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書式例第４号（被害回復給付金支給法第７条第１項）

犯罪被害財産支給手続開始決定公告

令和４年２月９日

千葉地方検察庁 検察官

下記のとおり，犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第６条第

１項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。

記

１ 犯罪被害財産支給手続番号

千葉地方検察庁 令和４年第１号

２ 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日

令和４年２月９日

３ 支給対象犯罪行為の範囲

(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間

平成29年３月20日から平成30年１月24日までの間

(2) 支給対象犯罪行為の内容

被告人島田知和らが共謀の上，宝くじ当せん金受取のための保証金等の名目で，

みずほ銀行等から委託を受けた会社の社員を装って被害者に電話をかけ，宝くじ

当せん金受取のための保証金等の名目で現金を振り込めば，宝くじ当せん金を受

け取ることができる旨うそを言い，現金を振り込ませるなどしてだまし取った行

為。

４ 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考とな

るべき事項

(1) 被告人らが使用した会社名（検察官が既に把握しているもの）

株式会社アートディンク，クラブ株式会社，株式会社スクウェア・エニックス，

株式会社スタジオイストリア，株式会社ソニー・インタラクティブエンタテイン

メント，ＳＡＬＩＲＥ株式会社

（上記会社は実在するが，当該会社がその犯罪を行ったわけではなく，被告人

らが当該会社名を無断で使用したもの）

(2) 被告人らが使用した偽名（検察官が既に把握しているもの）

アオイ，イチジョウ，イワサキ，エノモト，オノ，カトウ，カワグチ，キリタ
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ニ，ケンモチ，コウモンジ，コンブ，サクライ，シコトビ，シミズ，世良，ソウ

コ，タグチ，タチバナ，ナツメ，ハクスイ，畠山真，花見川兵吾，平林，マエダ，

ヤマダ，ヨシダ，ヨシムラ

(3) 被告人らが被害者に振込入金させるために使用した金融機関口座（検察官が既

に把握しているもの）

別紙のとおり

(4) 被告人らが犯行に使用した電話番号及びＦＡＸ番号

ア 電話番号

090-1030-2941,090-2408-7310,090-2556-2384,090-3041-6882,090-4009-1165,

090-4056-5578,090-4363-5378,090-4375-2194,090-4552-0380,090-4740-7311,

090-4834-9917,090-7019-7771,090-8643-8049,090-8688-1259,090-8721-3932,

03-6745-8956

イ ＦＡＸ番号

03-3516-3277,03-4243-2831,03-4243-3684,03-4586-9855,03-6730-9684,

03-6735-4370,03-6740-7536,03-6740-7545

(5) 主な犯行態様

ア 入手した名簿に基づき，みずほ銀行等から宝くじ当せん金の分配を委託され

た会社を名乗って被害者の携帯電話に電話をかけ，宝くじに当せんしたので当

せん金がもらえるなどとうその話をし，コンビニエンスストアのマルチコピー

機から申込用紙を受け取らせる。

イ 被害者に，個人情報を記載した申込用紙と身分証の写しをコンビニエンスス

トアのマルチコピー機からＦＡＸ送信させる。

ウ 申込をしてきた被害者に対し，当せん金額が記載された当せん証明書等をコ

ンビニエンスストアのマルチコピー機から受け取らせ，あたかも宝くじの当せ

ん金を受け取れるかのように信じさせる。

エ 当せん金を受け取るためには，保証金等が必要である旨うそを言い，指定し

た口座に現金を送金させてだまし取る。

オ 保証金等名目で現金をだまし取った後，信頼を上げるためには追加の保証金

等が必要である旨うそを言って，保証金等を更に送金させるよう仕向け，指定

した口座に現金を送金させてだまし取る。

５ 開始決定の時における給付資金の額

金972万3,996円

６ 支給申請期間

令和４年２月９日から同年３月25日までの間
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７ 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項

(1) 被告人氏名

①島田知和 ②大島優健 ③稲永 強 ④津波慎二 ⑤山内達矢 ⑥植元和弥

(2) 裁判所名

①④（一審）千葉地方裁判所（控訴審）東京高等裁判所（上告審）最高裁判所

②⑤（一審）千葉地方裁判所（控訴審）東京高等裁判所

③⑥ 千葉地方裁判所

(3) 裁判年月日

①（一審）令和元年９月25日（控訴審）令和２年２月13日

（上告審）令和２年５月１日

②（一審）平成31年４月19日（控訴審）令和元年10月24日

③⑥平成31年４月15日

④⑤（一審）平成31年４月15日（控訴審）令和元年11月22日

④（上告審）令和元年12月26日

(4) 確定年月日

①令和２年５月１日 ②令和元年11月８日 ③⑥令和元年５月８日

④令和元年12月26日 ⑤令和元年11月28日

(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名

（事実の要旨）

被告人らは，多数の共犯者らとともに，不特定多数の相手から現金をだまし取

ることを共同の目的とする多数人の継続的結合体において，各役割分担に基づき，

宝くじの当せん金受取のための保証金等の名目で，平成29年８月下旬頃から平成

30年１月22日までの間，被害者12名に対し，被告人らが指定した口座に宝くじ当

せん金受取のための保証金等の名目で現金を振り込めば，宝くじ当せん金を受け

取ることができる旨うそを言い，現金合計6,041万5,854円を振込入金させ，人を

欺いて財物を交付させるとともに，犯罪収益の取得につき事実を仮装した。

（罪 名）

詐欺，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

８ この公告に関する問合せ先（申請書の提出窓口）

〒260－8620 千葉市中央区中央４丁目11番１号

千葉地方検察庁 被害回復給付金担当

電話番号 043－221－2462

○ 上記３の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には，この公告があった日の翌

日から起算して３０日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長（千葉地方検察庁検事正）

に対して審査の申立てをすることができます（提出先は上記８のとおり）。
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○ 当該処分の取消しの訴えは，審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ませんが，次のいずれかに該当するときは，当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す

ることができます。

(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。

(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分，処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害

を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

○ 当該処分の取消しの訴えは，当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から３０日以内（送

達を受けた日の翌日から起算します。）に，国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務

大臣となります。），当該処分をした検察官が所属する検察庁（千葉地方検察庁）の所在地を管轄

する地方裁判所に提起しなければなりません。



別 紙

被告人らが被害者に振込入金させるために使用した金融機関口座（五十音順）

金融機関名 口座名義人 口座番号等

愛知北農業協同組合扶桑支店 イシハラ レイコ 0079683

鹿児島銀行たてばば支店 ヨシダ アケミ 5086341

西京銀行下関支店 カガタ トシカズ 2024954

中国銀行邑久支店 カナイ スミエ 1423566

東京ベイ信用金庫野田支店 エビハラ ゼンイチ 3589341

日生信用金庫邑久支店 カナイ スミエ 0106993

福岡銀行瀬高支店 チクラ ユキエ 1513858

みずほ銀行四日市支店 タマル ユカ 1957694

ゆうちょ銀行 アンドウ ヒロコ 15410-37079651

ゆうちょ銀行 オオイシ ナオミ 12330-58782221

ゆうちょ銀行 オオシロ キヨノブ 17090-665961

ゆうちょ銀行 オオバヤシ マミ 12200-33439971

ゆうちょ銀行 オカベ ツネヒコ 17400-83111931

ゆうちょ銀行 オノ クニヒコ 16460-13228941

ゆうちょ銀行 オノ クニヒコ 16480-15447421

ゆうちょ銀行 オモテ マサノリ 13110-16263781

ゆうちょ銀行 カガタ トシカズ 15510-30783031

ゆうちょ銀行二二八支店 カトウ タモツ 3079461

ゆうちょ銀行 カトウ タモツ 12290-30851291

ゆうちょ銀行 カナイ スミエ 15440-38484841

ゆうちょ銀行 コンドウ アキコ 15450-38496261

ゆうちょ銀行 サイトウ サトシ 18210-38443591

ゆうちょ銀行 サトウ マサヨ 17200-25491751

ゆうちょ銀行 スガワラ シロミ 10430-30853871

ゆうちょ銀行 高橋 美雪 18310-24553361

ゆうちょ銀行 タマル ユカ 12220-17957031

ゆうちょ銀行 タマル ユカ 12220-30909601

ゆうちょ銀行 トイシ サトミ 11160-19789491

ゆうちょ銀行 トガミ スミコ 17100-32369991

ゆうちょ銀行 ナガエ シゲオ 17490-87863631

ゆうちょ銀行 ナカガワ セイジ 15590-2087681

ゆうちょ銀行 ナカガワ ヤスキ 15530-6975011

ゆうちょ銀行 ナカガワ ヤスキ 15540-30774441

ゆうちょ銀行 フクチ ケンジ 10120-36285211

ゆうちょ銀行 ホリコメ アキコ 10650-49847591

ゆうちょ銀行 ヤマオカ サチエ 15120-56169051

ゆうちょ銀行 ヤマオカ サチエ 15140-24902781

ゆうちょ銀行 ヤマグチ タカヨ 14490-49502671

ゆうちょ銀行 ヤマモト ハルミ 10730-32461621

ゆうちょ銀行 ヤマモト ハルミ 10770-32474661

ゆうちょ銀行 ヨコヤマ リョウコ 16490-10701901

ゆうちょ銀行 ヨシダ アケミ 17810-32325461

ゆうちょ銀行 ヨシダ アヤカ 17840-30751111

ゆうちょ銀行 ヨシダ タツユキ 18200-32365111




