
エジプト紙ウェブ版での犯罪報道（ポイント）の留意点 

 

皆さまの防犯対策の一助となるよう，日刊アラビア語紙シュルーク（Shrouq）

のウェブ版に掲載された犯罪報道のポイントをまとめました。 

以下の点にご留意の上，防犯対策のご参考としていただければ幸甚に存じま

す。 

  

〇報道は発生した犯罪を網羅したものではありません。 

〇一般的な防犯対策以外のテロ事案，汚職，詐欺，密輸（違法薬物関連を除 

く），飲食物取締（期限切れ，未承認食品の販売など）などの報道は，基本的 

に記載していません。 

〇日付はウェブ版掲載の日付で，必ずしも犯罪発生や法執行の日ではありませ 

ん。 

〇記事内で発生場所が明記されていない場合があります。その場合，法執行を行 

った機関の所在地で分類しています。 

〇マアーディ，ザマレク，カイロ空港のみ，場所が特定されていれば記載してい 

ます。 

〇在エジプト日本大使館として，特にシュルーク紙のみを推奨するものではあり 

ません。他の新聞や媒体，友人・知人からなど多くのチャンネルから情報を収 

集することをお勧めします。 

 

 

■報道を見る限りにおいても，銃器，刃物を使用した犯罪，違法薬物の取引，薬 

物影響下の運転が多数発生しています。当館ウェブサイトに掲載されている

「安全の手引き」も参考として，防犯の対策をお願いいたします。 



発生県名 概要

6 30 日 カリュービーヤ 家族間のトラブルで、妻を刺した容疑者を逮捕。

アシュート
家族間のトラブルで、亡くなった兄弟の妻を殺害、遺体を排水溝に遺棄
した容疑者を逮捕。

ミニヤ 取締で薬物影響下の運転3件を摘発。

カリュービーヤ 取締で違法薬物のディーラー22人を逮捕。

ベニスエフ 関係が明らかになるのを恐れて、愛人を刺殺した容疑者を逮捕。

ブヘイラ
金銭トラブルの相手の殺害を依頼した容疑者と実行犯2人を逮捕。被害
者は死亡。

カイロ空港 外国渡航のため偽造の居住カードを購入した容疑者を逮捕。

ギザ オートバイを盗んでいた容疑者グループ5人を逮捕。

6 29 土 シャルキーヤ 結婚式の祝砲の銃弾を受け、見物人1人が死亡。容疑者を逮捕。

全国
24時間で、銃器所持194件、刃物所持206件、違法薬物所持178件、薬
物影響下の運転10件を摘発。

カイロ 偽造キーで車を盗んでいた容疑者3人を逮捕。

シャルキーヤ
農地の境界を巡る二家族間のトラブルで、主婦を刺殺した容疑者2人を
逮捕。

ギザ
24時間の取締で、違法薬物取引を行っていた28人、銃器を所持してい
た7人の容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
羊や灌漑機材の盗みを目撃した農園主家族が殺され、容疑者3人が逮
捕された。

ガルビーヤ 未登録の医療機関36件を摘発。

ギザ 違法薬物取引を行っていた容疑者3人を逮捕。

ミニヤ 薬物影響下の運転7件を摘発。

6 28 金 カリュービーヤ 近所の女性を窓越しにドローンで盗撮していた疑いで1人を逮捕。

全国
5月、1882キロのハシーシ、2325キロの大麻、3キロのアヘン、18.5万錠
の違法薬物を国境で押収。また、狙撃銃2丁、機関銃3丁、RPG81台、ラ
イフル79丁、大量のIED材料を押収。

ギザ
24時間の取締で、違法薬物取引を行っていた33人、銃器を所持してい
た8人の容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
24時間で、女性のバッグを奪っていた容疑者グループ、刃物所持15件、
銃器所持15件を摘発。

6 27 木 カリュービーヤ 家族間のトラブルでいとこに発砲した容疑者を逮捕。被害者は負傷。

ダミエッタ
家族間のトラブルで妻を殺し、遺体をナイル川に遺棄した容疑者を逮
捕。

ギザ オートバイ、トゥクトゥクを盗んでいた容疑者グループを逮捕。

アレキサンドリア 企業から液晶モニターなどを盗んだ容疑者4人を逮捕。

掲載日付



発生県名 概要掲載日付

カリュービーヤ 金銭トラブルで、相手に刃物で切りつけた容疑者を逮捕。

ギザ 住居に侵入して盗みを行っていた容疑者2人を逮捕。

ブヘイラ 通りで、刺殺された男を発見。

ソハーグ 無免許で医療行為を行っていた施設を閉鎖。

ニューバレー 砂漠で行方不明だった5人のうち、1人の遺体と4人の生存者を発見。

6 26 水 カイロ
交際相手の家に入ったところ、2人の容疑者に襲われ、証書に署名、所
有物件のリース契約に署名させられた。容疑者2人と交際相手を逮捕。

カイロ 手配犯を逮捕。取引のための違法薬物を所持していた。

カイロ 文房具会社から大量の文房具を盗んだ容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者3人を逮捕。

カイロ 駐車中のバスからバッテリーを盗んでいた容疑者を逮捕。

カイロ
ゲーム店からモニター、ゲーム機器を盗んだ容疑者2人を逮捕。銃器を
所持していた。

ミニヤ 薬物影響下の運転3件を摘発。

全国
24時間で、銃器所持202件、刃物所持2438件、違法薬物所持198件、薬
物影響下の運転5件を摘発。

全国 外国での労働許可を得るための文書偽造ビジネス3件を摘発。

カイロ
違法薬物購入資金を得るため、侵入犯の仕業を装って、施錠された両
親の部屋から盗みを行った容疑者を逮捕。

全国 24時間の取締で、薬物影響下の運転35件を摘発。

カイロ
ゴミ収集をしていた姉と弟が、口論となった住民の子に火のついたガソ
リンの便を投げ、火傷を負わせた。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者3人を逮捕。

6 25 火 全国 24時間の取締で、薬物影響下の運転17件を摘発。

カイロ 住居に侵入し金品を盗んだ容疑者を逮捕。

ギザ 住居から盗みを行っていた容疑者グループのうち2人を逮捕。

6 24 月 ブヘイラ 過去の戦争中の不発弾と見られるものが農地で爆発し3人死亡。

アレキサンドリア パイプラインから200トンの原油を盗んだ容疑者10人を逮捕。

ギザ
100ポンドの借金を巡る口論から相手を刺し、住宅から突き落として殺し
た容疑者を逮捕。

カリュービーヤ フェイスブックの内容を巡って、被害者を切りつけた容疑者2人を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

カイロ
銃器を使用してのトラブルを事前に防止。銃器や火炎瓶を持った容疑者
グループを逮捕。

カイロ
金銭トラブルのあった相手を襲い、住居から物を持ち去った容疑者5人
を逮捕。

ガルビーヤ 携帯電話を強奪していた容疑者グループを逮捕。1人は銃器を所持。

ギザ 車を盗むため運転手を殺した容疑者3人を逮捕。

メノフィーヤ
勤務する会社の金を盗み，強盗に襲われたように見せかけようとした容
疑者を逮捕。

カリュービーヤ 住宅内で足を縛られて死亡していた男性を発見。

6 23 日 カイロ
自宅の中で刺殺された夫婦を発見。同宅から7万ポンド他を盗んだ知人
が容疑者。

アレキサンドリア 取引のため違法薬物を所持していた容疑者を逮捕。

ダミエッタ 2億ポンド相当の薬物の密輸入を摘発。

ギザ 強盗に刺され被害者が死亡。容疑者4人を逮捕。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物と刃物を所持していた容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ 家族間のトラブルで、空に発砲した弾丸で乳児が負傷。

全国
48時間で、銃器所持74件、刃物所持352件、違法薬物所持185件、薬物
影響下の運転14件を摘発。

カイロ 取引のため違法薬物を所持していた手配犯3人を逮捕。

カリュービーヤ
トラブルのあった被害者を家に誘い込み、殺害、遺体をナイル川に遺棄
した容疑者夫婦を逮捕。

ギザ
住宅から宝飾品を盗んだ容疑者2人を逮捕。住宅を監視し、隙を見て内
部に入ったと見られる。

6 22 土 シャルキーヤ 24時間の取締で、違法薬物所持3件4人を逮捕。一部は銃器を所持。

全国 24時間の交通取締で、33件の薬物影響下の運転を摘発。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と刃物を所持していた容疑者を逮捕。

全国 一週間で、銃器所持1429件、刃物所持1554件を摘発。

ギザ 被害者を刺殺した強盗の容疑者2人を逮捕。

ダカハリーヤ 金銭トラブルで相手を射殺した容疑者を逮捕。

ギザ 勤務先住宅から56万ポンドを盗んだ警備員を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物の密輸入を阻止。

ギザ 雇用主の家から現金を盗んだ運転手を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

6 21 金 ギザ 相続のトラブルで、甥2人が叔父を棒で殴打。2人を逮捕。

スエズ 貴重な化石の密輸出を阻止。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
違法薬物取引を行っていた容疑者3組計7人を逮捕。一部は銃器を所
持。

全国 24時間で，銃器所持210件、違法薬物所持199件を摘発。

カイロ
偽のクレジットカード情報でコンサートチケットなどをネット上で購入し、
それを安値で転売していた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
養鶏所に押し入り、銃器で経営者を脅し30万ポンドを奪った容疑者グ
ループを逮捕。

6 20 木 アレキサンドリア
違法な外貨両替をめぐるトラブルで、一方が相手を銃器で脅し、金を
奪った。容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者2人を逮捕。

ミニヤ 薬物影響下の運転4件を摘発。

カリュービーヤ
オートバイを盗まれた復讐に相手のオートバイに放火したところ、ガレー
ジ全体に延焼。

ガルビーヤ
実家に帰っていた既婚の女性家族と一緒にいた被害者を縛り上げて、
火を付けた容疑者2人を逮捕。被害者は死亡。

ガルビーヤ 家の壁が倒れて1人が死亡。

ミニヤ
家族間のトラブルで、姪とその夫が叔母を刺殺、遺体を旅行バッグに入
れ、遺棄。

ギザ
ボディガードとして勤めていた相手の家から56万ポンドを盗んだ容疑者
を逮捕。

6 19 水 カイロ 偽造キーでミクロバスを盗んだ容疑者を逮捕。

カイロ マアーディで，オートバイを連続して盗んでいた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
トラックから荷物を盗んでいた容疑者グループを逮捕。8件の犯行を自
供。

カイロ空港 イタリアから違法薬物を密輸入しようとした容疑者を逮捕。

ギザ
ジャーナリストや政府広報担当を装って就職斡旋の詐欺を行っていた容
疑者を逮捕。

ダミエッタ
商品の支払いを巡るトラブルで相手を拉致し、身代金を要求した容疑者
3人を逮捕。

全国
政府職員約1.6万人に違法薬物の検査をしたところ、162人が陽性反
応。

6 18 火 カイロ
病院から連れ去られた乳児を発見。子どもがいないため離婚されること
を恐れて誘拐した容疑者を逮捕。

カイロ
患者家族と病院警備員との間のトラブルで怪我人。6人を逮捕。病院設
備に被害。



発生県名 概要掲載日付

ギザ 取引のために違法薬物を所持していた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 取引のために違法薬物を所持していた容疑者3人を逮捕。

ミニヤ 取締で、薬物影響下の運転5件を摘発。

カリュービーヤ 取引のために違法薬物と銃器を所持していた容疑者3人を逮捕。

6 17 月 アレキサンドリア トゥクトゥクを盗もうとして運転手を刺殺した容疑者2人を逮捕。

ギザ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 文書偽造ビジネスを行っていた容疑者を逮捕。

メヌフィーヤ 夫が，離婚の訴えを起こした妻を裁判所の3階から投げ落とした。

シャルキーヤ 祝砲で、隣人の結婚式を見ていた1人が死亡、1人が負傷。

ミニヤ 取締で、薬物影響下の運転5件を摘発。

カイロ
居住者不在の隙を狙ってアパートで盗みを働いた容疑者を逮捕。刃物
を所持していた。

カイロ
買物のため駐車した車のドアの施錠を忘れたところ、車中の現金を盗ま
れた。

アスワン 高圧電線を盗んでいた容疑者グループを逮捕。

ギザ
会社金庫から70万ポンドが盗まれた事件の容疑者5人を逮捕。取引先
の元従業員が関与。銃器を所持していた。

シャルキーヤ 社会連帯省職員を検査したところ、13人が違法薬物の陽性反応。

カイロ 勤務先の家から金の装飾品を盗んだ容疑者を逮捕。

カイロ
合鍵または錠前を壊して、住宅から盗みを行っていた容疑者2人を逮
捕。

全国
24時間で、銃器所持194件、違法薬物所持200件、薬物影響下の運転9
件を摘発。

シャルキーヤ 夫婦間のトラブルが原因で、子の誘拐を装った容疑者を逮捕。

ギザ 手配犯を逮捕。銃器を所持していた。

カイロ 家族間のトラブルで、姉の前夫をドライバーで刺殺した容疑者を逮捕。

6 16 日 ガルビーヤ
在外エジプト大使館、銀行など発行の書類を偽造し、ビザ斡旋ビジネス
を行っていた容疑者を逮捕。

カイロ
紙幣を偽造していた容疑者3人を逮捕。偽の100ポンド紙幣、200ポンド
紙幣の計464枚を押収。

カイロ 偽の商標を印刷していた容疑者2人を逮捕。

ダカハリーヤ
逮捕前に手配犯が治安機関に発砲。容疑者1人が射殺され、3人を逮
捕。銃器、違法薬物を押収。



発生県名 概要掲載日付

ガルビーヤ 遺体をナイル川で発見。口論の後、石で殴り殺されたものと判明。

全国
24時間で、銃器所持205件、違法薬物所持176件、薬物影響下の運転6
件を摘発。

ブヘイラ 刺傷と殴られた跡のある遺体を発見。容疑者を逮捕。

6 15 土 カリュービーヤ 取締で、取引のための違法薬物所持、銃器所持を22件を摘発。

ギザ 隣人が帰宅したところを刺し、900ポンドを奪った容疑者2人を逮捕。

ミニヤ いとこ同士のトラブルで5人が負傷。

カイロ 前妻の兄弟とトラブルになり、ドライバーで刺殺。

カイロ 錠前を壊して住居に侵入、盗みを働いた容疑者を逮捕。

ミニヤ 取締で、薬物影響下の運転5件を摘発。

アシュート 殺人で手配されていた犯人を逮捕。

ギザ アラブ諸国で働くため偽造ビザを作成した男を逮捕。

シャルキーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者6人を逮捕。

全国
一週間で、銃器所持562件、違法薬物取引14件、刃物所持1308件を摘
発。

シャルキーヤ 叔父の妻の愛人を棒で殴り殺し、遺体を埋めた容疑者を逮捕。

ケナ
自分のトゥクトゥクが盗まれるのを止めようとした被害者を射殺した容疑
者4人のうち3人を逮捕。

ギザ 車に乗った男たちが会社を襲撃、警備員1人が射殺され、2人が負傷。

カイロ
農地を巡るトラブルでいとこに父を殺された容疑者が、復讐でそのいと
こを殺害。

カイロ 自動車を盗んでいた容疑者4人を逮捕。

カリュービーヤ 乗客の取り合いで、一方の運転手がもう一方をドライバーで刺した。

カリュービーヤ
不動産トラブルで、互いに銃器を持ち出し、一方が発砲し、相手を負傷
させた。

カリュービーヤ
別れた妻の家に窓から侵入し、復縁を断った相手を刃物で切りつけた
容疑者を逮捕。

6 14 金 アレキサンドリア 違法薬物の取引、違法薬物の調合を行っていた容疑者を逮捕。

カイロ
建設現場から電線を切り取って盗んでいた容疑者3人を逮捕。銃器、刃
物を所持していた。

カリュービーヤ
取締で違法薬物・銃器所持の手配犯4件、その他手配犯8人を逮捕。取
引のための違法薬物所持3件を摘発。

カイロ 政府文書の偽造ビジネスを行っていた容疑者を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

ミニヤ 取締で、取引のための違法薬物所持10件、銃器所持22件を摘発。

ミニヤ 取締で、薬物影響下の運転5件を摘発。

ガルビーヤ
新婚家庭の住居準備の遅れを巡るトラブルで、男が婚約者の父と兄弟
を刺した。

ギザ 取締で、手配犯25人を逮捕。取引のための違法薬物所持33件を摘発。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者4人を逮捕。

ミニヤ 取締で、薬物影響下の運転4件を摘発。

6 13 木 アレキサンドリア 刺殺されたトゥクトゥク運転手を発見。

ミニヤ 取締で、薬物影響下の運転6件を摘発。

カイロ 金銭トラブルで、1人が刺殺され、容疑者2人を逮捕。

カイロ
トゥクトゥク降車後に、被害者が運転手にカバンを奪われた。容疑者2人
を逮捕。

全国 取締で、薬物影響下の運転28件を摘発。

ギザ 妻の連れ子を夫が殺害。

6 12 水 カイロ
路上で恐喝をしていた容疑者を逮捕。抵抗した被害者はカミソリで顔を
切られた。

ギザ
警備をしていた事務所から盗みを行った警備員を逮捕。事前に窓の錠
を開けておき、壁を登って侵入。

カイロ 車上荒しを行っていた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 取締で、取引のための違法薬物所持19件を摘発。

アレキサンドリア 取引のための違法薬物所持3件を摘発。

アレキサンドリア 航空貨物の中から隠された違法薬物を発見。

ガルビーヤ
オートバイの盗難を行っていたグループ6人を逮捕。違法薬物と銃器を
所持していた。

ミニヤ 取締で、薬物影響下の運転6件を摘発。

カイロ
メトロ駅の入口で銃器を持った容疑者を逮捕。偽の警官の身分証明書
などを所持。

ケナ トゥクトゥクを盗まれるところを見た持主を射殺した容疑者4人を逮捕。

カイロ 客の降車後、客のカバンを奪ったトゥクトゥク運転手を逮捕。

シャルキーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

6 11 火 イスマイリーヤ 子どもに物乞いを強制していた親族など4人を逮捕。子ども4人を保護。

ガルビーヤ
住居や店舗に侵入して盗みを行っていた容疑者グループを逮捕。銃器
を所持。

ミニヤ 取締で、薬物影響下の運転5件を摘発。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者3人を逮捕。

カイロ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者を逮捕。

全国 24時間で、薬物影響下の運転27件を摘発。

カリュービーヤ 携帯電話を巡る口論で、一方が発砲し、被害者が負傷。

ギザ 違法薬物を取引していた容疑者50人を逮捕。

シャルキーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者4人を逮捕。

ダミエッタ
シリアからの林檎の貨物の中に隠された大量の違法薬物の密輸入を摘
発。

6 10 月 ギザ 果物売りが売り場を巡って争い、一方を刺殺。

全国 24時間で、銃器所持19件、違法薬物所持65件を摘発。

カイロ オートバイに乗った容疑者3人が被害者を刺殺。

カイロ 母親が子に刺殺される。

カリュービーヤ 金銭トラブルの和解の場で，一方が相手を射殺。

アスワン
駅から乗せた主婦を人気のないところに連れて行き、金の装飾品を奪っ
た後に殺害した運転手を逮捕。

ギザ 運転手に発砲しトゥクトゥクを奪った容疑者2人を逮捕。

カイロ 運転手を刃物で脅してトゥクトゥクを奪った容疑者2人を逮捕。

ミニヤ 取締で、薬物影響下の運転3件を摘発。

ガルビーヤ トゥクトゥクを巡るトラブルで発砲、1人が死亡、1人が負傷。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 口論が発砲に発展、2人が負傷。

カイロ
友人を外に誘い出し、その間に友人のアパートから金製品を盗んだ容
疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア
蓄えを娘の治療費に使った妻が、夫に貯金がないことが発覚しないよう
強盗被害を装う。

カイロ 携帯電話を奪っていた容疑者を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

ベニスエフ 薬物中毒の子が父を刺殺。

カイロ
アパートに登って窓から侵入し、盗みを行った後、放火した容疑者を逮
捕。

スエズ 税関金庫から盗みを行った容疑者を逮捕。

カイロ 金銭トラブルで刃物で前妻を負傷させた容疑者を逮捕。

ケナ 手配犯を逮捕。銃器を所持していた。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者2人を逮捕。

カイロ
炎上したミクロバスから焼死体を発見。被害者の妻と口論、謝罪させら
れたことを恨んで被害者を刺殺、放火した容疑者2人を逮捕。

6 9 日 カリュービーヤ 金を渡すことを拒んだ父を刺した子を逮捕。

アレキサンドリア 夫が銃を暴発させ、妻を負傷させた。

ベニスエフ 子が，違法薬物を買うための金を渡さなかった父を刺殺。

アレキサンドリア
銃器で脅して車を奪おうとした容疑者と運転手が争い、車が道路脇に衝
突。容疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア
建設資材を持ち出そうとしたグループが、止めようとした被害者を鈍器
で殺害。容疑者5人を逮捕。

カイロ 手配犯を逮捕。銃器と違法薬物を所持。警官を装った犯罪歴など。

ダミエッタ
偽造書類で1人10-12万ポンドで違法出国させるビジネスを行っていた2
人を逮捕。

カイロ
医院での職員による盗撮を看護婦が告発。院長がもみ消そうとしたと供
述。

カイロ 妻と口論になり、刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ 家族間のトラブルで、相手を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ 取引のため違法薬物を所持していた容疑の夫婦を逮捕。

ミニヤ
素行が悪いとして，親、兄、叔父が被害者を折檻し、殺した。遺体を道路
に遺棄。

アレキサンドリア 盗みを働こうとした容疑者が1人を刺殺。

スエズ 列車にはねられ1人死亡。

ギザ 24時間で、違法薬物所持で41人、銃器所持で13人を逮捕。

ケナ 愛人の夫を殺し、遺体を道路に遺棄した容疑者を逮捕。

6 8 土 スエズ 母親が2人の子を刺殺。
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カイロ 離婚した妻と口論になり，刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ空港 違法薬物を密輸出しようとした容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 列車に轢かれ1人死亡、2人負傷。

アレキサンドリア 金のイヤリングを奪った後に女児を殺した容疑者など3人を逮捕。

カイロ
運転手の顔にチリソースを浴びせてトゥクトゥクを奪った容疑者2人を逮
捕。

全国 一週間で、銃器所持473件、刃物所持1228件を摘発。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物を所持していた2件を摘発。

カリュービーヤ 結婚式の祝砲で発砲された弾丸で、見物人2人が負傷。

6 7 金 ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者を逮捕。

ベニスエフ 妹の素行を咎めた兄が妹を刃物で刺した。

ガルビーヤ 違法薬物を取引していたグループを逮捕。

ブヘイラ 自室で変死した男性を発見。

カイロ 警官を装い、店舗から金を奪った男を逮捕。

カイロ
同じアパートの住人を銃で殺した男を逮捕。トラブルのあった別の住人
と話そうと銃を持ち出したところ、止めようとした女性を誤って撃ったと供
述。

カリュービーヤ
望まぬ結婚後に実家に戻った娘が、自分を軟禁した実父を薬で眠らせ
た後、絞殺。

ダカハリーヤ 覆面をした5人の男が車を止め、運転手を刃物で襲った。1人を逮捕。

ファイユーム 夫の弟と口論になった妻を夫が銃で殺した。

ギザ 二家族間のトラブルで，刃物と棒で争いになり5人負傷、7人を逮捕。

ファイユーム 24時間で、取引のため違法薬物を所持していた2件を摘発。

シャルキーヤ 取引のため違法薬物を所持していた3件を摘発。

全国
24時間で、銃器所持24件、刃物所持186件、違法薬物所持115件、薬物
影響下の運転4件を摘発。

アスワン 女性が殺害、金製品を奪われた。容疑者を逮捕。

6 6 木 アレキサンドリア 取引のため違法薬物を所持していた容疑者を逮捕。

カイロ 医療機関から検査機器を盗んだ容疑者3人を逮捕。

カイロ 配電設備から電気ケーブルを盗んだ容疑者5人を逮捕。
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カイロ 銀行から下ろした金をオートバイに乗って奪った容疑者2人を逮捕。

ガルビーヤ
車の盗難を巡り三家族が争い、1人が斧で切りつけられ死亡、2人が負
傷。

スエズ
妻の兄弟との金銭トラブルで、子が拉致された。子を解放、容疑者を逮
捕。

6 5 水 アレキサンドリア 取引のため違法薬物を所持していた容疑者2人を逮捕。

カイロ 銃器、刃物を製作していた容疑者3人を逮捕。

カイロ マアーディなどで車を盗んでいた容疑者3人を逮捕。

カイロ
車を盗んでいた容疑者5人を逮捕。車を分解し、パーツを売る場合も
あった。

カリュービーヤ
離婚した妻の家族とのトラブルで、刃物で3人を負傷させた容疑者を逮
捕。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物、銃器、刃物をを所持していた容疑者2人を逮捕。

シャルキーヤ
治安機関が，捜査していた犯罪グループと銃撃戦になり、犯人6人と治
安機関1人が死亡。

6 4 火 ブヘイラ 二グループが刃物で争い、3人が負傷。

ブヘイラ 借金返済の金銭トラブルで、姉を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ
マアーディで、錠前を壊してアパートでの盗みを行っていた容疑者を逮
捕。自衛用と称する銃器を所持。

カイロ 地下の電話設備を壊して銅線を盗んでいたグループ11人を逮捕。

カイロ
携帯電話を奪っていた容疑者3人を逮捕。トゥクトゥクに乗車し、自衛用
と称する銃器を所持。

カイロ
警官を装って金を奪っていた容疑者3人を逮捕。銃器、違法薬物も所
持。

全国 24時間で薬物影響下の運転を25件摘発。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
取引のため違法薬物を所持していた容疑者9人を逮捕。一部は銃器、
刃物も所持。

6 3 月 ダミエッタ 取締で、取引のための違法薬物所持を4件摘発。

カイロ 団地の発電機室から銅ケーブル半トンを盗んだ容疑者2人を逮捕。

カイロ 外貨両替ビジネスのため文書偽造を行っていた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 運転手を殺してトゥクトゥクを奪った容疑者4人を逮捕。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物と刃物を所持していた容疑者4人を逮捕。

カイロ
屋外を登り住居に侵入し携帯電話を盗んだ男が、室内にいた女性を刃
物で負傷させた。容疑者を逮捕。
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カイロ
ザマーレクで、アパートから金製品、宝飾品が盗まれた。錠前取替えの
際に合鍵を作製したアパート警備員の犯行。

カイロ 口論になった知人を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ マアーディで、車の窓ガラスを割って盗みを重ねていた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 手配犯12人を逮捕。うち5人は取引のため違法薬物と銃器を所持。

ガルビーヤ 終身刑判決が出ている手配犯を逮捕。取引のための違法薬物を所持。

カリュービーヤ 運転手を刺殺してトゥクトゥクを奪った容疑者3人を逮捕。

ダカハリーヤ
被害者に暴行を加える動画をSNSに掲載した容疑者を逮捕。金銭トラブ
ルで暴行を加えたと供述。

6 2 日 アスワン 二家族間のトラブルで発砲，3人が死亡，8人が負傷。

ギザ アパートから金製品，現金が盗まれた。

カイロ 別れ話を持ち出した男を刺殺した容疑者を逮捕。

ミニヤ 薬物影響下の運転2件を摘発。

ガルビーヤ 住宅から水ポンプのモーターを盗んでいた容疑者2人を逮捕。

ギザ
アラブ諸国で労働するための偽造書類ビジネスを行っていた容疑者を
逮捕。

メノフィーヤ 警官を装って車を止め，金を奪っていたグループを逮捕。

カイロ 資格なく医療行為を行っていた施設5件を摘発。

カイロ 104件の判決が出ている犯人を逮捕。

カイロ 24万ポンドの入った金庫を盗み出した容疑者3人を逮捕。

6 1 土 ミニヤ 夫婦間のトラブルで、夫を義父とその息子が刺殺。

ソハーグ 家族間のトラブルで、父を殺しナイル川に遺棄した息子と娘を逮捕。

アレキサンドリア 取引のため違法薬物を所持していた容疑者を逮捕。

カイロ
銃器と刃物で運転手を脅してトゥクトゥクを奪った容疑者グループを逮
捕。

全国 5月に、4,136件の銃器所持、4,818件、5,098人の違法薬物所持を摘発。

ガルビーヤ 雇用、投資で詐欺を行った容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者2人を逮捕。

カイロ 商標を偽造して印刷していた事案2件を摘発。
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カイロ
乗車料金でトラブルになったトゥクトゥク運転手を刺殺し、遺体を遺棄し
た容疑者を逮捕。

全国
違法薬物取引の関係でマネーロンダリングを行っていた容疑者22人を
摘発。合計額は2.75億ポンド。

カリュービーヤ
資材を盗もうとしたグループが警備員1人を刺殺、1人を負傷させた。容
疑者3人を逮捕。

シャルキーヤ
自宅で1人が刺殺、1人が負傷しているのが発見された。妹たちに男性と
の交際を知られた姉の犯行と判明。

シャルキーヤ 車を盗もうとしていたグループが警官に発砲、警官1人が死亡。


