万引対策強化国際会議 2017
International Conference for Retail Theft Prevention
NPO 法人 全国万引犯罪防止機構
謹啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
この度、わが国ではじめて、「万引対策強化国際会議 2017～International Conference for
Retail Theft Prevention～」を、2017 年 3 月 9 日（木）・10 日（金）の 2 日間にわたり、東京ビ
ッグサイトにて開催する運びとなりました。
当機構では、昨年 10 月、米国フロリダ州ボカラトンで開催された『 常習万引・集団窃盗未然
防止 国際サミット 2015 』に参加し、米国における万引問題は我が国以上に大きな課題であり、
これに対する対策は我が国の比ではないことを実感し、次回は日本でもっと多くの方と議論しよ
うということになったのです。
来年 3 月に東京ビッグサイトで開催を予定している第 2 回目となる「万引対策強化国際会議」
では、可能な限り全国の万引対策に関わる方々のご参集いただき、万引防止に向けた協業の在り
方や人材育成に関して、継続的な仕組作りへと踏み込んだ議論を行う予定にしています。皆様の
多数のご参加を心よりお待ち致しております。
敬具
会議の概要
米国側スピーカー（講演案）：※
‐リード・ヘイズ氏 フロリダ大学教授 （米国の LP、ORC 対策の歴史などについて基調講演）
‐ブレット・デッツァ氏 世界最大小売業のウォルマート役員 Global Investigations 担当（ORC
対策/その為の小売業間、警察とのパートナーシップについて）
‐クロード・ヴァーヴィル氏 元米国ロスプリ･リーダー協会会長、元ホームセンター大手ロウズ
副社長 (万引･保安対策、在庫管理について)
‐ポール・ジョーンズ氏 米国 LP 協会副会長、元 eBay 役員（ORC 撲滅の企業連携、ネットの転
売防止、再犯防止プログラムなどについて）
‐ケビン・リンチ氏 グローバル防犯機器企業 上級役員（最新の万引・ORC 対策の技術の紹介）
日本側内容：※
ドラッグストアや書店などの防犯情報の共有、盗難情報データベース構築、ネット企業の不正
防止、今後の教育体制、防犯と個人情報保護の両立、再犯防止、高齢万引者への施策
※ゲスト及び講演内容は、諸事情で変わることがあります。

会期：2017 年（平成 29 年）3 月 9 日（木）9:30～19:00・10 日（金）9:30～13:00
会場：東京ビッグサイト １階レセプションフロア
来場予定者：450 名
参加登録料：一般 6,000 円 、万防機構・会員 5,000 円 只今、当機構の HP で受付中！
詳細：最新の開催概要や昨年の報告内容は、当機構の HP（http://www.manboukikou.jp/）の
万引対策強化国際会議準備サイトをご参照ください。※ LP、ORC などの世界共通で使われ
ている専門用語の説明があります。
参考：昨年の参加団体とメンバー
Hayes 氏の世界的ベストセラー

全国万引犯罪防止機構（通称：マンボウ）
・・・万引撲滅のための戦略を本気で
提言・実践する小売業界を中心に組織化された NPO 法人
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最新の米国万引犯罪‘緊急’情報
Organized crime costs $30B a year, is on the rise
by Laura Heller | Oct 18, 2016 1:28pm
Retailers are experiencing increased levels of organized retail crime (ORC) as nearly all
retailers report being a victim.
Roughly 83 percent of merchants surveyed by the National Retail Federation said ORC has
increased in the past year.
The NRF's 12th annual Organized Retail Crime survey polled 59 senior retail loss prevention
executives and 100 percent said their companies had experienced ORC in the past year, up
from 97 percent in 2015.
It was the first time in the survey’s history that all responding companies reported being a
victim.
RELATED: Retailers top target for cyber crime
In addition, 83 percent said ORC had grown. The average loss was $700,259 per $1 billion in
sales, a significant increase from $453,940 last year, according to NRF.
“Organized retail crime continues to impact retailers at a larger scale now more than ever
before,” said Jonathan Gold, NRF VP for supply chain and customs policy. “ORC also poses a
threat to unwitting consumers who may purchase stolen merchandise that is not stored
properly or may have expired. It is critical for our industry to continue pushing for strong
federal legislation that would properly define ORC and make it a federal crime."
Thirty-four states now have some kind of ORC laws, but retailers in this survey noted no
increase in support from law enforcement.
“Until there is a federal ORC law to counter this increasing criminal activity and the ability
to transport stolen products across state lines, it will be nearly impossible to put a dent in this
$30 billion-a-year problem that threatens retailers, the economy and consumers across the
country,” Gold said.
Read more on
organized crime, Loss Prevention, NRF

～小売業における組織犯罪による年間被害 300 億ドル

増加の一途を辿る～

ほぼ全小売業が※ORC の被害にあったと報告しており、悪質化していると感じている。※NRF
調査対象の 83%の小売は ORC の被害が昨年比で増加していると答えた。59 名の LP 幹部を対象
に実施した NRF の第 12 回 ORC 調査によると、彼らが担当している小売店の 100%は ORC によ
る被害を過去に受けたことがあると答えた。昨年の 97％からアップしている。回答企業の 100%
が被害に遭ったと報告したのは歴代調査において初めてのことだった。さらに、83%が ORC によ
る犯罪は進んでいると回答した。NRF の調査によると、昨年の平均ロス額は売上高 10 億ドルに
つき 453,940 ドルだったのに対し、今年は 700,259 ドルと大幅に被害額が増加している。
サプライチェーンや関税政策の NRF 副会長である Jonathan Gold は次のように述べた。
「ORC は今まで以上に大規模な被害を小売業へ与え続けています。不当陳列商品や期限切れ商品
を盗品だと知らずに購入する一般顧客にも脅威を及ぼすことにもなります。我々の業界が適切に
ORC を定義し、それを連邦犯罪として罰する強力な連邦法を推進し続けることが重要です」
現在、34 の州がいくつかの ORC 関連の法律を持っているが、今回の調査では、小売業は法執行
機関（警察）からの支援は増えていないと答えた。 Gold 氏は次のように述べた。
「被害件数の増加や州を越えた転売スキルの向上に立ち向かうための連邦関連の法律が出来るま
では、世界中の小売業・経済・消費者が直面している年間 300 億ドルの被害を抑えることは、不
可能に近いであろう。」
※ORC：Organized Retail Crime 小売業における組織的犯罪組織
Federation 全米小売業協会
翻訳協力：高千穂交易（株）セキュリティ事業部 MSR 担当
出典：

※NRF：National Retail

http://www.fierceretail.com/operations/organized-crime-costs-30b-a-year-and-rise?mkt_tok=eyJpIjoiWkdSak4yTmpOR05r
WkdFeCIsInQiOiI3VFlcL2JcLzlVK3hcL0FhbkFIcFFnNVBZU1ZxdTlRVzNEXC9oMXhuNFQ3Ynh3Q09qWW00a045d1J4b
DVaUkNKeTBxTjZkQ2NKXC95N2hKQ2k2Y2QyQ04rSnYrUXhcLzVrbFhzWkczY3NqRVk2c2hxQT0ifQ%3D%3D&utm_m
edium=nl&utm_source=internal
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