
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

1 31 金 ベニスエフ 被害者宅に入り，被害者を殺して金を盗んだ容疑者を逮捕。

ミニヤ 違法薬物関連7件を摘発。

ケナ 隣人間のトラブルで，2人を殺した容疑者2人を逮捕。

1 30 木 全国
24時間で，銃器所持181件，刃物所持257件，違法薬物関連199件，薬
物影響下の運転8件を摘発。

カイロ 被害者を絞殺した両親と妹を逮捕。

アレキサンドリア ガスストーブの爆発による火災で1人死亡。

アシュート
殺人などで服役中に2011年政変で刑務所から逃れた手配犯2人が，逮
捕に向かった治安当局に発砲したが，反撃を受けて射殺された。

シャルキーヤ 土地を巡るトラブルで2グループが争い，7人を逮捕。

カイロ 紅茶に薬を入れて眠らせた夫を絞殺した妻とその愛人を逮捕。

ブヘイラ 大麻樹脂と銃器を所持した容疑者を逮捕。

ブヘイラ 大麻樹脂を所持した容疑者3人を逮捕。

マトルーフ 大麻樹脂と銃器を所持した容疑者を逮捕。

ギザ
夫の経済状況を救うため妻の誘拐を装い100万ポンドの身代金を要求し
た夫婦を逮捕。

ガルビーヤ オートバイを盗もうとした容疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア 容疑者グループ6人を逮捕。

1 29 水 ソハーグ 夫の連れ子に虐待を加えた容疑者を逮捕。

カイロ
トゥクトゥク運転手の顔にスパイスを浴びせてトゥクトゥクを盗もうとした容
疑者3人を逮捕。

シャルキーヤ
偽造キーで住居に侵入して盗みを行っていた容疑者3人を逮捕。7件の
犯行を自供。

ギザ 金銭トラブルで相手を刺殺した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 女性を巡るトラブルで知り合いを刺した容疑者を逮捕。被害者は重傷。

ブヘイラ 装飾品を盗むために9歳児を殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 10歳児に暴行した容疑者を逮捕。

1 28 火 シャルキーヤ 子どもへの暴行がSNSに掲載されていた孤児院の責任者を逮捕。

ギザ 企業の金庫から50万ポンドを盗んだ容疑者2人を逮捕。

カイロ カイロ空港で，到着客による違法薬物の密輸入を阻止。

掲載日付
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ギザ 手配犯を逮捕。銃器を所持。

シャルキーヤ
偽造キーで住居に侵入し，金製品を盗んでいた容疑者3人を逮捕。7件
の犯行を自供。

全国
24時間で，銃器所持142件，刃物所持184件，違法薬物関連196件，薬
物影響下の運転8件を摘発。

アレキサンドリア
企業オーナーへの強盗を計画していた容疑者5人を逮捕。容疑者の1人
はオーナーとビジネスを行った経験あり。

ギザ
覚せい剤の製造，販売を行っていた容疑者3人を逮捕。1.25キロの違法
薬物と銃器を押収。

1 27 月 アレキサンドリア
洗車機を盗んだとして，中古洗車機を買った被害者を拉致し，暴行を加
えた容疑者5人を逮捕。

スエズ
違法薬物売買の容疑者が逮捕に向かった治安当局に発砲，応戦した
当局により2人が射殺，2人が逮捕された。ヘロイン500グラム，銃器を押
収。

カイロ
婚約者と共犯で狂言の誘拐を演じ，親から5万ポンドの身代金を受け取
ろうとした容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 違法入国のための偽造ビザ作成をビジネスにしていた容疑者を逮捕。

ミニヤ 違法薬物関連6件を摘発。大麻樹脂600グラムを押収。

ガルビーヤ 隣人間のトラブルで，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

ブヘイラ 125万ポンド相当の大麻樹脂25キロを所持した容疑者2人を逮捕。

メノフィーヤ オートバイを盗んでいた容疑者2人を逮捕。4件の犯行を自供。

シャルキーヤ 大学内の金庫から12.8万ポンドが盗難。

カリュービーヤ
オートバイで走行中の車を停めて車を奪おうとしたところ，停まらなかっ
た車に発砲し乗員1人を殺した容疑者4人を逮捕。

1 26 日 アレキサンドリア
三輪トラックで幅寄せして車を停め，盗みを行った容疑者グループ4人を
逮捕。

シャルキーヤ 工場から盗みを行っていた容疑者3人を逮捕。4件の犯行を自供。

ギザ
金銭トラブルの相手を殺害し，遺体を運河に遺棄した容疑者2人を逮
捕。

ギザ 自宅で刺殺された被害者を発見。

ガルビーヤ 夫婦間のトラブルで，妻を金属で殴り，死に至らせた容疑者を逮捕。

ベニスエフ 被害者の父親への復讐のため。6歳児を絞殺した容疑者を逮捕。

ギザ 障碍者にハラスメントを行い，その様子を撮影した容疑者2人を逮捕。

1 25 土 アレキサンドリア トゥクトゥクの盗難6件の容疑者グループ9人を逮捕。

カイロ
隣家の警備員同士のトラブルで発砲があり，容疑者を逮捕。死傷者は
なし。

アレキサンドリア 火災で1人死亡。

1 24 金 ソハーグ 野犬が子ども5人を噛み，子どもが病院に運ばれた。

ギザ
走行中の車両をオートバイから銃器で脅し，金品を奪っていた容疑者2
人を逮捕。運転手と助手に発砲し，1人を死亡，1人を負傷させた。

カイロ カイロ空港で，違法薬物の密輸入を阻止。
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1 23 木 ダカハリーヤ 前夫への嫌がらせのため，子どもに暴行を加えた母親を逮捕。

シャルキーヤ
2人をトルコ経由でイタリアに違法に入国させようとした容疑者5人を逮
捕。

シャルキーヤ トラブル相手を車ではね，1人を死亡，2人を負傷させた容疑者が逃亡。

1 22 水 アスワン 商店街でのトラブルで5人を逮捕。

アレキサンドリア 自宅内で刺殺された被害者を発見。

カイロ レストランに忍び込んで金庫の金を盗んだ容疑者を逮捕。

カイロ
これ以上の子どもを望まない夫が妻に中絶を強要し，結果として死亡し
た妻の遺体を路上に遺棄。容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持33件，違法薬物関連106件，薬物影響下の運転7件
を摘発。

カイロ
警備員を装い，駐車車両を動かすために鍵を預かった容疑者が車を盗
み，その後，逮捕された。

アレキサンドリア
被害者に盗みの疑いをかけ，暴行の上，犬をけしかけて負傷させた容
疑者4人のうち3人を逮捕。

カイロ 隣人間のトラブルで，相手を撃ち殺した容疑者を逮捕。

紅海
南部国境から密輸した650万ポンド相当のヘロイン5キロを所持した容疑
者7人のうち3人を逮捕。

カイロ カイロ空港で，違法薬物の密輸入を阻止。

1 21 火 ケナ 乾燥大麻2キロを所持した容疑者を逮捕。

ギザ
差し出した紅茶を飲まなかったことで口論になり，相手を刺殺した容疑
者を逮捕。

アスワン 昨夏の殺人の復讐で，被害者を殺した容疑者を逮捕。

全国 24時間で，交通警察が薬物影響下の運転28件を摘発。

アシュート
農地を巡るトラブルで発砲があり，1人が死亡，1人が負傷で，容疑者3
人を逮捕。

ダカハリーヤ
子どもが羊に石を投げたことで口論になり，相手を殺した容疑者を逮
捕。

全国 24時間で，銃器所持218件，違法薬物関連235件を摘発。

シャルキーヤ 無認可の違法薬物依存の治療センター8件を摘発。

カイロ 言ったものを持ってくるのが遅いと娘を殴り，死に至らせた父親を逮捕。

1 20 月 ベニスエフ 路上で女性に暴行した容疑者を逮捕。

カイロ
ドアを壊して携帯電話会社の支店に侵入し，金品を盗んだ容疑者を逮
捕。

ケナ 2氏族間のトラブルで復讐として1人を殺した容疑者2人を逮捕。

カイロ
自宅前での違法薬物売買を止めるように言った被害者を刺殺した容疑
者グループを逮捕。

ガルビーヤ ガス漏れによる火災で1人死亡。

ガルビーヤ
テストのため自宅内でエンジンをかけていたトゥクトゥクの排気で2人死
亡。

ギザ
夫婦だけで新居を構えることに反対した妻とその家族を刺した容疑者を
逮捕。
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ポート・サイード トラブル相手を刺殺した容疑者2人を逮捕。

メノフィーヤ
金銭トラブルの相手を銃と刃物で脅して拉致し，身代金を要求した容疑
者グループ6人を逮捕。

1 19 日 ケナ 土地を巡るトラブルで発砲があり，1人死亡，2人死傷

カイロ 3階建ての建物バルコニーが崩落し，6人負傷。

シャルキーヤ 口論の後，相手を棒で殴って死に至らせた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 14歳の娘を監禁し暴行を加えていた両親を逮捕。

ギザ
違法薬物関連で4件を摘発。合計でヘロイン4キロ，大麻樹脂10キロを
押収。

ファイユーム 自分の妻と密会していた弟を刺殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 車のバッテリーを盗んでいた容疑者を逮捕。9件の犯行を自供。

全国
24時間で，銃器所持224件，違法薬物関連261件，薬物影響下の運転6
件を摘発。

ルクソール 駅で10キロの大麻樹脂を所持した容疑者を逮捕。

ベニスエフ 暖炉の排気で2人死亡。

1 18 土 アレキサンドリア 4階建て建物のバルコニーが崩落し，1人負傷。

シャルキーヤ ヘロインの過剰摂取で1人死亡。

イスマイリーヤ 税関書類を偽造し，違法に外貨を入手した容疑者グループ9人を逮捕。

カイロ カイロ空港で，銀製品とドローンの部品の密輸入を阻止。

カイロ 違法薬物関連容疑で3人を逮捕。

カイロ 違法薬物関連で容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
子どもが乾燥大麻を吸っている画像を撮影し，母親を脅した容疑者2人
を逮捕。

ギザ コンピュータープログラムの違法コピーを販売していた企業を摘発。

ギザ 路上で1人が射殺された。

1 17 金 ケナ
口論の後，妻をジャッキで殴り死に至らせた後，許可なく埋葬を行おうと
した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
5千～1万ポンドと引換に，欧州への違法入国のための偽造の渡航書
類，修了証明書，健康診断書などを渡していた容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持212件，刃物所持222件，違法薬物関連219件，薬
物影響下の運転9件を摘発。

カイロ 建物の一部が崩落し，6人負傷。

ケナ
女性に暴力を振るって容疑者不在で禁固刑判決が出た犯人が，相手の
弁護士の車に放火し，逮捕された。

1 16 木 全国
24時間で，銃器所持223件，刃物所持235件，違法薬物関連273件，薬
物影響下の運転10件を摘発。

ガルビーヤ
学生同士の口論の後，一方のグループに刺激性の液体がかけられた。
8人が負傷。

カイロ
オートバイで，リングロード上の車から携帯電話を盗んでいた容疑者2人
を逮捕。
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カイロ カイロ空港で，乗客によるトラマドールの密輸入を阻止。

ギザ 計91年の禁固刑の判決の出ている手配犯を逮捕。

ダカハリーヤ
トゥクトゥクで女性のバッグを盗んだ容疑者を被害者に代わってオートバ
イで追いかけた男性が，追跡途中で車にはねられ死亡。バッグを盗ん
だ容疑者2人と，ひき逃げした容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 報復の応酬を防ぐため，治安当局が2氏族間の和解を仲介。

アレキサンドリア 車両登録と収入を隠すため，偽造書類を多用していた容疑者を逮捕。

カイロ 復讐で，トゥクトゥクから発砲し被害者を殺した容疑者を逮捕。

ブヘイラ 売春を組織していた容疑者グループを逮捕。

1 15 水 ガルビーヤ
金銭トラブルの相手を拉致した容疑者が自首し，被害者を解放。共犯者
3人を逮捕。

ダカハリーヤ
タブレットでの試験を中止するため学校からWIFI機材を盗んだ学生4人
と共犯者を逮捕。

ケナ 食中毒で3人死亡，1人入院。

カイロ
自分の店舗で強盗に立ち向かった被害者を刺した後，銃で殺した容疑
者3人を逮捕。

シャルキーヤ
妹の愛人を拉致し，行方不明の妹の居場所を教えるよう暴行を加えた
容疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア
スーパーマーケットのドアを壊して侵入し，金品を盗んだ容疑者2人を逮
捕。

ブヘイラ 銃を密造，密売していた容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ 学校から機材を盗んだ容疑者2人を逮捕。

ギザ 店舗から盗みを行っていた容疑者3人を逮捕。4件の犯行を自供。

ギザ
トゥクトゥクに乗って，歩行者から携帯電話をひったくっていた容疑者を
逮捕。その他5件の犯行を自供。

ガルビーヤ 計64件の禁固刑の判決の出ている手配犯を逮捕。銃器を所持。

アレキサンドリア 工場のタンクの爆発事故で1人死亡。

1 14 火 ルクソール 報復の応酬を防ぐため，2氏族間の和解を当局が仲介。

カイロ カイロ空港で狙撃銃の密輸入を阻止。

ギザ 駐車場員との料金トラブルで，相手を銃で撃ち殺した運転手を逮捕。

ガルビーヤ
偽造の公文書，ビザ，契約書などで国外での労働機会提供を装った詐
欺を行っていた容疑者を逮捕。

ブヘイラ 大麻樹脂25キロを所持した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 違法に駐車料金を徴収していた容疑者3人を逮捕。

シャルキーヤ
女子生徒への嫌がらせを止めようとした教師を犬に襲わせた容疑者を
逮捕。

全国
24時間で，銃器所持214件，刃物所持228件，違法薬物関連249件，薬
物影響下の運転7件を摘発。

カイロ 違法な外貨両替を行っていた容疑者2人を逮捕。
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カイロ 女性のバッグを奪っていた容疑者2人を逮捕。10件の犯行を自供。

カイロ
婚約破棄となったが金の装飾品を元婚約者に返したくない容疑者が装
飾品の盗難を偽装。

ポート・サイード
輸入リンゴの中に4500万ポンド相当の大麻樹脂630キロを発見。密輸の
容疑者2人のうち1人を逮捕。

カイロ 勤務先企業から金庫を盗んだ容疑者3人を逮捕。

アレキサンドリア 夫婦間のトラブルで，妻を絞殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア トゥクトゥクで歩行者のバッグを奪っていた容疑者3人を逮捕。

1 13 月 ケナ 乾燥大麻15キロなどを所持した容疑者を逮捕。

ケナ 容疑者3人がトゥクトゥクを奪おうと運転手に発砲し，運転手が負傷。

ギザ
自分から別れた後，相手が結婚すると聞いて過去の交際をもとに脅迫
した男を刺殺した容疑者を逮捕。

アシュート スーパーマーケットに盗みに入った兄弟4人を逮捕。

公文書偽造で，腎臓移植の臓器売買ビジネスを行っていた容疑者8人
を逮捕。

マトルーフ
違法薬物売買の利益1.5億ポンドを，銀行への入出金，企業設立，不動
産，車売買で資金洗浄した容疑者8人を逮捕。

アレキサンドリア 3階建て住宅が崩壊し5人死亡。

アシュート 強盗を働いていた容疑者3人を逮捕。

ソハーグ
夫の兄弟の妻に悪い噂を流された報復で，その子を絞殺し，遺体を隠し
た容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
親子間の口論の後，服を洗濯することを拒否した母親を鈍器で殴った
容疑者を逮捕。被害者がその後死亡。

ガルビーヤ 2グループ間のトラブルに巻き込まれ学生8人が負傷。関係者を逮捕。

ガルビーヤ 暖炉の換気不良で2人死亡。

1 12 日 ギザ 殺害後に燃やされた遺体を発見。

ギザ 金銭トラブルの相手を路上で拉致した容疑者3人を逮捕。

アレキサンドリア
ドアを壊して住居に侵入し，金品を盗んでいた容疑者を逮捕。その他7
件の犯行を自供。

カイロ 違法薬物売買の容疑者2件を逮捕。

1 11 土 アレキサンドリア 売買のためエストロックスを所持していた容疑者3人を逮捕。

アレキサンドリア 火災で2人死亡。

カイロ
乗客として乗ったタクシーの運転手を刃物で脅して金品を奪った容疑者
2人を逮捕。

シャルキーヤ
前日から行方不明の11歳児が刺殺され，遺体を運河で発見。兄が口封
じに殺したことが判明。

カイロ 違法に外貨両替を行っていた容疑者4人のうち2人を逮捕。

カイロ ドアを壊して住居に侵入し，電気製品などを盗んだ容疑者2人を逮捕。

全国
一週間で，銃器所持333件(自動小銃20丁，ショットガン60丁，拳銃35
丁，密造銃218丁など)，刃物所持1354件を摘発。
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ギザ 被害者を刃物で襲った容疑者を逮捕。

紅海 食品取締を受け入れず，担当者に暴行した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
違法に国外からエジプトへの外貨送金を請け負っていた容疑者グルー
プ3人を逮捕。

ギザ 退職金を盗もうと隣人宅に入り，被害者を殺した容疑者を逮捕。

1 10 金 シャルキーヤ 6歳児を虐待で死に至らせた後，転落死を装った容疑で両親を逮捕。

シャルキーヤ 夫婦間のトラブルに双方親族が加わり，1人が死亡，8人を逮捕。

全国 24時間で，交通警察が薬物影響下の運転6件を摘発。

ミニヤ 違法薬物売買容疑10件を摘発。

アレキサンドリア
公印などを偽造した経歴証明3枚でビザ申請した容疑者を逮捕。1枚に
1500ポンドを支払ったと供述。

アレキサンドリア トラブル相手を刺殺した容疑者を逮捕。

ポート・サイード
金銭トラブルの相手を拉致し，身代金2.5万ポンドを要求した容疑者5人
を逮捕。

カリュービーヤ 銃器密造の容疑で1人を逮捕。

1 9 木 カイロ カイロ空港で，違法薬物の密輸入2件を阻止。

ギザ 娘を虐待した容疑で1人逮捕。

カイロ 銃器所持で1人逮捕。

アレキサンドリア スリの容疑者グループ3人を逮捕。12件の犯行を自供。

ギザ 愛人の夫から逃れる途中で12階から転落死。

1 8 水 カイロ 違法薬物と銃器所持で1人逮捕。

カイロ 親族宅から盗みを行った後，放火した容疑者を逮捕。

ケナ
治安当局などの仲介により，16年間で死者計17人，負傷者多数を出し
た2氏族が和解。

カイロ
子どもの遊びから隣人間のトラブルに発展し，1人が死亡，数人が負
傷。

全国 高速道路での取締強化で，薬物影響下の運転30件を摘発。

1 7 火 ブヘイラ
不品行を理由に娘を殺し，遺体を農地に埋めた後，娘の失踪を装った
容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ
教科書を渡すと誘い，校内で生徒に性的な嫌がらせを行った学校関係
者を逮捕。

カイロ カイロ空港で，乗客による違法薬物の密輸入を阻止。

シャルキーヤ 住宅のベランダが崩落し，1人死亡。

全国
24時間で，銃器所持50件，刃物所持205件，違法薬物関連132件，薬物
影響下の運転7件を摘発。

アレキサンドリア トラマドール8.5万錠を所持した容疑者を逮捕。

ギザ
不倫の事実を夫に知られた容疑者が，前夫と愛人とともに被害者を殺
し，遺体を運河に遺棄。
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ガルビーヤ，メノ
フィーヤ

学校から機材，公印を盗んだ容疑者2人を逮捕。その他8件の犯行を自
供。

ダカハリーヤ 銃が暴発し，1人死亡。

1 6 月 ブヘイラ
家畜を盗むため7人を殺し家に放火した容疑者を逮捕。違法薬物使用
者だった。

シャルキーヤ SNSに掲載された2グループ間のトラブルについて，双方を逮捕。

カイロ 乗客の財布を盗んだタクシー運転手を逮捕。

ブヘイラ
2氏族間の復讐で，友人を刺殺し，遺体を運河に遺棄した容疑者を逮
捕。

シャルキーヤ 障碍児を暴行した容疑者を逮捕。

1 5 日 ブヘイラ 農地で他殺体を発見。

ミニヤ 頭を殴り，妻を殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 母から虐待を受けていた2歳児を保護。

カイロ 警察官を装って，被害者から金品を奪おうとした容疑者を逮捕。

アレキサンドリア ビジネスでのトラブルで，相手を刺殺した容疑者2人を逮捕。

アシュート
オートバイに乗った被害者を銃で殺し，オートバイなどを奪った容疑者2
人を逮捕。

アシュート
スーパーマーケットを襲い，店主を負傷させた後，金品を奪った容疑者4
人を逮捕。容疑者の1人は店舗の補修で店内の動きを調べた後，犯行。

カイロ 12月にカイロ空港で，71件の偽造パスポート，ビザを摘発。

ギザ 妻の愛人の車を放火した容疑者を逮捕。

1 4 土 アシュート
2氏族間のトラブルで，一方の氏族の葬列がモスクに入る手前で，3人が
発砲し，2人が死亡，4人が負傷。関係者を逮捕。

ミニヤ 学校から機材を盗んだ容疑者グループ3人を逮捕。

アレキサンドリア 自宅で妻と密会していた被害者を刺した容疑者を逮捕。

全国 24時間で，交通警察が薬物影響下の運転29件を摘発。

カリュービーヤ 品行を疑って妻を銃で撃ち殺した容疑者を逮捕。

ブヘイラ
借金から逃れようと相手に拉致，暴行されたことを装った容疑者を逮
捕。

1 3 金 カイロ トラブル相手を拉致しようとした容疑者3人を逮捕。

ガルビーヤ 大みそかに集団で女性にハラスメントを行った容疑者7人を逮捕。

ダカハリーヤ 大みそかに集団で女性にハラスメントを行った容疑者4人を逮捕。

ブヘイラ
他の女性と結婚しようとした夫とのトラブルで，強盗により43万ポンドを
盗まれたことを装った容疑者と共犯者を逮捕。

ガルビーヤ 隣人間のトラブルで，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

1 2 木 ギザ 妻を殴った妻の兄弟を射殺した容疑者を逮捕。
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ギザ
恋人の父親に捕まった男性が監禁された部屋から逃げようとして6階か
ら転落死。

全国 24時間で，交通警察が，薬物影響下の運転25件を摘発。

カイロ
3か月前のトラブルが原因で，車に乗っていた被害者を別の車から銃を
撃った容疑者を逮捕。被害者はその後死亡。

アレキサンドリア 空港で，大麻樹脂の密輸出を阻止。

ギザ 殺人などで死刑判決の出ている手配犯を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持76件，刃物所持199件，違法薬物関連170件，薬物
影響下の運転8件を摘発。

1 1 水 シャルキーヤ 大麻樹脂を所持した容疑者2人を逮捕。

ガルビーヤ ガス調理器が爆発し，1人死亡。

ギザ 虐待を受けていたと見られる幼児の遺体をゴミの中で発見。

ソハーグ 家族間のトラブルで，いとこを殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 乾燥大麻120キロ，アヘン250グラム，銃器を所持した容疑者を逮捕。

メノフィーヤ 口論の後，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
車を偽造キーで盗み，車の返還と引換に持主から金を奪っていた容疑
者2人を逮捕。6件の犯行を自供。

カイロ 乗客に強盗を働いたトゥクトゥク運転手を逮捕。

ギザ 1800万ポンド相当，6キロの覚せい剤を所持した容疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア
偽造の公印，書式で大学の卒業証明書などを販売していた容疑者2人
を逮捕。
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