
不正利用の目的で自分の口座を開設➡詐欺
他人名義で口座を開設➡詐欺
通帳やキャッシュカードを譲り渡した
➡犯罪による収益の移転防止に関する法律違反
ネットバンキングのIDやパスワードを
他人に譲り渡した
➡犯罪による収益の移転防止に関する法律違反

香川県金融機関防犯連合会・香川県警察本部

銀行口座、通帳やカードの譲り渡しは

「犯罪」です！





［北京語］



Phòng  trách  tra     SÁT  AICHI 

 
 

 
 

 

 

 

［ベトナム語］



AICHI PREFECTURAL POLICE, CYBER CRIME CONTROL DIVISION 

Really? 

Yeah,  I’ll do it! 

Sounds like a 

questionable job... 

But it’ll be 

probably fine. 

Bank accounts acquired illicitly  

are often used for crimes related 

to Internet banking. 

Victim 

What? 

No way! 

A few days later· 

Thank you.  

Cash card 

I haven’t been 

paid yet, and I 

haven’t been in 

contact with him. 

 

Did he set me up? 

Just handing 

over a cash card? 

 

He probably 

never intended 

to pay money to 

me in the first 

place 

Guilty. 

Penalty 400,000 yen 

The court decision… 

You may be sentenced to less 

than 10 years in prison for fraud. 

 He was deported as well     

 as paying a penalty. 

［英語］



Divisão de Controle de Crimes Cibernéticos, Polícia de Aichi 

Dias depois... 

É estranho.  
Não consigo entrar em 
contato com ele e nem recebi 
o dinheiro ainda.  
Será que eu fui enganado? 

Pensando bem, é estranho mesmo 
esse trabalho de entregar cartão 
magnético somente. 
 
Desde que começo não tinha 
vontade de me dar dinheiro... 

Foi condenado com a pena de multa 
e foi deportado à pátria... 

  Muito 
obrigado. 

Cartão magnético 

A conta vendida será usada para praticar 
crimes em Internet Banking etc. 

Vítima 

 Vou te condenar  
com a multa de 400  
       mil ienes. 

Resultado de Julgamento... 

Poderá ser condenado no máximo a 10 anos de prisão 
    com trabalhos forçados por crime de estelionato.

［ポルトガル語］



［タガログ語］



「在留カード」及び
「特別永住者証明書」の見方

2012年
7月9日から
新しい

在留管理制度が
スタート！

外国人登録証明書に代わって「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。
「在留カード」の主な記載内容

在留カード番号
この番号を使って
カードの有効性を
調べることができます
（詳細は裏面へ）

顔写真
在留カードの
有効期間の満了日が
16歳の誕生日までと
なっているカードには
写真は表示されません。

在留資格
在留資格のない方には
カードは
交付されません。

住居地
変更があった場合には
裏面に記載されます。

在留期間（満了日）

就労制限の有無

有効期間
在留カードには有効期間があります。ご確認ください。

特別永住者証明書番号
この番号を使って
カードの有効性を
調べることができます
（詳細は裏面へ）

「特別永住者証明書」在留カードは、正規に我が国に中長期間在留する外国人の方に交付されま
す。具体的には、次の①～⑥にあてはまらない人です。
①「３月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所（駐
日台北経済文化代表事務所等）若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員
又はその家族の方
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人

有効期間
特別永住者証明書には有効期間があります。ご確認ください。 特別永住者の方には、特別永住者証明書が交付されます。

偽変造防止対策
写真下の銀色のホログラムは、見る角度を90°変えると、文字の白黒が
反転します。

カードを上下に傾けると、カードの左端部分がピンク色に変化します。

カードを左右に傾けると、「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動き
ます。

カードを傾けると、「MOJ」の文字の周囲の絵柄がピンクからグリーン
に変化します。



在留カード・特別永住者証明書が偽変造されていないかが確認できます

在留カードの有効期間が券面表示と異なる場合があります

しばらくの間は「外国人登録証明書」が
在留カード・特別永住者証明書とみなされます

Webページを通じて在留カード等の失効番号情報が確認できます
　新制度のスタートに合わせて、入国管理局のホームページからリンクを経由して失効情報提供画面を参照することができます。
この画面では、在留カード等の番号及び有効期間年月日を入力すると、入力されたカード番号の有効性を確認することができます。

在留カード等の ICチップの情報を読み出すことができます
　入国管理局のホームページにおいて、在留カード等の ICチップに記録されている情報の読み出しに係る仕様を公開していま
す。詳細については、右記を参照してください。http://www.immi-moj.go.jp/info/120424_01.html

（在留カード裏面）

　一般的には券面に表示された有効期間が在留カードの有効期
間となりますが、表面の在留期間の満了日までに、在留資格変
更許可申請又は在留期間更新許可申請をした場合には、その旨
が在留カードの裏面に記載され、当該申請に対する処分がなさ
れない限り、表面の在留期間の満了日から2か月を経過する日
まで有効となります。

詳しくはこちら!　法務省入国管理局　
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

【お問い合わせはこちらへ】　外国人在留総合インフォメーションセンター（平日8：30～17：15）
TEL　0570-013904　（IP電話・PHSからは　03-5796-7112）　

在留カードとみなされる期間 特別永住者証明書とみなされる期間
永住者
16歳以上の方 2015年（平成27年）7月8日まで
16歳未満の方 2015年（平成27年）7月8日又は

16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動※　※特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限ります。
16歳以上の方 在留期間の満了日又は

2015年（平成27年）7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年（平成27年）7月8日又は

16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格
　※「短期滞在」や在留資格がない者等、在留カードの交付対象となら

ないものは除かれます。

16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

16歳未満の方

16歳未満の方 16歳の誕生日まで

16歳以上の方

次回確認（切替）申請期間が
2012年7月9日から
3年以内に到来する方

2015年（平成27年）7月8日まで

上記以外の方 次回確認（切替）申請期間の
始期とされた誕生日まで

※ 外国人登録証明書上の「次回確認申請期間」の記載にかかわらず、上記のみなされる期間が、在留カード又は特別永住者証明書として
の有効期間となります。

出典元：法務省入国管理局ホームページ（http://www.immi-moj.go.jp/）




