
２０１３年の邦人被害例 

 

 ２０１３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（木）：置き引き 

 午前７時半頃、邦人男性旅行者が、ホテルのフロントで、旅券等の入った鞄をスーツケースの上に置

き、チェックアウト手続きをしていたところ、置き引きされた。 
 
１月５日（土）：スリ 
 午前１２時頃、邦人女性旅行者２人が、地下鉄でサント･ドミンゴ駅から移動中、気付かない間に、各々

旅券等の入った財布を鞄から抜き取られた。 
 
１月８日（火）：窃盗 
 邦人男性旅行者が、ホテルのランドリーサービスに衣類を出したところ、高価な衣類ばかりを盗まれ

た。 
 
１月２７日（日）：スリ 
 午後２時頃、在留邦人男性が、地下鉄サンティアゴ・ベルナベウ駅構内で、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。 
 
１月２９日（火）：強盗 

午後８時頃、在留邦人女性が、マドリード市内アルマンサ通りで、ラテンアメリカ系男性２人組に

背後からナイフを突きつけられ、旅券や財布等の入った鞄を強奪された。 

 
（グラナダ） 
１月２２日（火）：首締め強盗 
 午後１１時半頃、女性在留邦人が、アルバイシン地区サン・セシリオ通りを徒歩で移動中、すれ違っ

た男２人組に背後から首を絞められ、旅券等の入った肩掛け鞄を強奪された。 
 
（コルンガ） 

１月４日（金）：強盗 

 午前２時頃、巡礼中の邦人男性旅行者が、宿が確保できず、見知らぬスペイン人の勧めにより病院

の裏手で野宿していたところ、同スペイン人を含む３人組にナイフを突きつけられ、旅券や現金等の

入った鞄を強奪された。 

 

【２月：６件】 

（マドリード） 

２月４日（月）：置き引き 

 午前８時頃、旅行者夫婦が、ホテルのレストランでブッフェ形式の朝食をとっていたところ、気づか

ない間に、横の席に置いた、旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
２月４日（月）：スリ 
 午後１２時半頃、女性旅行者が、地下鉄ディエゴ・デ・レオン駅構内の階段で若い男性３人組にスー

ツケースの運搬を手伝ってもらった際、気づかない間に、鞄から旅券等の入った貴重品袋を抜き取られ

た。 
 
２月１３日（水）：スリ 



 午後１時頃、男性旅行者が、地下鉄アロンソ・マルティネス駅を出て、アロンソ・マルティネス像を

見ていたところ、６０歳位の男性が近くを通った後、気がついたら、財布が無くなっていた。 
 
（コルドバ） 
２月９日（土）：スリ 
 午後３時頃、旅行者夫婦が、メスキータを観光中、４０代の女性２人組に尾行され、気づかない間に、

鞄のファスナーを開けられ、旅券の入った財布を抜き取られた。 
 
（マラガ） 

２月２０日（水）：置き引き 

 午後７時頃、女性旅行者が、衣料品店で試着室に入るために、一時的に外に置いてしまった旅券等

の入った鞄を、１分程目を離した隙に、置き引きされた。 

 

（ＡＶＥ車内） 

２月１０日（日）：置き引き 

 朝のＡＶＥで、男性旅行者が、バルセロナからマドリードに移動中、貴重品の入った鞄を頭上の収

納棚に置いていたところ、気がつかない間に、財布を抜き取られた。 

 

【３月：７件】 

（マドリード） 
３月５日（火）：置き引き 

午後８時頃、女性旅行者が友人６名と市内レストランで食事中、座席に置いた旅券等の入った鞄を、

気づかない間に置き引きされた。 
 
３月１０日（日）：スリ 

午後１１時頃、男性旅行者が、バラハス空港で、気づかない間に鞄のファスナを開けられ、旅券等の

入った袋を抜き取られた。 
 
３月１４日（木）：スリ 

午後８時頃、女性旅行者が、地下鉄でプラサ・エリプティカ駅からソル駅まで移動中、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。 
 
３月１５日（金）：スリ 

在留邦人夫妻が、地下鉄でバラハス空港から市内へ移動中、気づかない間に財布をすられた。 
 
３月２５日（月）：スリ 
 午後１２時頃、女性在留邦人が、地下鉄でサント・ドミンゴ駅からソル駅へ移動中、気づかない間に

鞄のファスナを開けられ、旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
３月３０日（土）：スリ 

午後１１時頃、男性旅行者が、フカル通りで、日本サッカー選手名を連呼しながらダンスを教えると

近づいてきた男から、気づかない間に、肩掛け鞄から財布を抜き取られた。 
  
（グラナダ） 
３月６日（水）：スリ 

午後３時頃、女性旅行者が、サン・ニコラス展望台で写真撮影中、気づかない間に鞄のファスナを開

けられ、旅券等の入った袋を抜き取られた。 
 

【４月：１０件】 

（マドリード） 



４月７日（日）：置き引き 

 午後９時頃、男性旅行者が、オドンネル通りのレストランで食事中、座席の足下に置いた旅券等の入

った鞄を、気づかない間に置き引きされた。 
 
４月１１日（木）：置き引き 
 午後２時頃、女性旅行者が、セラーノ通りのレストランで食事中、座席に掛けた旅券等の入った鞄を、

気づかない間に置き引きされた。 
 
４月２０日（土）：置き引き 
 午後２時頃、女性在留邦人が、プラサ・ネプトゥーノのカフェで飲食中、座席に置いた旅券等の入っ

た鞄を、気づかない間に置き引きされた。 
 
４月２６日（金）：パンク盗 
 午後１０時頃、旅行者が、レンタカーでバラハス地区を移動中、男２人組にパンクをしていると言わ

れ、車を降りて確認している間に、車内に置いた旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 
４月２９日（月）：スリ 
 午後８時頃、男性旅行者が、地下鉄でグレゴリオ・マラニョン駅へ向かう途中、気づかない間にウェ

ストポーチのファスナを開けられ、旅券を抜き取られた。 
 
（トレド） 
４月２８日（日）：置き引き 
 午後１事頃、男性旅行者が、カテドラル付近のレストランで食事中、座席の背もたれに掛けた旅券等

の入った鞄を、気づかない間に置き引きされた。 
 
（コルドバ） 
４月１６日（火）：スリ 
 午後２時頃、男性旅行者が、花の小道を観光中、気づかない間に鞄のファスナを開けられ、旅券等の

入った財布を抜き取られた。 
 
（グラナダ） 
４月３０日（火）：スリ 
 午後３時頃、男性旅行者が、カテドラル前のバス停で、気づ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。 
 
（セビリア） 
４月１６日（火）：スリ 
 午後４時頃、男性旅行者が、プレジデンテ・アドルフォ・スアレス通りを歩行中、背後から男に接触

され、ズボンのポケットから旅券等の入った小型ケースを抜き取られた。 
 
４月２１日（日）：置き引き 
 午後４時頃、男性旅行者が、プラサ・デ・アルマスのコインロッカーで、使用方法を読んでいたとこ

ろ、足下に置いた旅券等の入った鞄を、気づかない間に置き引きされた。 
 

【５月：１１件】 

（マドリード） 

５月 １日（水）：スリ 
 午前３時頃、男性旅行者が、アトーチャ駅近くのディスコ付近で、若い男７人組に絡まれ、旅券等の

入った小型ケースをすられた。 
 



５月 １日（水）：スリ 
 午後１０時頃、男性旅行者が、アトーチャ駅からアトーチャ通りを徒歩で移動中、現金、クレジット

カード等の入った鞄をすられた。 
 
５月 ３日（金）：強盗 
 午後９時頃、コスラダ地区にある邦人の経営する会社事務所で、邦人職員２名が就業中、拳銃とナイ

フを持った男３人組が押し入り、現金等を強奪した。 
 
５月 ４日（土）：スリ 
 午後２時頃、女性旅行者が、サン・ミゲル市場で買い物中、気づかない間にポシェットを開けられ、

旅券等の入ったポーチを抜き取られた。 
 
５月１８日（土）：首締め強盗 
 午後７時半頃、男性在留邦人が、ビスタ・アレグレ地区のアミスタード通りを歩行中、男２人組に背

後から首を締められ、気絶している間に、財布及び腕時計を奪われた。 
 
５月２５日（土）：置き引き 
 午前７時頃、旅行者家族が、サン・ブラス地区のホテル内レストランで食事中、座席の背もたれに置

いた旅券等の入った鞄を、気づかない間に置き引きされた。 
 
５月２６日（日）：スリ 
 午前中、女性旅行者が、地下鉄バンコ・デ・エスパーニャ駅構内で、見知らぬ男から突然鞄内を漁ら

れ、現金を盗まれた。 
 
５月２９日（水）：スリ 
 午後５時頃、女性旅行者が、フエンカラル通りを徒歩で移動中、背後から歩いてきた女２人組から肩

掛け鞄に接触され、財布を抜き取られた。 
 
５月３１日（金）：スリ 
 午前８時頃、男性旅行者が、バラハス空港へ向かう地下鉄の中で、気づ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。 
 
（コルドバ） 
５月 ３日（金）：スリ 
 午後３時頃、旅行者夫婦が、コルドバ駅の待合ロビーで待機中、気づかない間に肩掛け鞄から旅券を

抜き取られた。 
 
５月２２日（水）：スリ 
 午後１時頃、男性旅行者が、市内観光中、気づ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。 
 
（グラナダ） 
５月 ４日（土）：スリ 
 午後１時頃、女性旅行者が、市内観光中、気づかない間に、旅券等の入ったポーチを鞄から抜き取ら

れた。 
 
【６月：９件】 
（マドリード） 

６月１５（土）：スリ 
 正後頃、旅行者夫婦が、地下鉄アロンソ・マルティネス駅で、すれ違う子供３人組に接触された際、



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。 
 
６月１８日（火）：スリ 
 午後１１時頃、男性旅行者が、バラハス空港に到着後、市内行きバスの乗り場へ向かう途中、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。 
 
６月２１日（金）：４１９詐欺 
 本邦在住男性が、アイルランド在住の知人から遺産９億５千万米ドルを譲りたいとの連絡を受け、手

続きのためマドリードへ来訪したところ、アフリカ系の自称代理人から税金として 8,600 ユーロの前払

いを要求され、詐欺と気づいた。 
 
６月２２日（土）：スリ 
 午後４時頃、男性旅行者が、地下鉄ソル駅で下車する際、行く手を塞ぐ女性ともみ合いとなり、気づ

かない間にベストの内ポケットのファスナを開けられ、財布を抜き取られた。 
 
６月２３日（日）：スリ 
 正後頃、男性旅行者が、プラド美術館付近の広場で、気づかない間に、旅券等の入ったポーチをすら

れた。 
 
６月２３日（日）：スリ 
 午後４時頃、男性旅行者が、グラン・ビア通りを徒歩で移動中、気づ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。 
 
６月２９日（土）：スリ 
 午前１１時頃、女性旅行者が、サン・イシドロ教会のミサに出席中、足下に置いた旅券等の鞄を置き

引きされた。 
 
６月３０日（日）：スリ 
 午前６時頃、男性旅行者が、地下鉄ソル駅付近で欧州系３人組に声をかけられ、気を取られている間

に、ズボンのポケットから携帯電話やクレジットカード等をすられた。 
 
（コルドバ） 
６月１９日（水）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、コルドバ市内ホテルのレストランで食事中、隣の座席に置いた鞄を、気

づかない間に置き引きされた。 
 
【７月：１４件】 
（マドリード） 

７月５（金）：首締め強盗 
 午後４時頃、男性旅行者が、サン・イシドロ教会周辺の路地を徒歩で移動中、アフリカ系男２人組に

背後から首を絞められ、財布等を強奪された（被害者は、気を失うまでは至らず）。 
 
７月６日（土）：置き引き 
 午後１１時頃、女性旅行者２人組が、アトーチャのバス停でバスを待機中、１人がその場を離れてい

る隙に、側に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
７月７日（日）：スリ 
 午後１時頃、在留邦人が、地下鉄６番線をメンデス・アルバーロ駅からアベニーダ・アメリカ駅へ移

動中、気付かない間に肩掛け鞄のファスナを開けられ、旅券等を抜き取られた。 
 



７月１１日（木）：置き引き 
 午後１０時頃、男性旅行者が、アトーチャ地区のホテル・ロビーで、旅券等の入った鞄を置いたまま

５分程目を離したところ、置き引きされた。 
 
７月１４日（日）：偽装警官によるスリ 
 午後３時頃、男性旅行者が、プラド通りで、道を尋ねてきた自称イタリア人に対応中、現れた自称私

服警官に麻薬取引の疑いをかけられ、荷物検査として財布を調べられた際、現金約９万円を抜き取られ

た。 
 
７月１４日：首締め強盗 
 午後５時頃、在留邦人が、チャンベリ地区のヘロニモ・デ・ラ・キンタナ通りを徒歩で移動中、中南

米系の男二人組に背後から首を絞められ、気絶している間に、財布等の入ったバッグ、携帯電話、時計、

ブレスレット等を奪われ、首むち打ち、助骨打撲傷を負った。 
 
７月１７日（水）：置き引き 
 午後９時頃、女性旅行者が、ミラシエラ地区ホテル内のレストランで食事中、座席の背もたれに掛け

た旅券等の入った鞄を、気づかない間に置き引きされた。 
 
７月１８日（木）：スリ 
 午後７時頃、女性旅行者が、グラン・ビア付近の洋服店で買物中、気づかない間に、肩掛け鞄から旅

券等の入った財布を抜き取られた。 
 
７月１８日（木）：置き引き 
 在留邦人が、コロン広場付近のレストランで飲食中、気づかない間に、鞄を置き引きされた。 
 
７月２７日（土）：置き引き 
 午後３時頃、旅行者夫婦が、アルカラ門付近のレストランのテラス席で飲食中、通行人が鍵を落とし

たため指摘した際、座席下に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
７月２８日（日）：スリ 
 午後５時頃、在留邦人が、南バスターミナルで、バスの機服からスーツケースを取り出した際、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。 
 
（グラナダ） 
７月２０日（土）：スリ 
 午後３時頃、男性旅行者が、市内観光中、気づかない間に鞄を開けられ、財布を抜き取られた。 
 
７月３１日（水）：スリ 
 午後２時頃、男性旅行者が、アルハンブラ宮殿の売店で買物中、気づかない間に鞄のファスナを開け

られ、旅券の入ったケースを抜き取られた。 
 
（長距離バス） 

７月６日（土）：置き引き 
 午後、女性旅行者が、グラナダからマドリードへバスで移動中、座席の隣に置いた旅券等の入った小

物入れを、気づかない間に置き引きされた。 
 
【８月：９件】 
（マドリード） 

８月１８日（日）：スリ 
 午後２３時頃、男性旅行者が、地下鉄メンデス・アルバロ駅の階段を複数の荷物を持って移動中、気



づかない間に、ズボンのポケットから財布を抜き取られた。また、バックパックを開けられていた。 
 
８月２５日（日）：置き引き 
 午後３時頃、男性旅行者が、地下鉄クアトロ・カミノス駅付近の飲食店で、隣の座席に置いた旅券等

の入った鞄を置き引きされた。 
 
８月２９日（木）：置き引き 
 午前１１時頃、女性旅行者が、カスティージャ地区のホテルで、宿泊階廊下のソファに置き忘れた旅

券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
８月３０日（金）：スリ 
 午後３時頃、女性旅行者が、王宮付近を観光中、気づかない間に、肩掛け鞄から財布及び旅券等の入

ったポーチを抜き取られた。 
 
８月３１日（土）：置き引き 
 午前８時頃、男性旅行者が、チャマルティン地区のホテル内レストランで朝食中、隣の座席に置いた

旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
８月３１日（土）：スリ 
 午後３時頃、旅行者夫婦が、王宮前を徒歩移動中、気づかない間にウエストポーチのファスナを開け

られ、財布を抜き取られた。 
 
（コルドバ） 
８月１１日（日）：スリ 
 午後１２時頃、女性旅行者が、メスキータ観光中、気づかない間に、肩掛け鞄から旅券等の入ったポ

ーチを抜き取られた。 
 
８月１４日（水）：スリ 
 午後４時頃、女性旅行者が、メスキータ観光中、気づかない間に、バックパックから旅券等の入った

財布を抜き取られた。 
 
（グラナダ） 
８月３０日（金）：スリ 
 午後７時頃、男性旅行者が、ゴメレス坂のタブラオでフラメンコ鑑賞中、居眠りしている間に、旅券

等の入ったウエストポーチを盗まれた。 
 
【９月：１２件】 
（マドリード） 

９月６日（金）：置き引き 
 午前５時頃、男性旅行者が、バラハス空港内で、荷物の中から航空券を確認中、声をかけてきた中南

米系男３人組に、気づかない間に肩掛け鞄を置き引きされた。 
 
９月６日（金）：スリ 
 午後５時頃、男性旅行者が、地下鉄でセビリア駅付近を移動中、道を尋ねてきた欧州系男女３人組に、

気づ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。 
 
９月６日（金）：スリ 
 午後１０時頃、女性旅行者が、シベーレス広場でタクシーを待機中、気づかない間にバックパックか

ら財布を抜き取られた。 
 



９月１０日（火）：詐欺 
 午前７時半頃、女性旅行者が、市内からバラハス空港への移動に利用したタクシーの支払いの際、ク

レジットカードが読み取れないと言われ、再度読み取りを依頼したが再び読み取れないと言われたため、

現金で支払ったところ、帰国後、クレジットカードで２回分引き落とされていた。 
 
９月１２日（木）：スリ 
 午前１１時頃、女性旅行者が、ソフィア美術館からプラド美術館に徒歩移動中、背後から来たアフリ

カ系女３人組に、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。 
 
９月２３日（月）：スリ 
 午前１１時頃、男性旅行者が、スペイン広場で写真撮影中、気づかない間にバックパックのファスナ

を開けられ、旅券を抜き取られた。 
 
９月２７日（金）：スリ 
 午後７時半頃、女性旅行者が、バラハス空港に到着後、荷物を受け取りバス乗り場へ移動中、気づか

ない間に旅券等の入った小物入れをすられた。 
 
９月２８日（土）：スリ 
 午後７時頃、男性旅行者が、バラハス空港に到着後、荷物を受け取りタクシー乗り場へ移動中、気づ

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。 
 
（グラナダ） 
９月４日（水）：スリ 
 午後１２時頃、男性旅行者が、市内をバスで移動中、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。 
 
９月２２日（日）：スリ 
 午後６時頃、男性旅行者が、アルハンブラ宮殿から市内行きのバスに乗車中、気づかない間に、肩掛

け鞄から旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
（セビリア） 
９月２５日（水）：ひったくり 
 午後７時半頃、男性旅行者が、プラサ・デ・アルマス・バスターミナルで荷物を整理中、財布を手か

らひったくられた。 
 
（長距離バス） 
９月９日（月）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、サラマンカ・マドリード間をバスで移動中、寝ている間に、座席のポケ

ット内に入れておいた携帯電話を置き引きされた。 
 
【１０月：６件】 
（マドリード） 

１０月５日（土）：スリ 
 午後２時頃、男性旅行者が、プラド通りをアトーチャ方面からプラド美術館前に向け、人通りの多い

中で徒歩移動中、気づかない間に、鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
１０月６日（日）：置き引き 
 午前８時頃、男性旅行者が、サン・ブラス地区のホテル内レストランで朝食中、アフリカ系男に声を

かけられた隙に、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。 
 



１０月１８日（金）：置き引き 
 午前９時頃、旅行者夫婦が、ギンダレラ地区のホテルの玄関前で待機中、脇に置いた旅券等の入った

鞄を、気づかない間に置き引きされた 
 
１０月１９日（土）：スリ 
 午後６時頃、女性旅行者が、ソル広場から王宮へ徒歩移動中、気づかない間に鞄のファスナを開けら

れ、旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
１０月３０日（水）：置き引き 
 午後６時頃、在留邦人女性が、サラマンカ地区の喫茶店で飲食中、テーブルを移動させるため一瞬床

の上に置いた鞄を、女３人組に置き引きされた。 
 
（夜行列車） 
１０月１６日（水）：スリ 
 男性旅行者が、リスボン発マドリード行き夜行寝台列車の４人用相部屋で就寝中、肩掛け鞄から財布

を抜き取られた。 
 
【１１月：９件】 
（マドリード） 

１１月２日（土）：スリ 
 正午頃、女性旅行者が、バラハス空港に到着後、荷物を受け取りバス乗り場へ移動中、気づかない間

に肩掛け鞄を開けられ、旅券等の入った小物入れをすられた。 
 
１１月６日（水）：スリ 
 午後７時頃、旅行者夫婦が、プリンセサ地区のデパートで買物中、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。 
 
１１月１６日（土）：スリ 
 午前９時頃、在留邦人男性が、アトーチャ駅で、AVE 乗車前の荷物検査のため、旅行者団体の後に続

いて順番を待つ間、気づかない間に肩掛け鞄のファスナを開けられ、携帯電話等を抜き取られた。 
 
１１月２３日（土）：置き引き 
 午後１０時頃、女性旅行者が、フスティシア地区のレストランで飲食中、気づかない間に、足下に置

いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
１１月２４日（日）：置き引き 
 午前７時半頃、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、気づかない間に、

座席の背もたれに置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
１１月２６日（火）：置き引き 
 午後１２時頃、旅行者４人家族が、アトーチャ駅付近のファーストフード店で飲食中、２人がゴミを

捨てるため離席している間（席に残った２人は読書中）に、座席付近に置いた旅券等の入った鞄を置き

引きされた。 
 
（ブルゴス） 
１１月２日（土）：車上狙い 
 正午頃、旅行者夫婦が、高速道路のサービスエリアで休憩中、駐車していたレンタカーの窓ガラスを

割られ、車内から旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 
（マラガ） 



１１月５日（火）：窃盗 
 午前１１時から午後８時の間、女性旅行者が、ホステルの相部屋内の個人用ロッカー内にスーツケー

スを置いて外出したところ、ロッカーの鍵を開錠され、スーツケースを壊されて、現金やノートパソコ

ン等を盗まれた。 
 
（マルベージャ） 
１１月１８日（月）：車上狙い 
 午後７時頃、男性旅行者が、スーパーマーケット前の路上に車を駐車し、数分間買物をしていたとこ

ろ、車の窓ガラスを割られ、助手席にショッピンクバッグで覆い隠して置いてあった旅券等の入った鞄

を盗まれた。 
 
【１２月：４件】 
１２月７日（土）：スリ 
 午前１時頃、在留邦人女性が、コロン通りを徒歩で移動中、気付かない間にコートのポケットのファ

スナを開けられ、財布をすられた。 
 
１２月１６日（月）：置き引き 
 午後１時頃、男性旅行者が、オレンセ通りのレストランで飲食中、座敷の横に置いた鞄を置き引きさ

れた。 
 
１２月１９日（木）：スリ 

午後４時頃、女性旅行者が、バラハス空港へ向かう地下鉄内で、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。 
 
１２月２６日（木）：置き引き 
 午後４時頃、男性旅行者が、アトーチャ駅内のカフェで飲食中、足下に置いた旅券等の入った鞄を置

き引きされた。 


