
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

9 30 月 カイロ空港 21.8万ポンドの国外への違法持出を阻止。

カイロ 隣人間のトラブルで，被害者2人を刺した容疑者を逮捕。

カイロ 口論から相手を棒で殴り，死に至らせた容疑者を逮捕。

ブヘイラ
婚約者と電話で口論の後，その家に行き，婚約者を殴り殺した容疑者を
逮捕。

シャルキーヤ 8歳児を誘拐した容疑者グループを逮捕，人質を解放。

カイロ 金銭トラブルから互いにナイフを持ち出し，4人が負傷，6人を逮捕。

ベニスエフ 違法薬物2.5万錠を所持した容疑者3人を逮捕。

ケナ
トゥクトゥクを奪おうとした相手に抵抗し，運転手が射殺された。容疑者2
人を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。銃器も所持。

カリュービーヤ 違法薬物売買の容疑者3人を逮捕。ヘロイン150グラムと銃器を所持。

カイロ
政府での雇用，外国での労働機会の提供を装って金を集めていた容疑
者を逮捕。各種の偽造書類，ビザ，身分証明書を押収。

全国
24時間で，銃器所持82件，刃物所持204件，違法薬物所持100件，薬物
影響下の運転4件を摘発。

カリュービーヤ 土地売買のトラブルで被害者を撃ち殺した容疑者3人を逮捕。

シャルキーヤ 乾燥大麻200キロを所持した容疑者3人を逮捕。

カイロ空港 到着客が持ち込もうとしたトラマドール計200錠の密輸入を阻止。

9 29 日 カイロ 違法な外貨両替の容疑者2人を逮捕。

ガルビーヤ
偽造の公印を押した偽造の修了証の発行ビジネスをしていた容疑者を
逮捕。

全国 交通警察は24時間で，薬物影響下の運転35件を摘発。

カイロ
女性歩行者にハラスメントを行ったことが原因で，被害者を刺殺した容
疑者3人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持141件，刃物所持232件，違法薬物所持175件，薬
物影響下の運転11件を摘発。

カイロ
ニューマアーディで，警官を装って金品を奪っていた容疑者グループ5人
を逮捕。

ガルビーヤ
高齢者のATM使用の手伝いを装って，カードのパスワードを入手し，金
を奪っていた容疑者を逮捕。

スエズ
ビスケットの購入を巡るトラブルで，相手の店に放火した容疑者2人を逮
捕。

全国
4日間の教育機関周辺の取締強化で，違法薬物所持67件，計20キロの
各種違法薬物を摘発。

ギザ
被害者を車で連れ去ろうとした容疑者3人のうち2人を逮捕。営利誘拐を
狙ったもの。

掲載日付



発生県名 概要掲載日付

シャルキーヤ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。ヘロイン1キロを所持。

カリュービーヤ 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。乾燥大麻1.5キロと銃器を所持。

9 28 土 ギザ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 被害者をナイフで襲った容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物4万錠を所持した売人グループ5人を逮捕。

ガルビーヤ 口論の後，ナイフで相手を負傷させた容疑者3人を逮捕。

ガルビーヤ 家族内のトラブルで，妻を刺殺した容疑者が自首。

ポートサイード ロックを壊し，オートバイを盗んでいた容疑者4人を逮捕。

アシュート
看護婦を装って病院から新生児を誘拐した容疑者を逮捕。外国で労働
中の夫に妊娠したと偽っていたための犯行。

紅海 古代のコインの密輸出を阻止。

カイロ空港 航空荷物での違法薬物（カート32キロ）の密輸出を阻止。

ポートサイード 住宅3件に侵入し，盗みを行った容疑者5人を逮捕。

全国 一週間で，銃器所持728件，刃物所持1624件を摘発。

カリュービーヤ
金銭トラブルの相手を威嚇するために銃を発射し，負傷させた容疑者を
逮捕。

ギザ
妻にハラスメントを行った相手を刺殺し，遺体を路上に遺棄した容疑者
を逮捕。

アレキサンドリア
偽造キーで住宅6件に侵入し，現金，装飾品を盗んだ容疑者3人を逮
捕。

ガルビーヤ オートバイ，トゥクトゥク各1台を盗んだ容疑で3人を逮捕。銃器を所持。

シャルキーヤ 10キロの乾燥大麻と銃器を所持した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
銀行帰りの被害者をオートバイで尾行し，所持金を奪っていた容疑者2
人を逮捕。銃器を所持。2件の犯行を自供。

カリュービーヤ 銃の密売中の試射で誤って自分を撃ち，死亡。

ダカハリーヤ 4歳の孫を折檻し，病院搬送後に死に至らせた容疑者を逮捕。

9 27 金 全国
国境警備隊が，大麻樹脂2241キロ，乾燥大麻6265キロ，アヘン20キロ，
違法薬物156万錠，大麻の種子1200個，10.5万平米の大麻の栽培地，
機関銃など18丁，RPG2点を摘発。

ガルビーヤ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂と銃器を所持。

全国 24時間で，交通警察は薬物影響下の運転44件を摘発。

全国
24時間で，銃器所持156件，刃物所持222件，違法薬物所持193件，薬
物影響下の運転13件を摘発。



発生県名 概要掲載日付

ケナ 警察官2人が銃で撃たれて負傷。

9 26 木 ギザ 警備員が盗みを行おうとした者を棒で殴り，死亡させた。

シャルキーヤ 違法な外貨両替で容疑者2人を逮捕。

ブヘイラ
兄弟が殴られた恨みで，被害者を誘い出し，刺殺の上，遺体を路上に
遺棄した容疑者と共犯者を逮捕。

アレキサンドリア 走行中の車を停めて車を強奪していた容疑者4人のうち3人を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物の売人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持163件，刃物所持220件，違法薬物所持233件，薬
物影響下の運転11件を摘発。

ケナ
オートバイで移動中の被害者を停め，金品を奪った容疑者3人を逮捕。
自動小銃2丁を所持。

シャルキーヤ 銃で脅して車を奪っていた容疑者7人を逮捕。6件の犯行を確認。

カリュービーヤ 住居への侵入盗を繰り返していた容疑者4人を逮捕。

シャルキーヤ
義姉とのトラブルで，自分の父と兄弟と共謀して被害者を刺殺した容疑
者を逮捕。

9 25 水 カイロ 女性を巡るトラブルで一方が相手を刺殺した。

全国
24時間で，銃器所持166件，刃物所持191件，違法薬物所持182件，薬
物影響下の運転14件を摘発。

カイロ
客を乗せる順番を巡るミクロバス運転手同士のトラブルで，一方を刺殺
した容疑者を逮捕。

カイロ 違法薬物の売人を逮捕。

アシュート 銃器の密造と売買を行っていた容疑者を逮捕。機関銃，密造銃を所持。

カフル・エルシェイ
ク

無認可で教育施設を運営し，修了証を発行していた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ ごみ袋の中に新生児の遺体を発見。

カイロ
ごみの出し方を巡る隣人とのトラブルで，相手を刺殺した容疑者を逮
捕。

北シナイ
2011年1月に脱獄した手配犯を逮捕。乾燥大麻，別人の名の身分証明
書，自分の写真に貼り替えた兄弟名義の婚姻証明書を所持。

シャルキーヤ
60グラムのヘロインを所持した違法薬物の売人，また，200グラムの大
麻樹脂を所持した違法薬物の売人を逮捕。

カリュービーヤ
歩行者から携帯電話などを掏っていた容疑者グループ3人を逮捕。銃
器，違法薬物を所持。

カフル・エルシェイ
ク

労働者を違法に国外に送り込み，労働させるための書類偽造ビジネス
を行っていた容疑者2人を逮捕。

9 24 火 アレキサンドリア
妻にフェイスブックを通じて誘わせ，待ち合わせに現れた被害者を脅迫
して金品を奪った容疑者3人を逮捕。

全国
1月から，マンホールの蓋を盗んだ容疑者44人を逮捕。マンホールに落
ちて死傷した被害者があり，社会問題となっている。



発生県名 概要掲載日付

カイロ
刃物で運転手を脅してタクシーを奪おうとした容疑者2人を逮捕。運転手
は負傷。

アスワン 違法薬物所持の容疑者を逮捕。

カイロ
偽造の運転免許証を作成していた容疑者3人を逮捕。偽造運転免許証7
点，偽造のビザ5点，892枚分の偽造運転免許証作成の材料を押収。

マトルーフ
大麻樹脂25キロを所持した違法薬物の売人を逮捕。カイロへ輸送の予
定だった。

全国
24時間で，銃器所持181件，違法薬物所持230件，薬物影響下の運転8
件を摘発。

カイロ 警官を装って，取締を見逃す代償に金を奪っていた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
誘拐され，10万ポンドの身代金を要求されたが，1万ポンドを奪われただ
けで解放されたことを装った容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 隣人とのトラブルでつかみ合いになり，一方が倒れて死亡。

9 23 月 メノフィーヤ
偽造の外国での労働許可で金を集めた容疑者を逮捕。ブヘイラ県住民
名義のパスポート30点，偽造の会社印などを押収。

ギザ 住民間のトラブルで殴り合い，発砲があり，軽傷者を出した。

カイロ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
ドアや保管庫を鉄の棒で破壊し，企業の事務所から携帯電話などを盗
んだ容疑者グループを逮捕。

アレキサンドリア レストランに侵入し，金を盗んだ容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 殺人で死刑判決の出ている手配犯を逮捕。ショットガンを所持。

ギザ 以前からのトラブルで相手を射殺した容疑者を捜索中。

全国で 駅で盗みを行っていた容疑者など6人を逮捕。

シャルキーヤ
治療を安価に受けられると騙して診療カードを売っていた容疑者5人を
逮捕。

9 22 日 ベニスエフ
発砲し停車させたトラックの運転手から金を奪い，また同じ日に別の場
所で同様に金品を奪った容疑者4人のうち3人を逮捕。残り1人は逮捕に
向かった治安機関と銃撃戦となり，射殺された。

スエズ
スエズ運河の東側から西側に乾燥麻薬を持ち込もうとした容疑者を逮
捕。逮捕時に25キロ，倉庫で75キロの乾燥大麻を押収。

カイロ空港
90万ポンド相当，260グラムのメタンフェタミンを密輸入しようとした容疑
者3人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持27件，刃物所持210件，薬物所持149件，薬物影響
下の運転41件を摘発。

カリュービーヤ 病院の手術室から機材が盗まれた。

シャルキーヤ
警備員を装い企業に入り，保管庫の鍵を壊して，携帯電話60台などを
盗んだ容疑者を逮捕。

カイロ アパートに侵入し金品の盗みを繰り返していた容疑者2人を逮捕。

ブヘイラ 変死体を発見。



発生県名 概要掲載日付

9 21 土 全国

1週間で，銃器所持1549件(自動小銃172丁，ライフルなど320丁，拳銃
119丁，密造銃938丁など)，刃物所持2333件，違法薬物売買659件(乾燥
大麻630キロ，大麻樹脂124キロ，ヘロイン23キロなど)，薬物影響下の
運転476件を摘発。

ポートサイード
映画館の前に立つなとの求めに従わなかった少年に火のついたガソリ
ン入りの瓶を投げた容疑者を逮捕。

ソハーグ
14歳の子を誘拐し，300万ポンドを要求した容疑者8人を逮捕，被害者を
解放。

イスマイリーヤ
医師免許なく，医師を装い医院を開業，医療行為を行っていた容疑者を
逮捕。

全国
24時間で，銃器所持44件，違法薬物所持157件，薬物影響下の運転11
件を摘発。

メノフィーヤ
ネット上で被害者を銃器で脅して暴行を加える動画が流れていた容疑
者4人を逮捕。

アシュート 金を借りていた相手を射殺した容疑者を逮捕。

9 20 金 カイロ 違法薬物の売買4件を摘発。

カイロ
オートバイから被害者の携帯をひったくる犯行を重ねていた容疑者2人
を逮捕。

ファイユーム 老夫婦を殺害した容疑者グループを逮捕。

ブヘイラ 隣人とのトラブルで，相手を棒で殴り殺した容疑者5人を逮捕。

ガルビーヤ 各種の修了証を偽造し，販売していた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物売買の容疑で2人を逮捕。ヘロインを所持。

カリュービーヤ 終身刑他の判決が出ている手配犯3人を逮捕。銃器を所持。

アレキサンドリア 違法薬物売買で容疑者グループ6人を逮捕。

ルクソール
オートバイの盗難を巡るトラブルで，2氏族が互いに銃器を準備していた
ところ，警備当局が介入。

カリュービーヤ
夫の12歳の連れ子が自分の子をたたいたことを責め，ベッドの下に逃
げた被害者を鋭い金属で刺した容疑者を逮捕。

9 19 木 アレキサンドリア
口論から同僚を刺殺し，事故死を装うため遺体を線路に遺棄した容疑
者5人を逮捕。

アレキサンドリア 口論で相手を殺した後，アパートを放火した容疑者を逮捕。

カイロ 婚約者（男性）他が，姪の婚約に反対した被害者を暴行。

カイロ
違法薬物1.4キロを所持した手配犯，また合成麻薬1.3キロを所持した手
配犯を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持238件，刃物所持315件，違法薬物所持335件，薬
物影響下の運転7件を摘発。

カイロ 合成麻薬500グラムと銃器を所持した容疑者を逮捕。

9 18 水 ブヘイラ 違法薬物売買の容疑者3人を逮捕。銃器を所持。

シャルキーヤ
トゥクトゥクを停め，乗車中の被害者を拉致して強姦した容疑者3人を逮
捕。



発生県名 概要掲載日付

カイロ 10件の判決の出ている手配犯を逮捕。

カリュービーヤ 口論の相手を刺した容疑者を逮捕。

カイロ 誘拐で2件の終身刑の判決が出ている手配犯を逮捕。

カイロ 殺人で死刑判決の出ている手配犯を逮捕。

カリュービーヤ 姉を巡る口論の相手を刺した容疑者を逮捕。

アシュート
土地を巡って対立関係にある2氏族が武器を準備していたところ，双方
18人から24丁の銃器を押収，5人の刑を執行，1人を2キロの大麻樹脂
所持の容疑で逮捕。

ソハーグ
トゥクトゥクを狙って盗んでいた容疑者グループを逮捕。5件の犯行を自
供。

メノフィーヤ 銃の密造，売買を行っていた容疑者を逮捕。

カフル・エルシェイ
ク

窃盗の容疑者を捕らえた住民が容疑者に暴行。

マトルーフ
500万ポンド相当の106キロの大麻樹脂を所持した容疑者を逮捕。銃器
を所持。

ガルビーヤ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。

9 17 火 ミニヤ
不在中に自宅から16.5万ポンドが盗まれたと虚偽の被害届を行った容
疑者2人を逮捕。

ガルビーヤ
約9.4万錠のタラマドールを製造したと見られる違法薬物売人の拠点を
摘発。

全国 24時間で，薬物影響下の運転42件を摘発。

カリュービーヤ 違法薬物売買や銃器所持で9件を摘発。

アスワン 銃器8丁，乾燥大麻13キロなどの所持で15人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持216件，違法薬物所持293件，刃物所持266件を摘
発。

ダカハリーヤ 乾燥大麻206キロ，銃器などの所持で13人を逮捕。

アスワン 1200錠の違法薬物とモルヒネを所持した容疑者2人を逮捕。

ケナ
薬で被害者を眠らせた後，手足を縛ってナイル川に落として殺した被害
者の妻と共犯者2人を逮捕。

ブヘイラ 殺人，強盗4件の容疑で3人を逮捕。

カリュビーヤ 違法薬物売買の容疑者3グループ8人を逮捕。

アレキサンドリア
公文書の偽造の用箋に偽造の公印を押すビジネスを行っていた容疑者
を逮捕。

シャルキーヤ 運転手を刃物で脅してトゥクトゥクを奪った乗客3人を逮捕。

9 16 月 メノフィーヤ 銃の密造工場を摘発。

カイロ
駐車車両の窓ガラスを壊して，中に置かれていた現金を盗んだ容疑者
を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

カイロ 商店，事務所3件から盗みを行っていた容疑者3人を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物の売買4件を摘発。

イスマイリーヤ
オンライン支払の代行店が刃物を持った犯人に襲われ，45万ポンドが
奪われた。容疑者6人を逮捕。

ケナ 多数の銃弾を撃ち込まれて被害者が死亡。

ケナ 行方不明だった11歳の子の遺体を発見。容疑者を逮捕。

カイロ 臓器売買の容疑者を逮捕。肝臓を2万ポンドで購入。

全国 薬物影響下の運転6件を摘発。

9 15 日 カイロ 兄弟間のトラブルで相手を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ 金の装飾品を盗んだ容疑者2人を逮捕。

アスワン
取締強化で，銃器所持10件，刃物所持10件を摘発，乾燥大麻6.25キロ
などの違法薬物を押収。

カリュービーヤ 違法薬物売買の容疑で5人逮捕。

ギザ
国外での労働機会提供を装って1人3万ポンドの金を集めた容疑者を逮
捕。各種偽造書類を押収。

全国
24時間で，シャルキーヤで乾燥大麻160キロ，カリュービーヤで大麻樹
脂1.2トン，ブヘイラで大麻樹脂12.5トン，錠剤8000錠などを押収。

全国 24時間で，薬物影響下の運転23件を摘発。

シャルキーヤ 生徒に暴行を行った家庭教師を逮捕。

全国 24時間で，8人の手配犯を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持210件，刃物所持320件，違法薬物所持329件，薬
物影響下の運転17件を摘発。

シャルキーヤ トゥクトゥクの乗客が運転手を刺殺し，車を奪った。容疑者3人を逮捕。

9 14 土 カイロ
12歳の子を誘拐し，300万ポンドの身代金を要求した容疑者3人を逮捕。
容疑者の1人は被害者の父親の従業員。

カイロ
ビザ偽造ビジネスを行っていた容疑者10人のうち7人を逮捕。偽造用ビ
ザ933点を押収。

カイロ 警察官を装って住居に侵入し，金を奪った容疑者グループ5人を逮捕。

シャルキーヤ 結婚式の祝砲の誤射で1人を殺した容疑者を逮捕。

全国 一週間で，銃器所持678件，刃物所持1752件，銃密造所3件を摘発。

アレキサンドリア 違法薬物所持の容疑者2人を逮捕。

カイロ 女性から金の装飾品などを盗んだ容疑者を逮捕。

南シナイ 違法薬物売買の容疑者3人を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

シャルキーヤ
金銭トラブルの相手を家から拉致し，銃器，暴力をふるって証書に署名
させた容疑者グループのうち2人を逮捕。銃器を押収。

アシュート ローマ時代の硬貨16枚の密輸出を阻止。

ガルビーヤ 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。銃器も所持。

ギザ いとことのトラブルで相手を刺殺した容疑者を逮捕。

ケナ 弾丸20発以上を撃ち込まれた遺体を発見。

9 13 金 アレキサンドリア 住居のバルコニーが崩れ1人死亡。

カイロ
住居立ち退きを求めて殴打し，証書への署名を強要したところ，被害者
が死亡。容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物売買の容疑者3人を逮捕。乾燥大麻5キロと銃器を所持。

ガルビーヤ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂と銃器を所持。

ガルビーヤ
複数の飲物代300ポンドの支払を巡るトラブルで，相手を刺殺した容疑
者を逮捕。

ギザ 学校の金庫から70万ポンドを盗んだ容疑者3人を逮捕。

ガルビーヤ 車を盗み，盗難車を売買していた容疑者3人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持232件，刃物所持287件，違法薬物所持311件，薬
物影響下の運転15件を摘発。

カリュービーヤ ごみの回収順を巡るトラブルで被害者を刺殺した容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ
違法薬物の売買容疑で2人を逮捕。12キロの大麻樹脂，1キロのアヘン
と銃器を押収。

カリュービーヤ
オートバイを盗んでいた容疑者2人と盗品を売買していた容疑者を逮
捕。

アシュート
車を運転していた女性に暴言を吐いた模様がフェイスブックで流れてい
た容疑者を逮捕。

ギザ オートバイ，トゥクトゥク計30台を盗んでいた容疑者2人を逮捕。

9 12 木 ギザ
被害者を拉致，拘禁し，銃器などで脅して証書への署名の強要，金品を
奪った容疑者3人を逮捕。容疑者の1人は，被害者父の元従業員。

アレキサンドリア
容疑者が以前につきあいのあった姉の携帯電話番号を教えることを拒
んだ被害者を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ 違法薬物所持で2名を逮捕。

ファイユーム 外国での労働機会提供を装って金を集めていた容疑者4人を逮捕。

カイロ 店からゲーム機器を盗んだ容疑者2人を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物所持で容疑者を逮捕。乾燥大麻50キロと銃器を所持。

カイロ 偽造の政府職員の証明，銃器所持許可証を持つ容疑者を逮捕。
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ガルビーヤ 車を盗んでいた容疑者2人を逮捕。盗難車4台などを押収。

スエズ
タクシーの乗客が運転手を刃物で脅し，トランクに監禁。運転手が逃げ
た後，容疑者は車を奪って逃走。容疑者3人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持236件，刃物所持317件，違法薬物所持309件，薬
物影響下の運転6件を摘発。

カリュービーヤ
恋人との通話を聞かれた容疑者が口論の後，母親を絞殺。父親に知ら
れることを恐れたと自供。

9 11 水 アスワン 違法薬物所持の容疑で8人を逮捕。銃器も所持。

カイロ
外国での労働機会提供を装って，1人当たり3.2万ポンドを集めていた容
疑者3人を逮捕。

カイロ
歩行者を襲って所持金と携帯電話を奪い，オートバイで逃走した容疑者
3人を逮捕。被害者友人が被害者は金を持っていると話したことを聞き
及んで犯行したと自供。

アシュート
200万ポンドの身代金要求のあった被害者を解放，容疑者3人を逮捕。
被害者父が裕福と聞き，誘拐を行ったと自供。

シャルキーヤ 1キロのヘロインを所持した違法薬物売買の容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持219件(自動小銃18丁，ライフル3丁，ショットガン47
丁，拳銃14丁，密造銃137丁など)，刃物所持360件，違法薬物所持291
件，薬物影響下の運転9件を摘発。

ミニヤ
トゥクトゥクの乗客が，運転手の顔に香辛料ソースを浴びせ，車を奪って
逃走。容疑者2人を逮捕。

ギザ
ライドシェアサービスの運転手が，乗客に刃物で脅されて車を奪われ
た，容疑者3人を逮捕。

シャルキーヤ 160キロの乾燥大麻を所持した違法薬物売買の容疑者3人を逮捕。

ブヘイラ
違法薬物の売人グループが治安機関と銃撃戦になり，1人が死亡。3人
を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物売買の容疑者3件を摘発。銃器，違法薬物を所持していた。

ファイユーム 違法薬物売買の容疑者2件を摘発。銃器，違法薬物を所持していた。

9 10 火 ファイユーム 銃器所持で1人，違法薬物所持で1人の容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 墓地で遺体を発見。

アレキサンドリア
ネット上で入手した電子メールアドレスにパスワード更新を求めるメール
を送り，入手したパスワードで被害者のクレジットカードを利用して8千ド
ル相当の買物をした容疑者を逮捕。

アシュート 銃器10件を押収。

ダカハリーヤ 違法に外貨両替をしていた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 外国での労働機会提供を装って金を集めた容疑者を逮捕。

アシュート 銃器所持の容疑者2人を逮捕。自動小銃などを押収。

全国
24時間で，銃器所持243件，刃物所持284件，違法薬物所持298件，薬
物影響下の運転7件を摘発，違法薬物124キロ，8千錠を押収。
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カリュービーヤ 違法薬物の売買の容疑者21人を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物の売買の容疑者を逮捕，乾燥大麻50キロを押収。

9 9 月 全国
1カ月で，スポーツクラブ，ユースクラブ周辺で，違法薬物所持241件を
摘発，違法薬物131キロ，2.1万錠を押収。

全国
24時間で，銃器所持30件，刃物所持217件，違法薬物所持139件，薬物
影響下の運転11件を摘発。

カイロ 2家族間のトラブルで，相手を刺殺。

シャルキーヤ 売買のため500グラムのヘロインを所持した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 金銭トラブルで，路上で相手を刺殺した容疑者を逮捕。

9 8 日 カイロ
通常料金より10ポンド上乗せして鉄道の切符を転売していた容疑者を
逮捕。切符45枚を押収。

ブヘイラ
走行中の車を停め，銃器と刃物で脅して輸送中の約90万ポンドを奪っ
た容疑者5人のうち3人を逮捕。容疑者の1人は被害企業の警備担当。

アレキサンドリア 違法薬物の売買で容疑者を逮捕。トラマドール1万錠を所持。

カイロ 住宅から金品を盗んでいた容疑者2人を逮捕。

ケナ
農地を巡るトラブルで，2氏族間で銃器が使用され1人が負傷，7人を逮
捕。自動小銃4丁を押収。

カイロ 違法薬物の売買で容疑者を逮捕。銃器と違法薬物を所持。

カイロ
運転免許証の偽造ビジネスを行っていた容疑者を逮捕。1500ポンドで
販売。

全国
24時間で，銃器所持42件，刃物所持217件，違法薬物所持147件，薬物
影響下の運転13件を摘発，違法薬物17キロを押収。

カリュービーヤ 違法薬物の売買の容疑者グループを逮捕。銃器と違法薬物を所持。

ギザ 口論の後，夫を刺殺した容疑者を逮捕。

9 7 土 ブヘイラ
愛人と共犯者とで夫を誘い出し，絞殺した後に遺体を車に乗せ，その車
を運河に落として事故を装った妻とその他容疑者4人を逮捕。

アレキサンドリア
外国ビザ取得のため，銀行残高証明書，各種卒業証明書，出生証明
書，婚姻証明書，無犯罪証明書，企業の招聘状などの偽造ビジネスを
行っていた容疑者を逮捕。

全国 1週間で，銃器所持1326件，刃物所持2054件を摘発

9 6 金 ソハーグ 家族間のトラブルで，父，義母，弟を自動小銃で殺した容疑者が逃亡。

シャルキーヤ 水牛を巡るトラブルで，相手に火を付けた容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ
外国での労働機会の提供を装って，金を集めた容疑者2人を逮捕。契約
書などを偽造。

カリュービーヤ タクシー運転手を殺して車を奪った容疑者2人を逮捕。

ルクソール 被害者2人を殺して，金の装飾品を奪った容疑者を逮捕。

スエズ
自分の許しを得ずに故郷に旅行したことを責めて，妻を刺殺した容疑者
を逮捕。
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カリュービーヤ 路上での口論で，一方がナイフを持ち出し，2人が重傷。

9 5 木 カイロ 殺人で死刑判決の出ている手配犯を逮捕。

アレキサンドリア
違法薬物の売買で容疑者4人を逮捕。18.5キロの大麻樹脂，銃器を所
持。

ブヘイラ 違法薬物の売買で容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
アラブ首長国連邦での労働機会の提供を装って，1人から3万5千ポンド
を詐取した容疑者を逮捕。パスポート24点を所持。

アシュート
市場で購入した家畜の輸送トラックが武装した容疑者に停められ，被害
者が殴られて重傷。金を奪われた。トラック運転手を含む容疑者4人を
逮捕。

スエズ
タンクローリーを使って，スエズ運河の東側から西側に乾燥大麻700キ
ロを持ち込もうとした容疑者2人を逮捕。

カイロ 偽造した健康診断書を売るビジネスを行っていた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 子どもの遊びから隣人間のトラブルになり，2人が刺された。

シャルキーヤ 違法薬物と銃器の所持で容疑者を逮捕。

ブヘイラ 蛇にかまれた被害者を救急措置。

ケナ
所持品を盗むため母子を殺し，遺体を埋めてその上にコンクリートを流
し込んだ容疑者2人を逮捕。

9 4 水 カイロ
政府の公印，レターヘッドで偽造文書を作成し，販売していた容疑者2人
を逮捕。

ギザ
違法薬物の売人2人が治安機関と銃撃戦になり，射殺された。自動小銃
2丁を含む銃器，ヘロイン300グラムなどを所持。

ファイユーム
武器で脅して車を奪い，その後，車の返還の見返りに車のオーナーに
金を要求していた容疑者グループを逮捕。

アレキサンドリア 421件の犯罪で禁固刑の出ている手配犯を逮捕。

カイロ 銃器の密造，密売を行っていた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 暴行しようとした被害者に抵抗され，殴打した容疑者を逮捕。

ソハーグ トラブル相手の親族の8カ月の子を殺した容疑者2人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持36件，違法薬物所持173件，刃物所持204件，薬物
影響下の運転5件を摘発。

ケナ 8年前からのいとこ同士のトラブルで1人が刺殺された。

カリュービーヤ
聞いた通話内容を親に話した妹が，口論の後，姉に絞殺された。姉を逮
捕。

北シナイ

8月，国境警備隊が，大麻樹脂30キロ，トラマドール約31万錠，2トンの
乾燥大麻，2450平米の大麻の栽培地，8キロの大麻の栽培用種子を摘
発。またRBG2基，狙撃銃1丁，自動小銃2丁，サブマシンガン2丁，100
リットルの爆発物原料（アセトン）などを押収。6.5トンの金鉱石を発見。
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9 3 火 ギザ
金銭トラブルでヨルダン人をおびき出して監禁し，10万米ドルの身代金
を要求した容疑者3人を逮捕。主犯以外の2人は各5万ポンドで犯行に
誘われた。

ギザ 機関銃，自動小銃などを所持した容疑者を逮捕。自衛のためと主張。

ギザ 違法薬物所持2件を摘発，ヘロイン500グラム，銃器などを押収。

アレキサンドリア スクラップとして売るために廃車に放火した容疑者2人を逮捕。

シャルキーヤ
駐車車両からバッテリーを盗んでいた容疑者2人を逮捕。10件の犯行を
自供。

カフル・エルシェイク
被害者に薬を飲ませて眠らせた後，ガソリンをかけて放火した被害者の
妻と愛人を逮捕。

ガルビーヤ
社会保険担当職員をナイフで脅し，150万ポンドの入ったカバンを奪った
容疑者2人を逮捕。犯行にはトゥクトゥクが使われた。

カリュービーヤ 250グラムのヘロインを所持した違法薬物の売人を逮捕。

カイロ
ウルフィ婚（証人はいるが，宗教・政府機関への届出をしない婚姻）の妻
を殺した容疑者を逮捕。被害者が浮気をしたためと主張。

9 2 月 カイロ 鉄道の切符を本来の料金より高額で転売していた容疑者を逮捕。

ダミエッタ
8月，違法薬物所持を130件摘発し，570キロの乾燥大麻，7キロのヘロイ
ン，8キロの大麻樹脂などを押収。

ギザ 銃器を所持した容疑者を逮捕。

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，刃物を所持。

カイロ
警官を装って罰金と称して商店主などから金を奪おうとした容疑者を逮
捕。

カリュービーヤ 定められた以上の通行料を徴収していた職員を逮捕。

ミニヤ
カージャックし，積まれていた金と車を奪った容疑者4人を逮捕。容疑者
の1人は奪われた車の持主の顧客企業の社員。

カリュービーヤ
姉(被害者の母)を殴ったことを咎めて口論になり，その後，甥を刺殺した
容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 二者のトラブルの仲介に入った女性を殴った容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 相続を巡るトラブルで甥を殺した容疑者を逮捕。

9 1 日 アスワン 違法薬物の売人の住居を取り壊し。50キロの乾燥大麻と銃器を発見。

ギザ
宝飾品店の店主の車の窓ガラスを割り，金製品を盗んだ容疑者2人を
逮捕。

ダカハリーヤ 殺人で死刑判決の出ている手配犯を逮捕。

ギザ
子どもたちに通りで物乞いをさせ，一日の終わりに，脅して売り上げを
奪っていた容疑者2人を逮捕。

カイロ
大麻樹脂1キロとヘロイン100グラムを所持した違法薬物の売人と，大麻
樹脂1キロを所持した違法薬物の売人の2人を逮捕。

ダカハリーヤ 農業組合から金庫を盗んだ容疑者3人を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

ベニスエフ
銀行から金を下ろした被害者を警官を装って車に連れ込み，郊外に拉
致し金を奪った容疑者10人のうち7人を逮捕。容疑者の1人は被害者の
親族。

ギザ
SNSに掲載された違法薬物の売買を撮影した動画について，違法薬物
の売人たちが逮捕された。

カリュービーヤ 違法薬物の調合をしていた売人4人を逮捕。銃器も所持。

カリュービーヤ 銃で脅してトゥクトゥク複数台を奪っていた容疑者3人を逮捕。

カリュービーヤ 結婚式の祝砲が見物人に当たり，負傷。容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物の売人2人を逮捕。

シャルキーヤ
トゥクトゥクの乗客3人が運転手を殺して，所持品を奪った。容疑者3人を
逮捕。


