土）：置き引き 
 午前７時半頃、男性旅行者２名がホテル内のレストランで飲食中、旅券等の入った鞄を置き引きされ

た。 
 
８月２７日（日）：スリ 
 正午頃、男性旅行者がバルセロナ～マドリード行きのチケットをバスターミナルで購入後、停留所に

向かう際に、背負っていたバッグのポケットから財布等を抜き取られた。 
 
【９月】 
（マドリード） 
９月１日（金）：スリ 
 午後１０時頃、女性旅行者が駅からホテルへ徒歩で移動中に、背後から鞄を引っ張られ、鞄の中から

旅券等を抜き取られた。 
 
９月８日（金）：ひったくり 
 午後２時頃、男性旅行者が路上にて背後から鞄に入っていた旅券、財布等を抜き取られた。 
 
９月９日（土）：スリ 
 女性旅行者がホテルをチェックアウト後、ふと気づくと背負っていたリュックの口が開いており、旅

券等を抜き取られていた。 
 
９月９日（土）：置き引き 
 午後１時頃、男性旅行者が食事中にショルダーバッグをいすの脚に通して、背もたれにかけていたが、

食事を終え、気がつくと鞄ごと盗まれていた。 
 
９月１０日（日）：スリ 
 午後１０時頃、男性旅行者が銀行から地下鉄の駅に向かっている途中で、バッグが開いていることに

気づいた。現金とクレジットカードを抜き取られていた。 
 



９月１０日（日）：置き引き 
 午前２時頃、男性旅行者がバーのカウンターで飲んでいたところ、いすの背もたれに鞄をかけていた

が、気がつくと鞄が盗まれていた。 
 
９月１１日（月）：置き引き 

午後１１時頃、男性旅行者が食事中に、いすに置いてあった鞄を置き引きされた。 
 
９月１５日（金）：スリ 
 午後１１頃、女性旅行者が空港へ移動中の交通機関内で旅券等を引き抜かれていた。搭乗手続きで旅

券を確認するまで気がつかなかった。 
 
９月１７日（日）：ひったくり 
 午後４時頃、女性旅行者が王宮広場から徒歩で移動中、後方から男性にぶつかられ肩にかけていたバ

ッグをひったくられた。 
 
９月１９日（火）：スリ 

午後１１時頃、女性旅行者がエスカレータで移動中にバランスを崩し、エスカレータからスーツケー

スとともに転落、そのときに鞄の中身も落としてしまい、荷物を拾っている時には旅券等が抜き取られ

ていた。 
 

９月２３日（土）：窃盗 
午後５時頃、男性旅行者がホテルから外出中に、部屋に侵入されセーフティボックスごと旅券等貴重

品類を持ち去られた。 
 

９月２４日（日）：スリ 
午後１時頃、女性旅行者が地下鉄から徒歩で美術館へ移動中に気がつくと鞄が開いており、旅券等が

抜き取られていることに気がついた。地下鉄内は特に混雑していたため、そこで抜き取られたものと思

われる。 
 
９月３０日（土）：スリ 
 午後１時頃、男性旅行者が地下鉄へ向かう途中で背負っていた鞄から旅券等貴重品類が入ったポーチ

を抜き取られていた。 
 
（アンダルシア） 
９月１２日（火）：置き引き 
 午後２時頃、セビリア市内の飲食店で男性旅行者が食事中に、足下に置いてあった旅券等が入ったブ

リーフケースを置き引きされた。 
 
９月１６日（土）：スリ（集団） 

正午頃、旅行者（夫婦）がセビリア市内の教会で並んでいた列に 2，3 人が割り込んできた。その後い

つの間にか 8 組程度のアジア系女性に取り囲まれ、声をかけられた。その後、気づくとバッグの口が開

いており、旅券等が抜き取られていることに気づいた。 
 
９月２１日（木）：スリ 

午前１１時頃、女性旅行者がアンダルシア州マラガのビブラルファロ城観光中に、鞄から旅券等が抜

き取られていた。 
 
９月２３日（土）：スリ 

午後１時頃、男性旅行者がグラナダ市内の飲食店で食事中に男性から靴をクリーニングすると言って

テーブル下に座り込まれ、断ったがその場を離れなかった。気づくと足下に置いてあった鞄から旅券等



が抜き取られていた。 
 
（バスク） 
９月１６日（土）：スリ（話しかけ） 
 午後２時頃、男性旅行者が喫茶店で休憩中に外国人男性に地図で場所を訪ねられ、隣に置いていたバ

ッグから目を離した隙に盗まれた。 
 
（ラスパルマス） 
９月４日（月）：置き引き 

 正午頃，テネリフェ島のテイデ国立公園内で邦人観光客が景色の写真を撮っている間に，パスポート，

携帯電話，財布等の入った鞄を置き引きされた。 

 
【１０月】 
（マドリード） 
１０月４日（水）：スリ 
 午後９時頃、女性旅行者が Cañizares 通りを徒歩で移動中、前方から歩いてきた男性にすれ違いざまに

鞄から旅券等貴重品類を抜き取られた。 
 
１０月１１日（水）：置き引き 
 午後１時頃、サンタンデル市内のバスターミナルで女性旅行者が待機していたところ、目を離した隙

に旅券等が入っていた鞄を置き引きされた。 
 
１０月１７日（火）：置き引き 
 午後８時頃、マドリード市内の日本食料理店で男性旅行者が食事中に貴重品等が入った鞄をテーブル

の下に置いた状態で席を立った際に置き引きされた。 
 
１０月２０日（金）：置き引き 
 午前８時頃、マドリード市内ホテルの朝食会場で貴重品等を入れた鞄をいすに置いて、目を離した隙

に置き引きされた。 
 

１０月２１日（土）：置き引き 
 午後９時頃、夫婦の旅行者がマドリード市内ホテルでチェックイン手続き中に、旅券等が入った鞄か

ら目を離した隙に置き引きされた。 
 
（バルセロナ） 
１０月２０日（金）：置き引き 
 午後８時頃、カタルーニャ広場前の飲食店にて女性旅行者が食事中、隣の席に貴重品等が入った荷物

を置いていたところ、気がつくと無くなっていた。 
 
（アンダルシア） 
１０月２９日（日）：置き引き 
 午前７時頃、男性旅行者がグラナダ市ホテルの朝食会場で、旅券等が入った鞄をいすに置き、食事を

とりに席を離れた際に、置き引きされた。 
 
（バスク） 
１０月１９日（木）：ひったくり 

午後４時頃、女性旅行者が El parque de Dona Casilda de Bilbao で観光中に写真を撮っていた際、後方か

ら男性に旅券等が入った鞄をひったくられた。 
 
（バレンシア） 



１０月１６日（月）：置き引き 
 午前７時３０分頃、女性旅行者がホテル内朝食会場にて食事中に貴重品等が入った鞄をいすにかけて

おり、目を離した隙に置き引きされた。 
 
【１１月】 
（マドリード） 
１１月４日（土）：スリ 
 午前８時頃、家族でアトーチャ駅付近のホテルに宿泊していた旅行者が、ホテル付近のカフェテリア

に入ったところ、鞄の口が開いており、中身を確認すると貴重品等の入ったポーチが抜き取られている

ことに気がついた。 
 
１１月１７日（金）：置き引き 
 午後３時頃、カステジャーナ通りのお店で買い物中、休憩を取っていたところ、横に置いてあった鞄

が置き引きされていた。 
 
１１月１８日（土）：置き引き 
 午後１１時頃、男性旅行者がバラハス空港でシャトルバスを待っている際、貴重品等を入れた鞄から

目を離した隙に置き引きされていた。 
 
１１月２０日（月）：置き引き 
 午前１時頃、男性旅行者がバラハス空港内で仮眠をとっていたところ、貴重品等を入れていたバック

パックごと置き引きされていた。 
 
１１月２３日（木）：置き引き 
 午後３時頃、女性旅行者がバラハス空港到着後の荷物引き取りカウンターにて横に置いていたショル

ダーバッグから目を離した隙に、置き引きされていた。 
 
１１月２４日（金）：置き引き 
 午後７時頃、男性旅行者がチャマルティン駅構内のレストランにて夕食をとっていた際、貴重品等を

入れた鞄を横に置いていたところ、目を離した隙に置き引きされていた。 
 
１１月３０日（木）：スリ 
 午後６時頃、男性旅行者がアントンマルティン市場から友人宅へ徒歩で移動している際に、肩にかけ

ていた鞄からパスポートを入れていた小さな鞄を抜き取られていた。 
 
 
（アンダルシア） 
１１月１３日（月）：首絞め強盗 
 カディス県アルヘシラス市のフェリーターミナルからホテルへ徒歩で移動中、突然後方から首を絞め

られ、地面に倒された。その際、無理矢理財布を奪われた。 
 
１１月２７日（月）：強盗 
 カディス県ヘレス市を女性旅行者が観光中に休憩を取っていたところ、背後より近づいてきた外国人

に刃物で脅されて、鞄を落とし、同人が鞄を持って走り去っていった。 
 
【１２月】 
（マドリード） 
１２月２３日（土）：スリ 
 午後１時頃、女性旅行者がマヨール広場近くを徒歩で移動中に、鞄の中から旅券等貴重品類を抜き取

られていることに気がついた。 



 
１２月２８日（木）：スリ 
 男性旅行者がマドリード市内を観光中に現金等貴重品類の盗難にあった。 
 
（アンダルシア） 
１２月４日（月）：置き引き 
 午後４時頃、男性旅行者がセビリア市スペイン広場にてベンチに座り電話をしていた際、鞄から目を

離した隙に置き引きされていた。 
 
（グラナダ） 
１２月２９日（金）：スリ 
 午前１１時頃、女性旅行者がバス停でバスを待っていたところ、女性に鞄が開いていることを指摘さ

れ、確認すると、旅券等貴重品類が入ったポーチ等が抜き取られていた。 
 
（ラスパルマス） 
１２月１７日：車上荒らし 

サンタクルスデテネリフェ島のサンアンドレス海岸にて車上荒らしに遭い，旅券等を盗難された。 

 
（バルセロナ） 
１２月２８日（木）：スリ 
 午後８時頃、女性旅行者がバルセロナ国際空港内のエスカレータにて移動中に、後方から旅行者を装

った女性２人組が無理矢理割り込んできた。その後、鞄を確認すると、旅券等貴重品類が抜き取られて

いた。 
 


