
２０１５年の邦人被害例 

 

 ２０１５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１日（木）：スリ 
 午前１時頃、男性旅行者が、地下鉄２号線でセビリア駅からオペラ駅へ移動中、気付かない間にバッ

クパックのファスナを開けられ、旅券等の入った財布を抜き取られた。 
 
１月８日（木）：置き引き 
 午前８時頃、男性旅行者が、ヘロニモス地区のカフェで飲食中、気付かない間に、座席に置いた鞄か

ら旅券を抜き取られた。 
 
１月１５日（木）：パンク盗 
 午後１６時頃、女性旅行者が、高速道路Ａ１をマドリード市に向い移動中、シウダルカンポ地区のレ

ストランで飲食した後、車を移動した際にパンクに気付き、停車したところ、タイヤ交換を手伝うとし

て接触してきた東欧系男２人組に、車内助手席に置いた旅券等の入った鞄を持ち去られた（後刻、パン

クしたタイヤは、刃物で切られていたことが判明）。 
 
（グラナダ） 
１月１３日（火）：置き引き 
 午後１０時頃、旅行者夫婦が、グラナダ市内のタブラオでフラメンコ鑑賞中、足下に置いた旅券等の

入った鞄を置き引きされた。 
 
１月２３日（金）：置き引き 
 午前８時頃、男性旅行者が、グラナダ市内のホテル内レストランで朝食中、座席に置いた旅券等の入

った鞄を置き引きされた。 
 
（トレド） 
１月３０日（金）：ケチャップ・スリ 
 午後、男性旅行者が、トレド市内を観光中、何者かに上着が汚れていることを指摘された際、気付か

ない間に、ポケットから財布と携帯電話を抜き取られた。 
 
（長距離夜行列車） 
１月１６日（金）：置き引き 
 男性旅行者が、夜行列車でサンティアゴ・デ・コンポステーラからマドリードへ移動した際、鞄から

旅券を抜き取られた。 
 
【２月：４件】 

（マドリード） 
２月１１日（水）：スリ 
 女性旅行者が、マドリード市内を観光中、気付かない間に携帯電話をすられた（詳細不明）。 
 
２月１５日（日）：スリ 
 男性旅行者が、セラーノ通りを観光中、気付かない間に携帯電話をすられた（詳細不明）。 
 
２月２１日（土）：スリ 
 男性旅行者が、マドリード市内を観光中、気付かない間に財布をすられた（詳細不明）。 



 
２月２１日（土）：スリ 
 男性旅行者が、マドリード市内を観光中、気付かない間に財布をすられた（詳細不明）。 
 
（セビリア） 
２月２５日（水）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、ボルムホスのホテル内レストランで朝食中、足下に置いた旅券等の入っ

た鞄を置き引きされた。 
 

【３月：９件】 

（マドリード） 
３月５日（木）：スリ 
 午後１時頃、女性旅行者が、地下鉄３番線でソル駅からデリシアス駅へ移動中、気付かない間に鞄を

開けられ、旅券等を抜き取られた。 
 
３月７日（土）：スリ 
 午後７時頃、女性旅行者が、地下鉄１番線でアトーチャ駅からソル駅へ移動中、気付かない間に鞄を

開けられ、旅券等を抜き取られた。 
 
３月１１日（水）：スリ 
 午後５時頃、男性旅行者が、レティーロ公園内で、両替を依頼してきた男女２人組に対応中、気付か

ない間に現金を掏られた。 
 
３月１９日（木）：スリ 
 午後３時半頃、男性旅行者が、アトーチャ駅付近の路上で、気付かない間に肩掛け鞄を開けられ、財

布を抜き取られた。 
 
３月２６日（木）：スリ 
 午後５時半頃、女性旅行者が、グランビア通りをスペイン広場からサント･ドミンゴ駅まで徒歩移動中、

気付かない間にバックパックのファスナを開けられ、旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
３月２７日（金）：スリ 
 午後４時頃、女性旅行者が、セントロ地区のデパート等で買物中、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。 
 
（コルドバ） 
３月１６日（月）：スリ 
 午後３時半頃、旅行者夫婦が、大聖堂前を徒歩移動中、気付かない間にバックパックのファスナを開

けられ、旅券等の入ったポーチを抜き取られた。 
 
（セビリア） 
３月２７日（金）：置き引き 
 午前９時頃、女性旅行者が、トマレス地区のホテル内レストランで朝食中、気付かない間に旅券等の

入った鞄を置き引きされた。 
 

（その他） 
３月：金銭トラブル 
 旅行者が、オンライン旅行仲介業者を通じて予約・宿泊したサラマンカのホテルから、後日、部屋か

らテレビが紛失したとのホテル側の訴えにより、２００ユーロを請求された。 
 



【４月：８件】 

（マドリード） 
４月３日（金）：スリ 
 午後８時半頃、女性旅行者が、地下鉄レティーロ駅で２番線に乗車した際、見知らぬ男にスーツケー

スに手を掛けられ、気をとられた隙に、肩掛け鞄から旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
４月３日（金）：客室盗 
 午後１１時頃、女性旅行者が、レハス地区（バラハス空港付近）のホテルの宿泊部屋を、ドアに鍵を

掛けたうえで４０分程離室した間に、部屋から旅券等の入った鞄等を盗まれた。 
 
４月４日（土）：スリ 
 午後６時頃、旅行者夫婦が、マヨール広場を観光中、気付かない間に、ウェストポーチから旅券等の

入った小物入れを抜き取られた。 
 
４月１０日（金）：置き引き 
 午前８時頃、女性旅行者が、モンクロア地区のホテル内レストランで朝食中、飲物を取るため離席し

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。 
 
４月２３日（木）：スリ 
 午後８時頃、男性旅行者が、地下鉄１番線でアトーチャ駅からソル駅へ移動中、気づかない間に、鞄

のポケットから旅券を抜き取られた。 
 
４月２５日（土）：スリ 
 午後４時頃、男性在留邦人が、グランビア通りを歩行中、気づかない間に、バックパックから旅券を

抜き取られた。 
 
（セビリア） 
４月２１日（火）：置き引き 
 午後９時頃、女性旅行者が、トマレス地区のホテル内レストランで食事中、気づかない間に、背もた

れと背の間に置いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
（その他） 
４月２３日（木）：車上狙い 
 午後１時頃、男性旅行者が、アリカンテ・ムルシア間高速道路のパーキングエリアで、見知らぬ男か

ら車両の油漏れを指摘されため車外に出て確認した際、後部座席に置いた旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 

【５月：６件】 

（マドリード） 
５月９日（土）：スリ 
 男性旅行者が、サッカー観戦の帰りに利用した地下鉄で、財布をすられた（詳細不明）。 
 
５月２２日（金）：スリ 
 午後２時頃、女性旅行者が、王宮等を見学した際、気づかない間に鞄を開けられ、財布を抜き取られ

た。 
 
５月２３日（土）：スリ 
 午前１１時頃、旅行者家族が、プロスペリダード地区のホテルにチェックインした際、気づかない間

に、旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
５月２４日（日）：スリ 



 男性旅行者が、市内観光中、財布をすられた（詳細不明）。 
 
（セビリア） 
５月２日（土）：置き引き 
 正午頃、男性旅行者が、エル・ポルベニル地区のホテル内カンファレンスルームで、旅券等の入った

鞄を、机に置いたまま一時的に離席した際、置き引きされた。 
 
（グラナダ） 
５月２５日（月）：客室盗 
 男性旅行者が、アパルタメントス・トゥリスティコス・サン・マティアスで、一人部屋に施錠をして

就寝中、旅券等の入った鞄を盗まれた（翌日、警察が現場検証を実施したが、翌々日、鞄は部屋に戻さ

れていた）。 
 

【６月：７件】 

（マドリード） 
６月６日（土）：首締め強盗 
 午後３時頃、男性旅行者が、カスコロ広場付近を散策中、何者かに背後から首を締められ、気を失っ

ている間に、旅券等の入った鞄や腕時計等、所持品を全て奪われた。 
 
６月１４日（日）：スリ 
 午後３時頃、女性旅行者が、地下鉄６号線に乗車中、気づかない間に、鞄から財布を抜き取られた。 
 
６月２７日（土）：置き引き 
 午後３時頃、男性旅行者が、カフェのテラス席テーブルに置いていたスマートフォンを、宗教の勧誘

を装った女性に奪われた。 
 
（トレド） 
６月６日（土）：スリ 
 午後２時頃、邦人旅行者が、教会を観光中、気づかない間にバックパックを開けられ、財布を抜き取

られた。 
 
（コルドバ） 
６月７日（日）：スリ 
 午後３時頃、女性団体旅行者が、市内観光中、バックパックに取り付けていた、旅券等の入ったポー

チを、気づかない間に取られた。 
 
（グラナダ） 
６月２０日（土）：スリ 
 午後６時頃、バレンシアの女性在留邦人が、市内観光中、気づかない間に、鞄から財布を抜き取られ

た。 
 
（カディス） 
６月２１日（日）：詐欺 
 女性旅行者が、友人と思っていたフランス人男性を訪ねて観光で滞在中、南米の国への投資話を持ち

かけられ、多額の詐欺被害に遭い、更に現金を要求され、脅しに遭った。 
 

【７月：７件】 

（マドリード） 
７月３日（金）：スリ 
 午前１０時頃、男性旅行者が、バイレン通りを王宮周辺からスペイン広場へ向け徒歩移動中、ぶつか



ってきたアフリカ系男性に、気づかない間に、鞄から財布を抜き取られた。 
 
７月６日（月）：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、気づかない

間に、鞄から財布を抜き取られた。 
 
７月３０日（木）：スリ 
 午前１０時頃、旅行者夫婦が、アトーチャ通りを徒歩移動中、気づかない間にバックパックを開けら

れ、財布を抜き取られた。 
 
（パンプローナ） 
７月６日（月）：スリ 
 正午頃、男性旅行者が、牛追い祭りの開会式を観覧中、財布をすられた。 
 
（トレド） 
７月１５日（水）：ケチャップスリ 
 午後２時頃、旅行者夫妻が、アルカサル付近の路上で、男女２人組に鳥の糞が頭に付着していると声

をかけられ、拭き取っている間に、肩掛け鞄から、旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
（セビリア） 
７月１８日（土）：置き引き 
 正午頃、男性旅行者が、セビリア空港の到着ロビーで待機中、スーツケースの上に置いた、旅券等の

入った鞄を置き引きされた。 
 

（ヘレス） 
７月３０日（木）：車上狙い 
 午後１時頃、男性旅行者が、レンタカーを路上に駐車して３０分程離れた間に、窓ガラスを割られ、

旅券等の入った鞄を盗まれた。 
 

【８月：９件】 

（マドリード） 
８月１日（土）：置き引き 
 午前９時半頃、男性旅行者が、アトーチャ通りのホテルで、チェックアウト手続き中、床に置いた旅

券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
８月６日（木）：スリ 
 午後８時頃、旅行者夫婦が、ソル駅周辺を散策中、気づかない間にバックパックから財布を抜き取ら

れた。 
 
８月１５日（土）：置き引き 
 午後９時頃、女性旅行者が、バラハス空港付近のレンタカー会社で手続き中、座席後方のソファに置

いた旅券等の入った鞄を置き引きされた。 
 
８月２８日（土）：スリ 
 午前８時頃、女性旅行者が、バラハス空港付近のホテル内レストランで朝食中、鞄を座席に置いたま

まビュッフェを取るため離席している間に、鞄から財布を抜き取られた。 
 
８月２９日（日）：スリ 
 午後１０時頃、旅行者夫婦が、サンティアゴ・ベルナベウ・スタジアム前で、足下に小銭をばらまい

てきた男に、ズボン後ろポケットから財布を抜き取られた。 



 
（フリヒリアナ） 
８月３日（月）：車上狙い 
 午後３時頃、旅行者家族が、レンタカーを路上駐車した間に、ドアをこじ開けられ、車内から鞄等を

盗まれた。 
 
（ロンダ） 
８月１０日（月）：スリ 
 午後４時頃、男性旅行者が、団体ツアーにてヌエボ橋等を観光中、気づかない間に鞄のファスナを開

けられ、旅券等を抜き取られた。 
 
８月１３日（木）：スリ 
 午後１時頃、旅行者家族が、市内散策中、気づ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。 
 
（マラガ） 
８月１１日（火）：スリ 
 午後、女性旅行者が、団体ツアーにて市内観光中、気づかない間に鞄のファスナを開けられ、旅券を

抜き取られた。 
 

【９月：１１件】 

（マドリード） 
９月４日（金）：ひったくり 
 午後１１時頃、男性旅行者が、セントロ地区のレストラン前で喫煙中、肩にかけていた旅券等の入っ

た鞄及びカメラをひったくられた。 
 
９月５日（土）：スリ未遂 
 午後４時頃、在留邦人男性が、マジョール通りを歩行中、マドリードの地図を広げた欧州系女２人組

に、肩掛け鞄のファスナを開けられ、スリに遭いかけた（同行者が気づいたため未遂に終わった）。 
 
９月１０日（木）：置き引き 
 午後１１時頃、男性旅行者が、バラハス空港内のレンタカー・カウンターで手続き中、脇に置いた鞄

を置き引きされた。 
 
９月１７日（木）：置き引き 
 男性旅行者が、セントロ地区のホステルで、２人用の相部屋に宿泊した際、就寝中に、充電していた

スマートフォンを盗まれた。 
 
９月１７日（木）：置き引き 
 午後２時頃、女性旅行者が、セントロ地区のカフェのテラス席で飲食中、相席を求めてきたスペイン

系女２人組の１人を、数分店内へ案内した際、別の１名により、座席に置いた鞄から旅券等の入った小

物入れを抜き取られた模様。 
 
９月１８日（金）：スリ 
 午後３時頃、女性旅行者が、王宮前で、気づかない間に、鞄から旅券等の入った小物入れ及び財布を

抜き取られた。 
 
９月１８日（金）：スリ 
 午後７時頃、男性旅行者が、スーパーで買い物中、気づ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。 



 
（ア・コルーニャ） 
９月１２日（土）：置き引き 
 正午頃、男性旅行者が、ア・コルーニャ駅のトイレで個室を使用中、壁に掛けていた旅券等の入った

鞄を、隣の個室の壁上から手を伸ばしてきた男に盗まれた。 
 
（グラナダ） 
９月１９日（土）：スリ 
 正午頃、女性旅行者が、アルハンブラ宮殿を観光中、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。 
 
（トレド） 
９月２９日（火）：スリ 
 午後５時頃、男性旅行者が、市内観光中、気づかない間に、ズボンのポケットからスマートフォンを

盗まれた。 
 
（航空機） 
９月１１日（金）：窃盗 
 男性旅行者が、格安航空便にてマドリードからバルセロナへ移動した際、引取り時には預け荷物の鍵

が壊されており、現金及び電子端末が盗まれていた。 
 

【１０月：９件】 

（マドリード） 
１０月４日（日）：置き引き 
 午前６時頃、男性旅行者が、プリンセサ通りのホテルで、ロビーでの団体旅行集合時、旅券等の入っ

た鞄を一行荷物と一緒にまとめて置いていたところ、気づかない間に置き引きされた。 
 
１０月１１日（日）：スリ 
 午後３時頃、男性旅行者が、地下鉄でサンティアゴ・ベルナベウ駅からソル駅へ移動した際、女性か

ら道を尋ねられたり、数名の若者の集団から写真撮影を頼まれるなどしている間に、鞄から旅券等の入

った財布を抜き取られた。 
 
１０月１３日（火）：置き引き 
 午前６時半頃、男性旅行者が、ベラスケス通りのホテルで、旅券等の入った鞄をホテル前の喫煙スペ

ースに置いたまま、３０秒ほどホテル内へ入った隙に、置き引きされた。 
 
１０月２５日（日）：置き引き 
 午後８時頃、男性旅行者が、テトゥアン地区の果物店で、商品棚に鞄を置いたまま店員と話していた

隙に、旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
１０月２５日（日）：スリ 
 午後、男性旅行者が、アトーチャ駅で財布を掏られた。 
 
（サン・セバスチャン） 
１０月２日（金）：置き引き 
 正午頃、男性旅行者が、衣料店の商品棚に鞄を置き忘れ、５時間後に戻った際には、旅券を含む中身

が全て抜き取られていた。 
 
（セビリア） 
１０月１４日（水）：置き引き 



 午前７時頃、女性旅行者が、ドス・エルマーナスのホテルでの朝食中、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。 
 
（サラゴサ） 
１０月３１日（土）：首締め強盗 
 午前６時頃、男性在留邦人が、サラゴサ大学周辺の狭い道を徒歩移動中、見知らぬ男性からライター

を貸して欲しいと言われて貸そうとしたところ、背後から首を絞められ、気絶している間に旅券等の入

った鞄を奪われた。 
 
（マルべージャ） 
１０月３１日（土）：置き引き 
午後３時頃、女性旅行者が、ブティック店での買い物中、店内の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。 
 
【１１月：３件】 
（マドリード） 
１１月２４日（火）：スリ 
 午前１０時頃、男性旅行者が、アトーチャ駅周辺を徒歩にて観光中、気づかない間に鞄のファスナを

開けられ、旅券を抜き取られた。 
 
１１月２８日（土）：置き引き 
 午前８時頃、男性旅行者が、バラハス空港付近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。 
 
（セビリア） 
１１月７日（土）：置き引き 
 午後１０時頃、男性旅行者が、バスターミナルの待合所で食事中、隣の座席に置いた旅券等の入った

鞄を置き引きされた。 
 

【１２月：６件】 

（マドリード） 
１２月１５日（火）：スリ 
 午後９時頃、男性旅行者が、バラハス空港内の自販機で水を購入した直後、男２人組がぶつかってき

た際に、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２９日（火）：スリ 
 午後５時頃、男性旅行者が、オリエンテ広場を見学中、ウェストポーチから旅券等の入った小物入れ

を抜き取られた。 
 
（トレド） 
１２月１２日（土）：スリ 
 午後５時頃、旅行者夫婦が、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。 
 
（ミハス） 
１２月７日（土）：スリ 
 正午頃、旅行者夫婦が、市内散策中、ウエストポーチから旅券等の入った小物入れを抜き取られた。 
 
（ネルハ） 
１２月２８日（月）：車上狙い 
 午後４時頃、旅行者夫婦が、市内路上で車両を一時停車中、トランクから旅券等の入った鞄を盗まれ



た。 
 
（セビリア） 
１２月３１日（木）：置き引き 
 午後４時頃、旅行者夫婦が、市内レストランで飲食中、隣の座席に置いておいた鞄を置き引きされた。 


