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内容
呉市の女性から１０００万円をだまし取ろうとしたとして、呉署が東京都練馬区、無職男（６２）を詐欺未遂容疑で
逮捕。
仲間数人と共謀。架空の商社員を装って呉市内の無職女性（７８）宅に電話をかけ、別の架空会社の社債購入
を名目に、「名義を貸してほしい」と持ちかけた。女性が応じると、数日後に金融庁職員をかたり、「名義貸しの
疑いで商社を調査している。受託金を納めれば取り調べを免れられる」などとうそをいい、同２８日、都内の私
暴力団幹部らが高齢者に架空の社債購入を持ちかけ、現金をだまし取った詐欺事件に絡み、タイの警察当局
が、警視庁がこの事件で指名手配していた容疑者（３３）＝本籍長野県＝を不法滞在の疑いで逮捕。近く日本
側に身柄を引き渡す方針。
一連の詐欺は、再生医療の研究開発をする会社のパンフレットを高齢者らに送り付け、電話で同社の社債購
入を勧誘する手口。会社に経営実態はなく、警視庁などはこれまでに指定暴力団住吉会系の組幹部ら二十人
以上を逮捕。グループによる被害は全国で約百七十件、十五億円以上に上るとみて捜査を進めている。
社債購入名目で現金をだまし取ろうとしたとして、十和田署と県警捜査２課が、東京都新宿区、自称私設私書
箱経営（３７）を２件の詐欺未遂容疑で逮捕。
十和田市の６０歳代の女性から相談を受けた十和田署員などが「だまされた振り作戦」を行い、東京都内のア
パートで現金入りの宅配便を受け取ろうとしたところを現行犯逮捕。
２月上旬ごろに複数の人間と共謀し、女性２人に対して「社債を買ってもらえたら、以前被害に遭って取られた
お金を取り戻せる」などと言って現金を送らせた。
架空の社債取引名目で高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、北署が、埼玉県坂戸市、東京経済大４年
男（２３）を詐欺未遂容疑で現行犯逮捕。犯人をおびき出す「だまされたふり作戦」が成功。
複数の仲間と共謀。今月４日、北区の男性（７６）に電話で架空の太陽光発電会社の社債を購入する話を持ち
かけ、７日に男性宅を訪れ、５００万円をだまし取ろうとした疑い。
富山中央署が、詐欺未遂の疑いで、本籍愛知県知多郡、住所不定、無職少年（１６）を現行犯逮捕。
１１日、富山市内の７０代女性から現金２００万円をだまし取ろうとした疑い。
同署と県警捜査２課は「だまされたふり作戦」を計画し、女性が男に現金を渡すと約束。捜査員が女性宅近くで
張り込んでいたところ、模擬紙幣を受け取った少年を逮捕した。
依頼人から預かった現金計約５２００万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士（４１）に対し、
大
阪地裁が懲役４年６月（求刑・懲役６年）の実刑を言い渡した。裁判官は「高い職業倫理を求められる弁護士の
信頼を失墜させた。一部の被害を弁償したことや弁護士資格を失ったことを考慮しても、実刑は免れない」と述
べた。
被告は２０１２～１４年、依頼人１１人から預かった相続財産や金融資産計約５２００万円を口座から引き出すな
求められていないのに貴金属を買い取ったとして消費者庁が、訪問購入業者「ランド」（東京都新宿区）に対し、
特定商取引法違反（不招請勧誘など）で、訪問前に買い取ろうとする物の種類を明らかにするよう是正を指示
。
同社は２０１３年２月以降、「スピード買取．ｊｐ」など同社運営のホームページなどを見て連絡してきた客の自宅
を訪れ、求められていないのに明細を示さず貴金属を買い取るなどした。同社は昨年２月までの１年間に貴金
架空の外注費を計上して、法人税約４９００万円を脱税したとして、東京地検特捜部が、法人税法違反罪で、投
資助言会社「クロスリテイリング」（新宿区）の会長（４３）を在宅起訴し、法人としての同社を起訴。
会長は企画業務を外注したように装うなどして経費を水増しし、２０１３年６月期の同社の所得約１億９３００万
円を隠し、法人税約４９００万円を脱税したとされる。
ホームページ（ＨＰ）などによると、同社は会長が０９年に設立。投資セミナーの開催や外国為替証拠金取引（Ｆ
Ｘ）についての情報提供などを行っている。会長はＨＰ上で、ＦＸ取引で年間５０００万円を稼ぐ「プロトレーダー」
と自称していた。
湯前町教育課の男性主幹（５１）が、町が事務局を担当する町スポーツ災害共済会の積み立て金など約１７００
万円を着服していたことが分かった。弁済は７００万円だけで、町は刑事告発を検討している。
主幹は着服を認め、「借金の穴埋めで、ＦＸ（外国為替証拠金取引）などに使った」と説明。同僚らからも１千万
円を超える借金があるという。
福岡県警が、息子を装い高齢者から現金をだまし取ろうとしたとして、埼玉県越谷市、自称無職（３６）を詐欺未
遂容疑で逮捕。
９日午後６時半ごろ「風邪をひいた。明日また電話する」と息子を装った電話が女性にあった。更に１０日午前１
１時５０分ごろ「ＦＸ（外国為替証拠金取引）で失敗して会社のお金を使い込んだ。２００万円が必要」などと再び
息子を装った電話があった。電話を取った長女が詐欺と気付き、だまされたふりをして現金受け渡し場所を指
定した上で１１０番した。１０日夜、受け渡し場所の福岡市博多区の公園付近に現れた容疑者を逮捕した。
外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）への運用をうたい、うその説明で金をだまし取ろうとしたなどとして、府警生活
経済課などが、ＦＸ取引会社「パリティ」（大阪市東淀川区）役員（２６）、同社社員（２６）両容疑者を詐欺未遂容
疑などで逮捕。
２人は昨年３月２１日、同区内の飲食店で、府内に住む知人の男性会社員にうその運用報告書を見せて説明
し、出資金として２０００万円をだまし取ろうとした疑い。男性は応じなかった。同課によると、同社は約２０人か
農林水産、経済産業両省が、商品先物取引業者の岡藤商事に業務改善命令を出したと発表。顧客に対して不
当に利益を提供するなど、商品先物取引法違反が認められた。法令違反の発生原因を調査・分析し、再発防
止を講じるよう求めた。
大阪府内の男性（５７）が２００８年以降、三つの投資会社の設立と破産を繰り返し、全国の少なくとも約１００人
の出資金計約２億５０００万円が返還されない状態であることが、関係者への取材でわかった。
男性は先物取引会社で約３０年勤めた後の０８年３月、大阪市内で石油などの海外先物取引を手がける投資
会社を設立。０９年２月、原油や金の取引を行う２社目、１１年２月には二酸化炭素排出権の取引を扱う３社目
をいずれも同市内に設立するなどした。
一方、新会社を起こした数か月後には、それまで経営していた会社の破産手続きを行っていた。３社目の手続
きは１３年１１月で、１４年までにすべて破産が確定。男性は現在、１３年設立の４社目の代表を務めている。
複数の出資者らによると、３社は、電話や戸別訪問で「銀行に預けるよりもうかる」などと勧誘。しかし、破産管
財人らによると、いずれの会社にも資産はなく、高齢者ら約１００人が投資した計約２億５０００万円が返還不能
外国為替証拠金取引（ＦＸ）で運用する名目で現金をだまし取ったとして、愛知県警が、詐欺の疑いで、住所不

定の自称会社役員（５２）＝本籍名古屋市緑区＝を逮捕。総額約４億６０００万円を集めた可能性があるとみて
2015/5/13 時事通信 愛知 、捜査している。
容疑者は２０１３年９月以降、「ミスターブレイン」と呼ばれる実在のＦＸトレーダーの男性に運用を委託すると偽
って勧誘。愛知県、沖縄県などの４６人から約１億４２００万円の入金が確認された。実際に運用された形跡は
なく、集めた資金を配当に回す自転車操業だった可能性が高いという。
顧客の預金を引き出して着服したとして、警視庁捜査２課が、業務上横領容疑で、元三菱東京ＵＦＪ銀行横浜
中央支店長代理（５２）＝埼玉県川口市本町＝を逮捕。捜査２課によると、「ぜいたくな暮らしをするため、遊興
費や飲食費に使った」などと供述し、容疑を認めている。
2015/5/28 産経新聞
容疑者は平成１４年５月以降、同行の大宮、葛西、横浜、横浜中央の４支店で支店長代理として勤務し、国債
や社債などに投資するよう顧客を勧誘。国債などを購入するためと偽り顧客の預金通帳などを預かって預金を
引き出して着服する手口で、３３人の預金口座から計約１億１千万円を着服したとみられる。
白山署と小松署などの合同捜査班が、金沢市米泉町、会社員（６７）を金融商品取引法違反（無登録営業）の
疑いで逮捕。
2015/5/29 読売新聞 石川 ２０１３年１０月から１年間、経営していた金沢市と野々市市のパソコン教室で、金融商品取引業の登録をして
いないのに、受講生だった５０～６０歳代の男女３人から金融取引の指導料を徴収して先物取引の投資をさせ
た疑い。
３人に対し計１５５時間の指導をし、計約７０万円の収益を得た。先物取引の講座は、３人を含めて約５０人の
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架空の社債の購入を持ちかけて現金をだまし取ったなどとして、警視庁と京都、愛知、佐賀など１７府県警の合
同捜査本部が、住所不詳、無職（２７）ら男女計４０人を詐欺や詐欺未遂容疑で逮捕。１人が容疑を認めている
ほか、大野容疑者ら３９人は否認や黙秘をしているという。
容疑者ら１５人は昨年１１～１２月、奈良県大和高田市のパート女性（７２）方に、実在する証券会社の社員を名
乗って電話し「社債を購入してくれれば高値で買い取る」などとうそをつき、現金５００万円をだまし取った疑い
2015/6/17 朝日新聞
がある。残りの２５人も同様に、長野県千曲市の無職男性（７３）や愛知県田原市の無職女性（５４）から現金を
だまし取ろうとした疑いが持たれている。
捜査員が１６日、東京都台東区や新宿区にあるビルとマンション計４カ所を家宅捜索し、その場にいた４０人を
逮捕。固定電話１１６台や携帯電話１１１台、パソコン３０台を押収した。合同捜査本部は、４０人が詐欺電話を
かける「かけ子」グループで、このグループによる詐欺被害が全国で約６０件あり、被害総額は約２０億円に上
益田署などが、東京都府中市の無職（４５）、同市の介護士（３５）両容疑者を、詐欺容疑で再逮捕。２人は複数
2015/6/18 読売新聞 島根 人と共謀。４月２８日頃、社債購入を巡る架空のトラブルに関して、千葉県館山市の女性（８２）方に電話をかけ
、東京・豊島区のマンションに１５０万円を送らせるなど、女性２人から４５０万円をだまし取った疑い。
県警捜査２課などが、川崎市高津区、職業不詳（３１）ら２９～３２歳の男５人を詐欺容疑で逮捕。５人は振り込
め詐欺グループの「架け子」とみられ、都内の拠点からは約２万人分の名簿などが見つかったという。
５人は共謀して５月下旬、大手商社社員を装い「あなたは社債を買う権利がある。不要なら名義を借りたい」と
神奈 青森市の７０代女性に電話。女性が名義貸しに応じると、実在する別の会社の社員を名乗り「社債購入ありが
2015/6/18 毎日新聞
川
とうございます。法改正でさらに５００万円の実績が必要になった」と要求した。さらに商社社員を装う男が「支
払わないと名義貸しがばれて大変」と通告し、現金約５００万円をだまし取ったとしている。現金は宅配便で送ら
せたという。
県警は東京都中央区のオフィスビルの拠点を家宅捜索し、高額商品購入者など約２万人分の名簿や、固定電
あさぎり町の上村土地改良区の男性元職員（３７）が、組合員から集めた賦課金や国の補助金など計約１４００
2015/6/19 読売新聞 熊本 万円を着服していたことがわかった。元職員は４月３０日付で懲戒免職処分となった。
元職員は「ＦＸ取引（外国為替証拠金取引）でもうけたら返すつもりだった」と話したという。
社債購入をかたった詐欺事件で指示役の１人とされ、詐欺罪などに問われた栃木県那須町、会社役員（４０）
に対し、山形地裁が１９日、懲役６年、罰金２００万円（求刑・懲役７年、罰金３００万円）を言い渡した。
被告は他の仲間と共謀し、２０１０年６月～１１年１１月、活動実態のない会社の社債を購入させようと、投資家
2015/6/20 読売新聞 山形 などになりすまして電話をかけ、県内や大阪府などの計１３人から約２億５０００万円をだまし取るなどした。
被告はいずれも、一貫して「関わっていない」として無罪を主張。これに対し、裁判長は、被告の携帯電話に売
り上げのメモが残されていることや、共犯者の証言などから「詐欺だと認識していたと認められる」と退けた。
被告の弁護人は閉廷後、「不服がある」として即日控訴した。
多治見署が、山梨県笛吹市、接客業女（２３）（詐欺未遂罪で起訴）を詐欺容疑で逮捕した。
2015/6/30 読売新聞 岐阜 被告は今年６月上旬頃、男と共謀して、新潟県阿賀野市、自営業女性（７３）に「当社の社債が１５００万円分く
らい残っているが、買いませんか」「５００万円買うと元本保証になります」などと持ちかけ、東京都千代田区内
のマンションに宅配便で５００万円を送らせ、だまし取った疑い。
県警が、東京都北区志茂、飲食店店員（３９）を詐欺容疑で逮捕した。
2015/6/30 読売新聞 群馬 容疑者は２０１２年３月下旬から４月上旬にかけて、何者かと共謀し、前橋市内の無職男性（当時８８歳）に投資
運用会社を装い社債購入の名目で電話をかけ、「申し込めば取引額の１０％程度を報酬として渡す」などとウソ
を言い、２回にわたって現金計２１００万円をだまし取った疑い。
県警が、高崎市の男性から計約３千万円をだましとったとして、東京都品川区、自営業（４９）を詐欺容疑で再
逮捕。
2015/7/1 朝日新聞 群馬 容疑者は氏名不詳者らと共謀し、５月１１、１２日に複数回、金融庁職員や投資運用会社員を名乗って無職男
性（６２）に電話をかけ、架空会社の社債購入を持ちかけた。その後、１６日までに計３回、品川区のマンション
に計約３千万円を宅配便で送らせた疑いがある。同じ私書箱へ現金を送った被害が１４府県で計３０件（計７５
医療福祉・介護福祉サポート事業を営んでいると偽って無担保転換型新株予約券付社債の購入を勧誘してい
た事業者「株式会社・ひまわり」に対し消費者庁が６月２２日、社名を公表し、消費者に注意を喚起した。事業
の実体がないのに、高齢者への強引勧誘を繰り返しながら被害を拡大させていた。
ニッポン
同社は消費者に対し、医療福祉・介護福祉サポート事業の内容や過去の配当実績表などを記載した勧誘資料
2015/7/1 消費者新
一式を封書に入れて郵送する。消費者がひまわりから封書を受け取るのと前後して、消費者宅にひまわりとは
聞
別の事業者から電話があり、「パンフレットを譲って欲しい」「名前だけ貸して欲しい」などと一方的に依頼してく
るという。
その後、無担保転換社債型新株予約権付社債の購入に対する名義貸しを断らなかった消費者にひまわりから
電話があり、消費者の名前で振り込みがあったことを告げつつ、「名義が違うので法律違反だ」などの理由をつ
証券会社「高木証券」（大阪市北区）が、顧客の証券口座から現金約１６８９万円を不正に引き出したとして、元
本店営業部主任の男性（２７）＝大阪市＝を詐欺と有印私文書偽造・同行使の疑いで大阪府警曽根崎署に告
毎日新聞 大阪 訴した。元主任は社内調査で事実関係を認め、同社は６月３０日付で懲戒解雇にした。
元主任は２０１４年１月～１５年４月、担当する顧客８人の証券口座から複数回にわたって現金を引き出したと
いう。顧客の領収書も偽造していた。
元主任は外国為替証拠金取引（ＦＸ）の損失補填（ほてん）や結婚指輪の代金などに充てたと説明したという。
社債購入を持ちかけられた岡山市の女性（８０）が１億７０００万円をだまし取られた特殊詐欺事件で、岡山西
2015/7/10 読売新聞 岡山 署が、うち１０００万円の受け渡しに関与したとして、神奈川県伊勢原市、無職（２２）を詐欺容疑で逮捕。犯人グ
ループの「受け子」とみられ、容疑を否認しているという。
2015/7/2

937

大阪府警が、偽名でカードローン契約を結ぼうとしたとして、地域総務課巡査部長（４１）（京都市西京区）を詐
2015/7/10 読売新聞 大阪 欺未遂、有印私文書偽造・同行使容疑で逮捕した。
「外国為替証拠金取引（ＦＸ取引）などに投資し、借金が数百万円あった」と供述しているという。
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2015/8/22 中日新聞 三重

東洋経済
四季報

外国為替証拠金取引（ＦＸ）大手の外為どっとコム（東京都港区）は１３日、同日午後から取引システムに顧客
がログインできない障害が発生したことを明らかにした。
同社によると、午後１時半ごろ、ログインできない不具合を発見し、いったん取引画面を閉じた。その後再開し
たもののシステムは安定せず、午後３時半ごろから再び取引画面を閉じた状態が続いているという。
高知東署が、現金を送るよう持ちかけられた女性の協力を得た「だまされたふり作戦」で、東京都足立区の自
称自営業（２７）を、詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕。
容疑者は何者かと共謀し、６～１０日にかけて、高知市内の６０歳代の女性方に、証券会社員を名乗り、「私た
ちがあなたの名前で社債を買いたい」、「４５０万円の取引実績が必要」などと複数回電話をかけ、女性から４５
０万円をだまし取ろうとした疑い。
十六銀行（岐阜市）が、顧客の預金など計約４５００万円を着服していたとして、同行の支店長代理だった元男
性行員（４４）を１７日付で懲戒解雇処分にした。
元行員は関ヶ原、中津川（岐阜県）と春日井（愛知県）の３支店の支店長代理だった２０１１年３月～１５年６月、
顧客の預金を勝手に引き出すなどして、計３３回にわたって現金を着服したという。元行員は「金はＦＸ取引（外
国為替証拠金取引）の損失の穴埋めに使った」と話しているという。
社債購入名目で高齢女性から現金をだまし取ったとして、奈良県警が、神奈川県大和市、自称解体工（３７）を
詐欺容疑で逮捕。特殊詐欺事件の被害者から現金を受け取る「受け子」の手配役だったとみられる。県警は、
警視庁が６月に一斉摘発した、詐欺の電話をかける「かけ子」ら４０人のグループと容疑者がつながっていたと
みて、同庁などとも連携して捜査を進める。
商品先物取引が主力で、ゴルフ場運営などの子会社を傘下に持つ持株会社の小林洋行は、８月４日、商品先
物取引の子会社共和トラストが、商品先物取引法に違反して行政処分を受けたと発表。
１１年～１４年までの共和トラストの複数の外務員の行為で、不確実な事項について断定的な判断を提供し、ま
たは確実であると誤認させるおそれのあることを告げて、勧誘を行ったことなど、９項目にわたり法令違反があ
県警が、東京都あきる野市の大学４年（２３）を詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕。
大垣市の無職女性（７５）から社債購入名目で現金６００万円をだまし取ろうとした疑い。
だまされたふりをし、容疑者が女性方に現金を受け取りに来たところを同署員らが逮捕した。
伊賀署が、詐欺未遂の疑いで、横浜市港北区、無職（３０）を逮捕。
社債購入を名目にした特殊詐欺に関与し、伊賀市の女性（６３）から現金２００万円をだまし取ろうとしたとされ
る。不審に思った女性が署に相談し、署員がマンション付近で張り込んでいた。
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坂井署と県警捜査２課が、詐欺の疑いで、東京都荒川区、会社員（２６）を再逮捕。
2015/8/25 中日新聞 福井 証券会社を名乗る詐欺グループが今年、坂井市内の６０代無職女性に社債購入のための名義貸しを持ち掛け
た。６月９日に名義貸しがばれたとして「金融庁が預貯金を差し押さえる動きがあるのでマネーロンダリング（資
金洗浄）をしないといけない」「お金は返金する」などとうそをつき、７００万円をだまし取ったとされる。
貴金属製品の訪問販売会社「ゴールドスター」（東京都港区）に対し８月２６日、消費者庁が特商法違反業者と
して１年間の業務停止を命じた。同社は、英国ウイリアム王子の長男誕生を記念した「ロイヤルベビー記念コイ
ン」（Ｂコイン）のレプリカを使った訪問販売を実施。仮想通貨取引と連動させたコイン（Ｒコイン）の訪問販売も
展開し、被害を拡大させていた。
(1)かつてコンテナの所有権を購入した消費者宅を訪問し、「コンテナの関連会社は倒産した。当社が販売する
ニッポン
Ｂコインを購入すればあなたのコンテナ所有権を買い取る」などと告げてＢコインの購入及びコンテナ所有権の
2015/8/27 消費者新
譲渡を勧誘。(2)全国各地の貸し会議室で消費者向けのセミナーを開催し、そこでＢコインの購入及びそれを外
聞
国法人に預託することで可能となるバイナリーオプション取引（二者択一の通貨売買で為替差益を得る外国為
替証拠金取引の一種）を勧誘。(3)仮想通貨取引と連動したＲコインの訪問販売で、それを外国法人に預託す
ることで可能となる仮想通貨取引を勧誘。(4)Ｒコインを購入させ、それを同社に預託させて実施する仮想通貨
取引を勧誘。
これら取引では、勧誘目的不明示、書面記載不備、商品種類に関する不実告知、判断に際して重要事項の不
実告知、威迫困惑、債務履行拒否、適合性原則違反など、特定商取引法で禁止される違反行為が目立った。
海外へのＦＸ（外国為替証拠金取引）をうたって投資家から集めた１００億円を超える資金のうち約２億円を私
的に使い、申告せずに脱税したとして、名古屋地検特捜部が、インターネット関連会社「シンフォニー」（名古屋
市東区）の社長（４７）＝愛知県春日井市＝から所得税法違反容疑で事情聴取を始めた。容疑が固まり次第、
逮捕する方針。
2015/8/31 朝日新聞 愛知 名古屋国税局がコムズジャパンの振込先口座などを調べたところ、会員５千人以上から１００億円を超える資
金が集まったことを確認した模様。
投資家は、振り込んだ資金がタックスヘイブン（租税回避地）のセーシェルや、ニュージーランドの会社でＦＸに
よる投資に使われ、得た運用益を手にする、と投資セミナーで説明を受けたという。しかし、元会員と名乗る人
が「投資資金が海外に送金されていない可能性は十分ある」とブログで警告するなど、金の流れに不明朗な点
大垣署などが、川崎市多摩区、保険代行会社員（２３）を詐欺容疑で逮捕。
2015/9/15 読売新聞 岐阜 ５月頃、大垣市の無職女性（７５）方に、証券会社の社員を名乗って「架空会社の社債を購入すれば１・５倍で
返す」などと電話で持ちかけ、７月２１日に女性の自宅で現金３００万円をだまし取った疑い。容疑を認めている
高齢女性から現金を郵送させるなどしてだまし取ったとして、府警が、城陽市、私設私書箱会社社長（２９）ら２
人を詐欺容疑で逮捕。同社には昨年５月～９月、計約８３００万円が送られており、府警は余罪を調べる。
2015/9/19 読売新聞 京都 ２人は氏名不詳者と共謀。昨年７月、宮津市内の女性（８０）に電話し、社債取引で女性が不正行為をしたかの
ようにうそを言い、「警察に捕まらないために５００万円を送ってください」などと現金を郵送させるなど計６５０万
円を詐取した疑い。
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