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●大量窃盗と常習万引事件
日付

2014-09-10

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

愛知県

題名

ユニクロで万引き繰り返す/ベトナム人 5 人を逮捕/愛知県警

概要

愛知県警は 10 日、衣料専門店「ユニクロ」の店舗で商品を万引きしたとしてベトナム人
の男女 5 人を窃盗の疑いで逮捕していたことが 10 日わかった。今年に入り東海 3 県
のユニクロの店舗で 100 件以上(被害額 1,000 万円以上)の同様の被害があり関連を
調べている。5 人は今年夏頃、愛知県内の 2 店舗でパーカなど 10 点以上を万引きした
疑いがある。あらかじめ用意したユニクロの買い物袋に商品を紛れ込ませ代金を支払
ったように装って万引きを繰り返していた疑いがあるという。

日付

2014-09-08

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

東京都

題名

まんだらけ「鉄人 28 号」万引き男を起訴/東京地検

概要

東京地検は 8 日、古物商「まんだらけ」(東京都中野区)の店舗で漫画「鉄人 28 号」のブ
リキ製人形が万引された事件で千葉市若葉区都賀の台の港湾荷役作業員の男(50)を
窃盗罪で起訴した。地検は略式起訴にしなかった理由を「被害金額や動機を総合的に
判断した」としている。起訴状によると、男は 8 月 4 日午後 5 時頃、中野区中野の「まん
だらけ中野店」でブリキ製人形(販売価格 27 万円、税込み））を万引きした疑い。事件を
めぐっては「まんだらけ」が人形を期限内に返却しなければ監視カメラに写っていた人
物の顔写真を公開すると警告し議論を呼んだ。男は人形を 6 万 4,000 円で売却してお
り逮捕後に「騒ぎになっていることは売った後に知り、返そうにも返せなかった」と供述
していた。男は約 3 年前にも別の「まんだらけ」の店舗で人形を万引きしていたことが
わかったがすでに返却しており立件は見送るという。

日付

2014-08-27

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

栃木県

題名

ドラッグストアで連続万引き/4 店で 29 万円超分/栃木県小山市

概要

栃木県警・小山署は 27 日、栃木県小山市内のドラッグストア 4 店舗で 25 日午後に連
続して健康食品など 155 点、合計 29 万 3,000 円が万引きされたと発表した。同署は窃
盗事件として捜査している。4 店舗は同一のチェーン店で、25 日夕方から閉店午前 0
時までの間に被害に遭ったという。

日付

2014-07-28

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

群馬県

題名

男女 3 人で CD など盗み転売/映像で発覚/群馬県警・富岡署

概要

群馬県警・富岡署は 28 日、群馬県富岡市の書店から CD など約 50 点、約 27 万円相
当を万引きしたとして 25 歳の男ら 3 人を窃盗の疑いで逮捕した。逮捕されたのはいず
れも群馬県高崎市吉井町に住む大工の男 A(25)と無職の男 B(20)、それにみなかみ
町の高校 1 年生の少女(16)の 3 人。3 人は今年 5 月 29 日午後 0 時 40 分頃、富岡市
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薬局

書店

の書店から CD や DVD 合わせて 51 枚、約 27 万円相当を万引きした疑い。商品がな
くなっていることに気付いた店から通報を受けた富岡署が店内に設置された監視カメ
ラを分析するなどして捜査を進めていたところ、3 人が関与した疑いが強まり 28 日に
事情を聞いたところいずれも容疑を認めたため逮捕した。男 B と少女が店内の商品を
盗み、監視カメラの死角になった場所で男 A が持つバッグに詰めていた疑いがあると
いう。3 人は「商品はお金に換えた。遊ぶ金がほしかった」などと供述しているという。

日付

2014-06-27

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

奈良県

題名

人気映画のフィギュア 51 点万引きした男を逮捕/奈良県警・桜井署

概要

奈良県警・桜井署は 27 日、人気米映画「トランスフォーマー」に登場するキャラクター
のフィギュア 51 点を万引きしたとして窃盗容疑で大阪府高石市東羽衣の無職の男
(21)を逮捕した。男は「遊ぶ金と生活費がほしかった」と容疑を認めているという。男は
15 日午後 1 時 40 分頃～午後 4 時 50 分頃、大阪府枚方市と寝屋川市の大型玩具店
でトランスフォーマーのキャラクター「オプティマスプライム」や「スタースクリーム」など
のフィギュア計 51 点(約 20 万 7,000 円相当)を万引きした疑い。桜井市内でも今月、玩
具店でフィギュアが盗まれる事件があり同署が捜査していたところ男が浮上したとい
う。男は 51 点のフィギュアを万引きして盗んだ後、大阪市内の玩具店で約 70 点のフィ
ギュアを売却しており同署で余罪があるとみて調べている。

日付

2014-06-05

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

奈良県

題名

店員もグルで大量万引き/女 3 人少年 1 人逮捕/奈良県警・橿原署

概要

奈良県警・橿原署は 5 日、奈良県橿原市内のスーパーで大量の商品を万引きとして
ともに同店パートで同市出合町の女(42)と同市内膳町の女(52)の 2 人ら計 4 人を窃盗
(万引き(の疑いで逮捕した。ほかの 2 人は同市上品寺町の無職の女(48)と市内の無
職の少年(15)。4 人は共謀して同日午前 2 時 55 分頃、市内の 24 時間営業のスーパ
ーで米や鮮魚、洗剤など計 276 点(8 万 6,042 円相当)を万引きした疑い。パートの女 2
人が勤務している時間帯に他の 2 人が代金を支払わずに盗み出しており監視カメラ
の映像などから 4 人を割り出した。4 人は容疑を認め、「市内の別の店とあわせて 100
回以上、繰り返していた」と供述しているという。

日付

2014-04-28

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

千葉県

題名

化粧品 56 点を万引きしたベトナム人 3 人逮捕/千葉県警・東金署

概要

千葉県警・東金署は 28 日、千葉県大網白里市のドラッグストアでベトナム人の男女 3
人が一度に化粧品 56 点、約 21 万円相当分を万引きした疑いで逮捕した。同署は多
数の化粧品を転売しようとした疑いもあるとみて調べている。逮捕されたのは、いず
れもベトナム国籍で松戸市に住む自称無職の女(24)、それにいずれも住所不詳、自
称アルバイトの 23 歳と自称無職の 27 歳の男の 2 人。3 人は 26 日午後 5 時過ぎ、千
葉県大網白里市駒込のドラッグストア「マツモトキヨシ大網白里店」で一度に化粧品
56 点、20 万 9,000 円分を万引きした疑い。周囲を見張る役、化粧品を買い物かごに
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スーパー

薬局

入れる役、それに持参した手提げ袋に化粧品を移す役と役割を分担していた。店を
出たところを東金署員にその場で逮捕された。今年 1 月、同県船橋市内の 4 つのドラ
ッグストアで化粧品 220 点、約 60 万円分が一日のうちに次々に万引きされる事件が
あり千葉県警は監視カメラの映像から 3 人を割り出して警戒していたという。いずれも
容疑を認め、このうち 1 人は「ベトナムへの土産にしようと思った」と供述する一方、ほ
かの 2 人は目的について供述を拒んでいるという。同署は多数の化粧品を転売しよう
とした疑いもあるとみて調べている。

日付

2014-04-23

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

東京都

題名

盗品運搬で逮捕のベトナム航空 CA を不起訴/東京地検立川支部

概要

東京地検立川支部は 23 日、ベトナム人窃盗グループが衣料品を万引きした運んだと
して盗品等運搬容疑で逮捕されたベトナム航空の 25 歳の客室乗務員＝ベトナム国
籍＝について嫌疑不十分で不起訴処分とした。「証拠上、盗品という認識を認められ
なかった」と理由を説明している。CA は窃盗グループの盗品運搬を仲介していたベト
ナム人の女(30)の依頼を受けグループが盗んだダウンジャケット 21 点(計約 12 万
5,000 円相当)を盗品と知りながら大阪府内のホテルから関西国際空港まで運んだと
して警視庁に逮捕された。逮捕後、「盗品とは知らなかった」と容疑を否認。今月 14
日に処分保留のまま釈放されていた。

その他

日付

2014-04-11

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

群馬県

題名

万引きした化粧品を中国に横流し/1 億円超荒稼ぎ/群馬県警

概要

ドラッグストアで化粧品類の万引きを繰り返していたとして男女のグループ 8 人が実
刑判決を受けた事件で、群馬県警が関東地方の 1 都 7 県で 1,098 件、約 1 億 3,800
万円の被害を確認したことが 10 日わかった。化粧品類は中国に横流しされていた。
県警は中国で人気の日本製化粧品を狙った組織的な事件とみて全容解明を進めて
いる。3 月 7 日、前橋地裁の半田靖史裁判官は埼玉県鶴ヶ島市の塗装業の男(48)
の窃盗罪を認め懲役 3 年の判決を言い渡した。半田裁判官は「被告は『親方』と呼ば
れて重要な役割を果たした」とも指摘した。県警がグループ最年長の主犯格とみる
男への判決で 8 人に対する 1 審裁判は終わった。男は 6 人、女はグループ最年少の
22 歳を含む 2 人で 1 年 8 月～3 年の懲役刑が言い渡された。県警が捜査を始めた
のは 12 年 11 月。沼田市内のドラッグストア 4 店で万引き被害が起きたことがきっか
けだった。その後も各地で被害が相次ぐ中、県警は店の監視カメラの映像を突き合
わせて人物や車を絞り込み尾行を重ねた。約 7 ヶ月にわたる捜査の末、盗品を集め
ていた東京都内のマンションを突き止めた。県警は昨年 6 月 13 日、強制捜査に着
手。マンションの一室を捜索し化粧品など 3,327 点を押収した。「口紅」「アイシャドー」
など品目ごとに段ボールで仕分けられ整然と棚に並んでいたという。同日中に 7 人
を窃盗容疑で、2 人を盗品等有償譲り受け容疑で逮捕し 9 月に別の 1 人を窃盗容疑
で逮捕した。調べで素人が組織的な窃盗グループの一員となった経緯が明らかにな
った。メンバーはゲームセンターなどで勧誘され前科がないことを条件に仲間となっ
ていたという。狙いを付けた店には車で 4～5 人で訪れ、店員を見張る役、商品をカ
バンに収める役、それを受け取る持ち出し役に分かれ無線機で連絡を取り合って発
覚を免れていた。月曜と雨の日は盗みに入らない“定休日”でメンバーには 1 日 2 万
5,000 円～5 万円程度が支払われていたという。盗品は東京都板橋区の貿易業の男
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薬局

(35)＝執行猶予つき判決が確定＝が買取り、元締の中国人を通じて中国に流してい
た。グループの 8 人が判決で認定された万引きは昨年 2～4 月の計 12 件(被害額約
150 万円)だが、県警は 8 人の供述から 11 年秋から逮捕直前まで 1,098 件の万引き
を繰り返していたことを確認した。県警の全 15 署は 12 日から小売業者を集めた会議
を開き、万引きを防ぐ方法を説明する。8 人が「狙いにくい店」と供述した①防犯カメ
ラが多い、②棚が見渡しやすい③入店時に客の目を見て挨拶することなどを呼びか
けることにしている。

日付

2014-04-07

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

福岡県

題名

40 歳男が高級靴 73 足万引き/質店で換金/福岡県警・直方署

概要

福岡県警・直方署などは 7 日、大型商業施設で高級紳士靴の万引きを繰り返したとし
て福岡市東区の建設業の男(40)を逮捕した。男は福岡や佐賀県などの商業施設の
靴店で少なくとも 73 足、約 330 万円を万引きしたことが確認された。男は今年 1 月、
福岡県直方市の大型商業施設靴店で紳士靴２足を盗んだ疑いで直方署に逮捕され
た。男は店員の死角に入ってしゃがみ込み持ってきたビジネスバッグに紳士靴を箱ご
と詰め込んで持ち去る手口で犯行を繰り返していた。盗んだ靴は質店に持ち込み換
金していて「靴は盗みやすかった。収入がなく金に困ってやった」と容疑を認めている
という。

日付

2014-03-26

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

東京都

題名

ベトナム航空副機長ら 5 人に出頭要請/万引き運び役/警視庁

概要

警視庁組織犯罪対策 1 課は 26 日、国内で万引きされた衣料品をベトナムに持ち出す
目的で空港まで運んだとして、いずれもベトナム国籍でベトナム航空客室乗務員の
女(25)と万引きの実行役などとみられる男女 5 人の計 6 人を盗品等運搬と窃盗(万引
き)容疑などで逮捕したと発表したが、この客室乗務員以外にも 20 人余りの乗員が窃
盗(万引き)グループ側から盗品とみられる商品を受け取っていたことがわかった。同
課は盗品の持ち込みに関わった疑いがあるとしてこのうち副機長を含む 5 人の乗員
に対し事情聴取のために出頭するよう会社を通じて要請した。逮捕された客室乗務
員の女は窃盗グループの指示役で、すでに逮捕・起訴されている別の女(30)から段
ボールに入れて郵送された衣類を受け取ったうえで自分が乗務する航空機に持ち込
んでいたという。ベトナムに到着すると現地に住んでいる指示役の女の妹に渡して 1
着あたり数百円の報酬を受け取っていたということで同課はこの妹がベトナム国内で
商品を売りさばいていたとみている。事情聴取のために出頭するよう航空会社を通じ
て要請した副機長を含む 5 人の乗員によっても国内で盗まれた商品がベトナムに大
量に持ち込まれ密売されていたとみている。

日付

2014-03-23

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

高知県

題名

書店出入り配送業者が同じ店で 100 回万引き/高知県警・高知署

概要

高知県警・高知署は 23 日、人気漫画 46 冊を万引きしたとして高知市一宮しなねの会
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書店

社員の男(34)を窃盗容疑で逮捕した。男は書店に出入りする配送業者で、「転売目的
だった。同じ店で 100 回くらい盗みを繰り返した」と供述しているという。男は 9 日午後
10 時頃から 10 日午後 1 時 10 分頃にかけて同市内の書店で漫画 46 冊(約 2 万 4,500
円相当)を万引きした疑い。万引きされた本が同市内の古本店に転売されており買取
り記録などから男が浮上した。男は開店前の書店に出入りし従業員が目を離した隙
に万引きしていたという。男は「1 年前から 100 回くらい万引きした。高値で売れる人
気漫画ばかりを狙ってやった」と話しているということで同署が裏付けをしている。

日付

2014-01-30

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

福岡県

題名

万引き繰り返すベトナム人窃盗団を摘発/福岡など 4 県警

概要

福岡など 4 県警は 30 日、福岡、佐賀、熊本各県のドラッグストアで万引きを繰り返し
ていたベトナム人窃盗グループを摘発し計 7 件、約 140 万円の被害が裏付けられた
と発表した。窃盗容疑などで 22～25 歳の男 5 人を逮捕した。福岡県警によると、愛
知県岩倉市、無職の男(24)ら 4 人が容疑を認め、住所不定、無職の男(25)は「よく覚
えていない」と否認しているという。この 2 人ら 4 人は公判中で残り 1 人は有罪が確
定し強制送還された。昨年 7～9 月、福岡県久留米市や佐賀市、熊本県荒尾市など
のドラッグストアで化粧品や医薬品が大量に万引きされる事件が発生。被害品は約
440 点にのぼった。日本にいる他のベトナム人に転売していたとみられる。

薬局

日付

2013-10-23

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

愛知県

題名

客の注文品を 3 人で万引き、格安販売で評判/愛知県警

概要

愛知県警は 23 日、ドラッグストアで食料品を万引きしたとして職業不詳の男(30)＝同
県岩倉市稲荷町稲荷＝らベトナム人 3 人を窃盗の疑いで逮捕した。いずれも容疑を
認め「7 月以降、東海 3 県で数 100 件やった」と供述しているという。3 人は 9 月 17 日
夕、同県岡崎市のドラッグストアで粉ミルクなど 10 点(2 万 3,000 円相当)を万引きした
疑い。30 歳の男は市内のスーパーで米 12 袋(120 キロ)を盗んだとして 10 月 2 日に
窃盗容疑で逮捕されていた。3 人は東海地方のベトナム人の間で「米やビールを安く
買える」と口コミで評判になっていたという。電話やメールで客から注文を受けると客
の近所のスーパーなどに車で直行。1 人が盗品をカートに入れ店外に運び出し外で
待つ 2 人が積み込むという手口だった。3 人はそれぞれ「警備が手薄な店を狙った」と
話しているという。

日付

2013-10-02

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

愛知県

題名

携帯で受注し大量万引き/ベトナム人 3 人逮捕/愛知県警

概要

愛知県警は 2 日、大型食料品店から米 120 キロを万引きとして窃盗の疑いで愛知県
岩倉市中本町の職業不詳の男(31)らベトナム人の男 3 人を逮捕した。県警は男らが
日本にいるベトナム人から携帯電話で商品の注文を受け付け万引きを繰り返したと
みて裏付けを進める。逮捕容疑は 9 月 10 日午後 6 時頃、同県岡崎市の店舗から米
12 袋(1 袋 10 キロ入り)をカートに積んだままレジを通らずに盗んだ疑い。3 人はいず
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薬局

店舗 その他

れも容疑を認めているという。

日付

2013-09-30

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

愛媛県

題名

本を 2 千冊万引きの課長補佐を懲戒免職/愛媛県今治市

概要

愛媛県今治市は 30 日、書店で本を万引きしたとして 7 月に窃盗容疑で逮捕され公
判中の人権啓発課の課長補佐の男(53)を懲戒免職とし、上司の総務部長と同課
長、前同課長の 3 人を監督責任として文書訓告とする処分を行った。27 日の分限・
懲戒審査会で決めた。男は松山地裁今治支部での公判で窃盗罪に問われた 1 冊
以外にも約 2,000 冊を万引きしたと認めている。菅良二市長は「全職員への服務指
導を徹底し、一日も早い信頼回復に全力で取り組む」との談話を発表した。

日付

2013-09-20

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

愛媛県

題名

7 書店で 2 千冊万引き/ネット
ネット販売で利益
250 万円/松山地裁公判
ネット

概要

書店で本を万引きしたとして窃盗罪に問われた愛媛県今治市祇園町 3 の同市人権
啓発課課長補佐の男(53)の初公判が 20 日、松山地裁今治支部(仁藤佳海裁判官)
であった。被告の男は起訴内容を認め検察側は懲役 1 年を求刑した。冒頭陳述で
検察側は男がインターネット
インターネットの通販サイトに
2 年間に約 2,000 冊を出品して約 250
インターネット
万円の利益を得たことを指摘した。起訴状によると男は今年 4 月 29 日午前 10 時
35 分頃、同市東村 1 の書店で本 1 冊(1,890 円)を万引きしたとされる。冒頭陳述や
この日の被告人質問によると、男は競馬の資金作りや借金返済のため 10 年 9 月
頃からインターネット
インターネット通販サイトで本を販売。当初は自分が購入した古本を売って
インターネット
いたが 11 年 4 月頃から万引きした本の販売を始め 2 年間で計約 2,000 冊のビジ
ネス書などを出品して約 250 万円の利益を得たとされる。検察側は昨年 1 月以降
の万引きは 7 軒の書店で月 100 冊以上に及んだと指摘。男も「自分の本は 50 冊ほ
どで出品した他の本は 7 店舗で盗んだ」と被告人質問に答えた。借金は銀行など 4
ヶ所から約 700 万円にのぼるという。検察側は「社会からの信頼を裏切った責任は
重い」と指弾。男は「本当に申し訳ないことをした。罪を償った後に働いて弁償した
い」と謝罪の言葉を述べた。弁護側は「深く反省しており、妻も監督を誓っている」な
どとして執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は来月 4 日。

日付

2013-07-29

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

神奈川県

題名

万引き繰り返した女事務職員を懲戒/横浜市教委

概要

横浜市教育委員会は 29 日、万引きを繰り返していた市立小学校の女性事務職員
(41)を停職 6 ヶ月の懲戒処分とした。女性事務職員は 29 日付で依願退職した。この
女性事務職員は今年 5 月、市内のコンビニで清涼飲料水を万引きして現行犯逮捕
された。今回以前にも複数回、万引き行為を行っていた。

日付

2013-06-27

情報ソース
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書店

書店

スーパー

書店

手口

万引き

建物用途

都道府県

兵庫県

題名

6 年前の万引き犯が来店、通報し逮捕/兵庫県警・神戸西署

概要

兵庫県警・神戸西署は 27 日、窃盗(万引き)の疑いで男女 2 人を逮捕した。26 日夕
刻、神戸市西区の古書店「古本市場西神戸店」から「盗品を男女が売りに来た」と
110 番通報があった。2 人は同店の男性店長(34)が 6 年前に取り押さえた万引き犯
と同一人物。顔を覚えていた店長は店員に買い取りの査定のふりをして時間を稼ぐ
よう指示。駆け付けた神戸西署員が任意同行し 27 日に窃盗の疑いで無職の男(31)
と無職の女(31)の 2 人を逮捕した。2 人は「別の古本市場で盗み、売りに来た」と容
疑を認めているという。男性店長は異動で今回の店に転勤、万引き犯と 6 年ぶりに
再会した。2 人は 26 日午前 11 時 40 分頃、神戸市須磨区の「古本市場名谷駅前店」
でアイドルの 2 枚組みブルーレイディスク(ＢＤ)＝1 万円相当＝を盗んだ疑い。店長
は「6 年前にも大阪の店舗で万引き被害に遭い、取り押さえたので顔を覚えていた」
と説明。店長によると 07 年に当時勤めていた大阪の「千里丘店」で万引き常習者だ
った男の逮捕に貢献したという。今月になって近辺の系列 3 店舗で万引きが発生。
店長は監視カメラの映像から万引きをしていた男女が以前捕まえた男女と同一人
物だと気付き警戒にあたっていた。男女が同日夕刻、入店したことに気付いた店長
はすぐに 110 番通報。「ももいろクローバーＺ」などのＤＶＤなど計 10 点の買い取りを
依頼した 2 人を警察が来るまで引き留めるよう店員に指示。警官の到着で逃げよう
とする男に「俺の顔を覚えているか」と言い逃げる男女の乗っていたレンタカーの前
に立ちふさがった。女は「私は関係ない。私は被害者」などと口にしていたという。2
人は 8 年以上前から「古本市場」で主に女が店員に話し掛けて気を引く間に男が万
引きを実行しレンタカーで別の店舗に転売するという手口で犯行を繰り返していたと
いう。被害総額は推定 150 万円以上とみられている。店長は入社からの 8 年間で
50 件ほどの万引き犯を捕まえたという。

日付

2013-06-27

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

愛知県

題名

万引き繰り返す市役所主査を懲戒免職/愛知県西尾市

概要

愛知県西尾市役所は 27 日、男性職員がスーパーでサプリメントなどを万引きしたと
して 27 日付で懲戒免職処分とした。処分を受けたのは西尾市役所の幡豆支所生
活課に勤める男性主査(57)。この男性主査は今月 10 日、西尾市内の住宅から植物
用のプランターを盗もうとしているところを上司に見つけられた。その後の市の内部
調査で男性主査は昨年 12 月と今年 4 月に西尾市内のスーパーでサプリメントなど
計約 4,000 円相当を万引きしたことを認めたという。市は警察などから話を聞き事実
関係が確認されたため懲戒処分を決めたという。市では改めて全職員の綱紀粛正
を徹底し、再発防止に努めたいとしている。

スーパー

日付

2013-06-24

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

新潟県

題名

スーパーで万引きのベトナム人逮捕/数人が逃走/新潟県警

概要

新潟県警・小千谷署と同県警機動捜査隊は 24 日午後 11 時 30 分過ぎ、窃盗(万引
き)の疑いで自称群馬県在住でベトナム国籍の男(31)を逮捕した。数人の共犯者が
逃亡しており同署などで行方を追っている。逃走中、男らが乗り捨てた乗用車が動

8

スーパー

き出し下校中のスクールバスと接触したが乗っていた児童らに怪我はなかった。男
は同日午後 2 時頃、新潟県小千谷市内のスーパーで食料品など 11 点(時価約 4
万 1,000 円相当)を万引きした疑い。同日午後 3 時 30 分頃、パトカーが同市平成で
男らの乗用車を発見して追尾した。乗用車は数 100 メートル先の交差点で信号待
ちをしていたがパトカーに気付いた男ら数人が車から降りて逃走し男 1 人を逮捕し
た。男らが逃走後、エンジンを掛けたままの無人の乗用車がゆっくりと動き出し対
向車線で信号待ちしていた小千谷小学校のスクールバスに接触し信号機にぶつ
かって停止した。バスには下校中の児童 42 人が乗っていた。

日付

2013-06-13

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

静岡県

題名

ベトナム人男女が 53 件の万引き/被害計 495 万円/静岡県警

概要

静岡県警捜査 3 課と清水署と沼津署は 13 日までに、ベトナム人男女 2 人組による
化粧品などの連続窃盗(万引き)で公判中の 2 人を窃盗の疑いで静岡地検に追送
致し捜査を終結した。裏付けた犯行は 53 件、被害額は約 495 万円になった。追送
致したのはいずれもベトナム国籍の工員の男(29)＝沼津市大諏訪＝、無職の女
(27)＝同＝の 2 人。昨年 7 月から今年 1 月までの間、島田市など静岡県中部と東
部の大型薬局などを狙って口紅やファンデーションなど計 1,880 点を繰り返し万引
きしていた疑い。2 人は店内で商品を買物かごに入れ棚の陰で防犯ゲートの防犯
タグが作動しないように細工したバッグに入れ替えていた。化粧品は知人に売却し
利益は生活費やベトナムに住む家族への仕送りに使っていたという。

日付

2013-06-13

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

静岡県

題名

ベトナム人男女が 53 件の万引き/被害計 495 万円/静岡県警

概要

静岡県警捜査 3 課と清水署と沼津署は 13 日までに、ベトナム人男女 2 人組によ
る化粧品などの連続窃盗(万引き)で公判中の 2 人を窃盗の疑いで静岡地検に追
送致し捜査を終結した。裏付けた犯行は 53 件、被害額は約 495 万円になった。追
送致したのはいずれもベトナム国籍の工員の男(29)＝沼津市大諏訪＝、無職の
女(27)＝同＝の 2 人。昨年 7 月から今年 1 月までの間、島田市など静岡県中部と
東部の大型薬局などを狙って口紅やファンデーションなど計 1,880 点を繰り返し万
引きしていた疑い。2 人は店内で商品を買物かごに入れ棚の陰で防犯ゲートの防
犯タグが作動しないように細工したバッグに入れ替えていた。化粧品は知人に売
却し利益は生活費やベトナムに住む家族への仕送りに使っていたという。

日付

2013-05-15

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

千葉県

題名

人気漫画 70 冊盗んだ男逮捕/別の書店が通報/千葉県習志野市

概要

千葉県警・習志野署は 15 日、千葉県習志野市の書店から先月、人気漫画の単行
本 70 冊を買い物かごに入れて 1 度に万引きした疑いで無職の男を逮捕した。男
は容疑を認め「盗んだ本を売って生活費にしていた」と供述しているという。逮捕さ
れたのは住所不定、無職の男(21)。男は 4 月 23 日、習志野市にある書店に隣の
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薬局

薬局

書店

スーパーの買い物かご 2 つを持ち込んで人気漫画の単行本 70 冊、計 3 万 4,000
円分を入れて 1 度に万引きした疑いがもたれている。近くの別の書店から「新品同
様の人気漫画の単行本を大量に売りにきた男がいる」という通報が寄せられたこ
とから同署は本を売る際に男が示した証明書や監視カメラの映像をもとに捜査を
進めていた。その結果、本が盗み出された書店を男が 14 日再び訪れ店員が同署
に通報し逮捕したという。男は容疑を認め、「盗んだ本を売って生活費にしてい
た。再び本を盗むため書店を訪ねた」と供述しているということで同署は常習的に
本を盗み出していた疑いがあるとみて調べている。

日付

2013-03-28

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

愛知県

題名

ドラッグストアで万引き 4 回の小学教諭を停職処分/愛知県教委

概要

愛知県教育委員会は 28 日、愛知県瀬戸市内の小学校の男の教諭(35)を万引き
したとして同日付けで停職 6 ヶ月の処分とした。この教諭は退職願いを提出したと
いう。この教諭は昨年 7 月以降、市内のドラッグストアで万引きを 4 回繰り返し、昨
年 10 月に万引きが発覚した後、それまでに盗んだ商品の代金として店側に約 10
万円を支払ったという。

日付

2013-03-18

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

三重県

題名

ベトナム研修生 4 人が 115 点も万引き/三重県警・伊賀署

概要

三重県警・伊賀署は 18 日、いずれもベトナム国籍で三重県伊賀市上野桑町の 22
歳から 25 歳までの研修生の男 4 人を窃盗(万引き)の疑いで逮捕したと発表した。
発表によると、4 人は 17 日午後 5 時 45 分頃、同市上野茅町の大型スーパーで爪
切りや食料品など合計 115 点(販売価格合計 4 万 2,183 円)を万引きした疑い。4
人はショッピングカートに商品を入れレジを通らず店外に持ち出したという。4 人の
うち 3 人は商品を段ボールに移し替えているところを警備員に見つかり逃走した。
遅れてきた 1 人が同署の警察官に引き渡され同署が 4 人を通常逮捕した。3 人は
容疑を認めているものの 1 人は「商品をカートに入れただけ」と否認しているとい
う。※通常逮捕とは＝高度の嫌疑があり緊急性が認められる場合に行う無令状
での逮捕。逮捕後に必ず裁判所に逮捕状を発付してもらう必要がある。発付され
ない場合は釈放しなければならないが裁判所が逮捕状を発付しないことはまずあ
りえない。

日付

2013-03-08

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

新潟県

題名

9 都県で宝飾品約１億円/公判で男女の犯行明らかに/新潟県警

概要

新潟県警は 8 日、ともに窃盗罪で公判中の無職の女(62)と廃品回収業の男(59)＝
いずれも埼玉県川口市幸町＝が東京や千葉など 9 都県にある百貨店などの宝飾
品売り場で計 43 件の窃盗を繰り返し被害総額が約 1 億円に上ったことを裏付け
たと明らかにした。2 人は 08 年 9 月から昨年 4 月にかけ各地の宝飾品売り場に客
を装って訪れ店員が目を離した隙に指輪などを万引きした疑い。2 人は 11 年 11
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薬局

スーパー

百貨店

月に新潟市中央区の百貨店でダイヤモンドの指輪(650 万円相当)を盗んだとして
昨年 8 月に窃盗容疑で逮捕された。

日付

2013-02-09

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

兵庫県

題名

ズボンにゴルフクラブ隠し万引き/カメラで御用/兵庫県警・垂水署

概要

兵庫県警・垂水署は 9 日、ズボンの中にゴルフクラブ 2 本を差し込んで隠し万引き
して店から出たとして窃盗の疑いで住所不定の無職の男(46)を逮捕した。店が 8
日に「2 月に入り合計 8 本のクラブが盗まれた」と被害届を提出。垂水署が監視カ
メラの映像から男を特定し同じ手口でほかにも盗んでいた可能性があるとみて調
べる。逮捕容疑は 7 日午後 3 時 55 分頃、神戸市垂水区の店からゴルフクラブ 2
本(販売価格計約 3 万円)を万引きした疑い。男は「クラブは転売した」と供述し容
疑を認めているという。

日付

2013-02-08

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

沖縄県

題名

観光客夫婦が費用節約で 9 日間 370 点万引き/沖縄県警・宜野湾署

概要

沖縄県警・宜野湾署は 8 日、沖縄県内の大型スーパーで肌着を万引きしたとして
逮捕した栃木県の夫婦が 9 日間の沖縄滞在中に電化製品など計 370 点(約 80 万
円相当)を万引きしていたと発表した。2 人は「旅行の費用を節約するために盗ん
だ」と認めているという。2 人は 1 月 23 日に宜野湾市内の大型スーパーで婦人肌
着 1 枚を万引きしたとして逮捕された。その後の調べで、2 人は長男(2)と次男(10
ヶ月)の計 4 人で 1 月 16 日から沖縄に滞在し衣服など段ボール 4 箱分を万引きし
て自宅に郵送していたことがわかった。妻が商品を入れた買い物かごを人目の付
かない所に置き、その後に次男を乗せたベビーカーに夫が商品を移し替えて店外
に運び出していたという。不審に思った警備員がレンタカーのナンバーを控えて通
報。宜野湾署員らが空港近くで搭乗の 1 時間前に 2 人を逮捕した。2 人はレンタカ
ーで移動し沖縄市や那覇市、宜野湾市の大型スーパー9 店舗で盗みを繰り返して
いたと話しているという。同署は余罪について週明けにも追送検する方針。

日付

2013-01-25

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

千葉県

題名

刃物を万引きしたベトナム国籍の 3 人再逮捕/千葉県警

概要

千葉県警捜査 3 課と山武署などの合同捜査班は 25 日までに、窃盗(万引き)の疑
いで自称ベトナム国籍で住所不定、無職の男(31)＝別の窃盗罪で起訴＝ら 3 人を
再逮捕し千葉地検八日市場支部に送検した。3 人の再逮捕容疑は共謀し昨年 12
月 3 日、同県旭市ニのインテリア小売店で牛刀など刃物 53 点(10 万円相当)を万
引きした疑い。同捜査班によると、転売目的で盗んだとみられる。11 年 11 月～昨
年 12 月にかけて千葉県や茨城県のホームセンターなどで刃物を狙った窃盗事件
が 7 件発生し計 400 本以上が被害に遭っており同捜査班は関与を調べている。
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店舗 その他

スーパー

店舗 その他

日付

2013-01-09

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

広島県

題名

複数スーパーでランドセルの万引き犯に猶予付有罪判決/広島地裁

概要

広島地裁は 9 日、スーパーでランドセルを万引きしたとして窃盗罪に問われた兵
庫県加古川市加古川町溝之口の無職の男(29)に懲役 2 年 6 月、執行猶予 4 年(求
刑懲役 2 年 6 月)の判決を言い渡した。高橋正幸裁判官は判決理由で「利欲的な
犯行だが、罪を認め反省している」と述べた。 判決によると、11 年 10～12 月、住
所不定の無職の男(29)＝窃盗罪で公判中＝と共謀し広島県など 4 県の大型スー
パー5 店でランドセル計 8 個(約 33 万円相当)を万引きした。広島県警によると 2
人ともランドセル 200 個以上を盗んで転売したことを認めており県警は昨年 12 月
にこれらの窃盗事件について 2 人を追送検した。2 人は秋から春にかけてランドセ
ルの特設コーナーばかりを狙って：購入するふりをして商品の箱ごと持ち出してい
たという。シーズン以外は家電製品をターゲットにしていたという。

日付

2012-12-06

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

東京都

題名

万引き DVD を買取りした中古品販売店員を書類送検/警視庁

概要

警視庁少年事件課と荒川署は 6 日、DVD などの中古品販売チェーン「エンターキ
ング」の店舗が万引きの被害品を買い取っていた事件で盗品等有償譲り受け容
疑で埼玉県草加市の店の男性店員(23)＝千葉県流山市＝を書類送検した。店員
容疑を認めているという。同課によると、店の運営会社「サンセットコーポレイショ
ン」(千葉県市川市)は疑わしい商品が持ち込まれたら警察に届けるようマニュア
ルで定める一方、確証がなければ通報しないよう指示していた。店員は「怪しいと
思ったが、確証は持てなかった」と話しており、同課は店を管轄する埼玉県警に行
政処分を求める。送検容疑は 6 月 19 日、無職少年(19)ら 3 人が東京都内で万引
きした DVD3 枚を盗品と気付きながら 9,500 円で買い取った疑い。

スーパー

店舗 その他

日付

2012-12-03

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

兵庫県

題名

ベトナム国籍の 5 人がカートに大量商品詰め込んで万引き/兵庫県警

概要

兵庫県警組織犯罪対策課と姫路署は 3 日、量販店などでカートに詰め込んだ大
量の商品を万引きして店外に持ち出したなどとして窃盗容疑などで同県姫路市
白浜町宇佐崎北の無職の男(42)＝窃盗罪で公判中＝らベトナム国籍の男女 5 人
を逮捕したと発表した。5 人は 7 月 23 日、同市仁豊野のホームセンターで電化製
品など 65 点(約 17 万円相当)を万引き。10 月 2 日には同市香寺町溝口のスーパ
ーから米など 36 点(約 7 万 5,000 円相当)を万引きした疑い。同課によると、播州
地域の量販店やスーパーではカートに商品を詰め込んで店外に持ち出して車に
運んで盗み出す手口の万引き事件が相次いでいた。盗品は別のベトナム人に売
却していたといい県警は 5 人らが他にも数件の犯行に関わっているとみて調べて
いる。

日付

2012-11-29

情報ソース
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店舗 その他

手口

万引き

建物用途

都道府県

北海道

題名

繰り返し子供服万引きしネット
ネット販売の女を逮捕/北海道警・札幌東署
ネット

概要

北海道警・札幌東署は 29 日、子ども服を繰り返し万引きした疑いで札幌市白石
インターネットで販売していて余罪は
区の 34 歳の女を逮捕した。女は盗んだ服をインターネット
インターネット
600 件にのぼるとみられている。女は今年 7 月、東区のショッピングセンターで店
のカゴなどを使って大胆に子ども用のスカートなどを万引きした疑いが持たれて
いる。女は昨年 3 月頃から万引きした品物をネット
ネットで販売していて、これまで
300
ネット
万円ほどの売り上げがあったとみられている。女は「借金の返済のためにやっ
た」と容疑を認めているという。

日付

2012-11-28

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

静岡県

題名

家電量販店でイヤホンの大量万引き/同一犯？/静岡県沼津市ほか

概要

静岡県内の大型家電量販店でイヤホンが大量に万引される被害が連続している
ことが 28 日わかった。静岡県警の捜査では、今月 22～24 日の間に 8 店舗が被
害に遭い被害額は合計で数百万円にのぼるという。県警では同一犯による窃盗
事件とみて捜査を進めている。被害は 22 日に沼津市、23 日に富士市、静岡市清
水区、駿河区、24 日に浜松市中区であった。21 日には神奈川県内の大型家電
量販店でも同様の被害に遭ったという。県警では犯人が東から西に移動しながら
次々と犯行を重ねているとみている。イヤホンの被害は 1 店舗当たり約 40～230
個。ほかにも充電池やヘッドホンなどが盗まれた。盗まれた売り場は監視カメラ
の死角で、商品には万引防止用のブザーなどは付いていなかったという。県警
は複数による犯行との見方を強めるとともに盗まれたイヤホンはインターネット
インターネットで
インターネット
の転売や海外への密輸といった形で処分されるのではないかとみている。

日付

2012-10-18

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

東京都

題名

万引きグループから盗品 DVD 買い取った中古品販売店を捜索/警視庁

概要

警視庁少年課と荒川署は 18 日、少年らによる万引きグループから盗品を買い取
ったとしてサンセットコーポレイション(千葉県市川市)が運営する中古品販売店
「エンターキング」の 2 店舗を盗品等有償譲り受け容疑で家宅捜索した。グループ
が同じ商品を何回も万引きして店に持ち込んでいることから店員が盗品と認識し
て買い取った可能性があとみて調べている。家宅捜索に入ったのは草加店(埼玉
県草加市)と綾瀬店(東京都足立区)。2 店は今年 6 月 19 日と 8 月 17 日、草加市
の無職の少年(18)と同市の無職の男(24)＝いずれも窃盗容疑で逮捕、少年は保
護観察処分＝が持ち込んだＤＶＤなど 9 点(計 2 万 6,864 円相当)を計 9,700 円で
買い取った疑い。2 人はグループを構成し少年 2 人を含む 17～33 歳の 4 人で 10
年 10 月～12 年 8 月、都内のレンタル大手の店舗から少なくとも 215 回にわたっ
てＤＶＤなど約 850 点(計約 161 万 3,000 円相当)を万引きし「エンターキング」に転
売していたとみられる。「エンターキング」は東京、千葉、埼玉の 3 都県で計 31 店
舗を展開。客が同一商品を複数回持ち込んだ場合、警告が出る社内システムが
あったが機能していなかった可能性があるという。
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店舗 その他

電化製品店

ビデオ店

ｂ日付

2012-10-15

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

静岡県

題名

被害店主が他店でも万引きすると予想し的中/静岡県警・静岡中央署

概要

静岡県警・静岡中央署は 15 日、窃盗(万引き)の疑いで住居不定、無職の男(33)
を現行犯逮捕した。犯行を予感したコンビニ店主らが追跡して現場を目撃し男を
取り押さえた。店主と店員の男性 2 人が同日午後、静岡市葵区の自店で以前に
万引きをした男に似た男を発見。別の店でも万引きをすると予測して約 200 メート
ル離れた他のコンビニ店まで追跡し同日午後 1 時 20 分頃、葵区安西のコンビニ
で漫画本 11 冊(計約 5,400 円)をショルダーバッグに入れて万引きするところを確
認した。同店とともに警察に通報、駆けつけた静岡中央署員が現行犯逮捕した。
男は「お金がなく、漫画本を売って生計を立てていた」と供述しているという。

スーパー

●防犯カメラ誤認逮捕
防犯カメラ誤認逮捕事例
誤認逮捕事例
日付

2013-06-14

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

岡山県

題名

監視カメラで人違いし万引き事件で誤認逮捕/岡山県警

概要

岡山県警は 14 日、万引き事件で同県津山市の 70 代の男性を同県警・津山署が
誤認逮捕し 10 時間以上たって釈放したと発表した。監視カメラの映像を基に逮捕
したが別人だった。同署は男性に謝罪した。県警刑事企画課によると、県内のス
ーパーで今月 7 日、育毛剤が盗まれる事件が発生。監視カメラに写っていた犯人
に似た男性が 13 日午前に来店したため店の保安員が津山署員に知らせた。男
性はその場で「身に覚えがない」と話したが署員はカメラに写った男と判断し窃盗
容疑で逮捕した。しかし、男性宅の捜索で被害品が見つからなかったことなどか
ら 13 日夜に釈放した。翌 14 日に監視カメラの映像解析で別人と確認した。

日付

2013-05-11

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

愛知県

題名

万引き「誤認」逮捕事件の「真犯人」の男逮捕/愛知県警・名東署

概要

愛知県警・名東署は 11 日、名古屋市の 22 歳男性を誤認逮捕した万引き事件で
窃盗容疑で名古屋市緑区篭山の派遣社員の男（23)を逮捕した。男は容疑を認
めているという。万引きされたギターなどは名古屋市内の質店に売却され別の署
が誤認逮捕前に押収していた。誤認逮捕だったことが判明後、県警捜査 3 課が
盗品情報を調べ押収の事実を把握。名東署に伝え質店の買い取り記録から男
が持ち込んだことが分かったという。この万引き事件は 3 月 10 日に発生。名古屋
市名東区のリサイクル店でギターなど 2 点(約 26 万 5,000 円相当)が男に持ち去
られた。監視カメラの映像などを根拠に同署は窃盗容疑で美容院に勤務の男性
(22)を逮捕。その後、事件時に勤務先にいたことが分かり釈放し謝罪した。同署
は捜査段階で男性のアリバイを調べていなかった。

日付

2013-04-12

情報ソース

手口

万引き

建物用途

14

スーパー

店舗 その他

店舗 その他

都道府県

埼玉県

題名

万引きで男性を誤認逮捕/捜査が不十分、釈放/埼玉県警

概要

埼玉県警は 12 日、ショッピングセンターで万引きしたとして窃盗容疑で同県入
間市の無職の男性(37)を誤って逮捕していたと発表した。逮捕後の捜査で男性
の妹夫婦が容疑を認めるなどしたため逮捕翌日に男性を釈放したという。県警
は 12 日、窃盗容疑で入間市に住む男性の妹(36)と夫(31)をさいたま地検に書
類送検した。県警刑事総務課によると 2 月 17 日、入間市内のショッピングセン
ターで男女 2 人が石油ヒーターやカーペットなど約 1 万 5,000 円をカートに積ん
で持ち出し不審に思って尋ねた店員に「代金は支払った」と嘘をついて乗用車
で逃走した。警察は店員が目撃した車のナンバーや監視カメラの映像などから
3 月 26 日、車を所有していた 30 代の無職の男性を盗みの疑いで逮捕した。し
かし、男性は容疑を否認し、その後の捜査で車は昨年から妹夫婦が使用して
いることが分かった。夫婦宅から被害品も見つかり容疑を認めたため翌日の 3
月 27 日に男性を釈放した。

●店内確保推進事例
店内確保推進事例
日付

2013-02-12

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

鹿児島県

題名

万引きは「早めの声掛けを」と呼びかけ/鹿児島県警・鹿児島中央署

概要

万引きの現状や対策について関係機関が話し合う会議が鹿児島市で 12 日開
かれ、担当の警察官が支払い前の商品をポケットなどに入れた時点ですぐに声
掛けを行うよう呼びかけた。この会議は、鹿児島市の鹿児島中央署が重大犯罪
へのきっかけとなることが多い万引きをなくそうと年に 2 回開いている。鹿児島
中央署で開かれた 12 日の会議には商業施設や学校の関係者、それに警察官
など約 30 人が出席した。田中信夫署長が「万引きは窃盗の中で乗り物の盗難
に次いで 2 番目に多い犯罪で、関係機関と連携し 1 件でも少なくなるよう取り組
みを進めていきたい」と挨拶した。この後、担当の警察官から店の従業員などが
万引きの現場を目撃しても店の外に出てから声を掛けようとするケースが多い
ため他の業務が行えなかったり犯人を見逃したりするなどの問題が生じている
ことが説明された。このため担当の警察官は支払い前の商品をポケットなどに
隠した時点で声掛けを行い警察に通報するよう商業施設の関係者などに求め
た。会議のあと、商業施設の防犯担当者は「犯人が商品を隠した時点で声掛け
を行うよう、社員に指導を徹底していきたい」と話していた。

店舗 その他

●万引防止システム運用
●万引防止システム運用事例
運用事例
日付

2013-12-06

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

高知県

題名

市職員が栄養剤万引き/万引きゲートが感知/高知県警・須崎署

概要

高知県警・須崎署は 6 日、ドラッグストアで栄養剤を万引きしたとして高知県の
須崎市役所の幹部職員の男を窃盗の疑いで逮捕した。男は「会計するのを忘
れた」と容疑を否認しているという。逮捕されたのは高知県佐川町に住む須崎
市役所の住宅・建築課で主監している男(41)。男は同日午後 5 時前、須崎市の
ディスカウントドラッグストア「コスモス」で栄養剤 1 本(販売価格 4,780 円)を万引
きした疑い。男が購入した食料品などの会計を済ませて外に出ようとしたとこ

15

薬局

ろ、出入り口に設置された防犯ゲートのブザーが鳴ったため店員が事情を聞い
たところ、男が上着から栄養剤を出したことから店長がその場で取り押さえて須
崎署に引き渡したという。男は「会計するのを忘れた」と話し容疑を否認してい
るという。須崎市の楠瀬耕作市長は職員が逮捕されたことについて「市民の皆
様におわび申し上げます。捜査の結果を待って厳正に対処したい」と話してい
た。

日付

2013-10-09

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

宮崎県

題名

「防犯タグ」付きハムを万引き、逮捕/宮崎県警・延岡署

概要

宮崎県警・延岡署は 9 日、ハム 1 パックを万引きしたとして宮崎県延岡市稲葉崎
町 3 の無職の男(74)を窃盗容疑で逮捕した。男は同日午後 3 時 10 分頃、延岡
市内のドラッグストアで販売価格 69 円のロースハム 1 パックを盗んだ疑い。容疑
を認めているという。同署によると、同店では以前からロースハムが盗まれる被
害が頻発しハムに「防犯タグ」を付けて警戒していたという。同日午後、「防犯ゲ
ート」の警報が鳴ったため従業員が店外にいた男を呼び止めたところ逃走した
が、その後、延岡署員が店の近くで男を見つけ取り押さえた。男は逮捕時、現金
約 8,000 円を持っていた。

薬局

日付

2013-08-18

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

三重県

題名

35 歳が書店で万引き/防犯ゲートが作動/三重県警・名張署

概要

三重県警・名張署は 18 日、万引きをしたとして三重県名張市鴻之台 2 に住む工
員の男(35)を窃盗の疑いで逮捕したと発表した。男は容疑を認めているという。
男は 17 日午後 5 時 15 分頃、同市箕曲中村の書店で小説やコミック本など計 11
冊(販売価格計約 8000 円相当)を万引きした疑い。書店出入り口にある防犯ゲー
トが作動。店員が確認したところ男が走って逃げていくのを目撃。数分後、店に
戻ってきた男を店員が引き止め警察に通報したという。逮捕当時、男の所持金は
2,500 円ほどだといい同署で動機などを調べている。

日付

2012-12-29

情報ソース

手口

万引き

建物用途

都道府県

高知県

題名

万引きした巡査部長逮捕/防犯ゲート鳴り 110 番/高知県警

概要

高知県警は 29 日、ドラッグストアで風邪薬を万引きしたとして窃盗の疑いで同県
警・宿毛署交通課の巡査部長の男(45)を逮捕した。巡査部長は 28 日夜、宿毛市
のドラッグストアで風邪薬 1 箱(1,380 円)をバッグに入れて万引きした疑い。同県
警によると、店の出入り口にある防犯ゲートの警報を聞いた店員が付近にいた
巡査部長を不審に思い 110 番通報した。巡査部長は当初は「精算するつもりだっ
た」と容疑を否認していたが取り調べの中で「お金が惜しくて盗んだ」と容疑を認
めたという。巡査部長は食品など数点はレジで精算し約 5 万円を所持していた。
勤務後に薬店に立ち寄ったという。
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