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事件は 

事件現場  事件現場は、都立祖師谷公園内の一角で、被害者が越してきた平成２年当

時は、約２００世帯あった住宅も、公園拡張に伴う立ち退きにより、事件当

時は、４世帯しか残っていませんでした。 

 被害者宅の西側には、仙川が流れており、被害者宅裏手の子供の遊び場

（通称「汽車ぽっぽ公園」）には、多くの子供たちやそれを見守る保護者の姿

があります。被害家屋 

事件は、正月を目前にした平成１２年１２月３０日深夜、東京都世田谷区上祖師谷三丁目２３番２６号宮澤さん方で発生しました。 

同宅に住む宮澤みきおさん、妻・泰子さん、長女・にいなちゃん、長男・礼くんの一家４人全員が犠牲になった事件です。 

被害者家族は、１２月３０日夕方、揃って千歳烏山駅付近の商店街で買い物をし、自宅で食事をしたりテレビを見たりして、家族団

らんで過ごしていたと考えられます。 

被害者家族 

連絡先（情報受付部署） 

上祖師谷三丁目一家４人強盗殺人事件特別捜査本部 

★直通電話  ０３(３４８２)３８２９ 

★成城警察署 ０３(３４８２)０１１０ 内線 ６５０８･６５１４

★

★情報提供先(メールソフトが自動的に起動します)
  so1-seijousyo-sousahonbu@keishicho.tokyo.jp

■捜査特別報奨金に関する注意事項
：支払方法： 

報奨金は、犯人の逮捕又は事件の解決に結びつく最も有力な情報を情報受付部署に提供した方に支払います。 

支払対象が複数となった場合は、その度合いに応じて、上限額の範囲内において分割して支払われます。 

協力していただいた方のお名前等は公表しませんので住所、氏名をお知らせください。 

（匿名等の方にはお支払いいたしません。） 

警察は犯人を追っています！

あ な た の 情 報 が 必 要 で す ！ 

成城署特別捜査本部（改訂４版） 

×印は、事件現場を示す 

千歳烏山駅 

成城学園前駅 

仙川通り 
仙川駅 

環
八 

甲州街道

成城警察署 

約1,750ｍ 

約1,200ｍ 

航空写真(平成12年12月31日発覚当時) 

神明神社 

上祖師谷駐在所 
上祖師谷二郵便局 

駒澤大学野球部 

グラウンド 

被害家屋 被害家屋 

仙

川 

覚えていますか！ 

世田谷一家４人強盗殺人事件 

 懸賞金上限額  
２ ０ ０ ０ 万 円  
捜 査 特 別 報 奨 金  

「上祖師谷三丁目一 

家４人強盗殺人事件 

の捜査に協力する会」 

懸賞金  

１  ７  ０  ０  万  円

３  ０  ０  万  円

（世帯主）宮澤みきおさん   （当時４４歳） 
 仕事：外資系企業会社員（大手企業のＣＩ開発等を担当） 

 趣味：アニメ、学生時代は人形劇、演劇 

 （妻）  泰子さん   （当時４１歳） 
 仕事：自宅において学習塾を運営 

（長女）  にいなちゃん  （当時８歳） 
 世田谷区立小学校２年生 

 バレエ教室やピアノ教室に通っていました。 

（長男）  礼くん   （当時６歳） 
 世田谷区立保育園年長組 

警視庁ホームページ https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp
  



● トレーナー(ラグランシャツ) 

  商品説明は次頁。 

○犯人は（事件当時） 
 ・比較的若い（服装などから判断） 

 ・身長１７０㎝前後 

 ・服やジャンパーのサイズが「Ｌサイズ」 

 ・遺留足跡が日本サイズ２７.５㎝(韓国サイズ「２８０」) 

 ・事件当時、やせ型(ヒップバッグのベルトの長さ８３㎝） 

※ 実際の腰回りは「７０～７５㎝」 

 ・利き腕は「右手」の可能性 
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● 手 袋(ボア付きグローブ) 

 エドウィン社製 

 サイズ～２６ｃｍ 

  平成１０年～平成１２年の間 

    １０，７５５双製造 

   １双１，９８０円前後 

で販売 

 主な販売先は 

   株式会社ジーンズメイト 

   株式会社マルフル（Ｍ/Ｘ）等 
 

 

 

 

犯人は現場に色々な物を残しています。それらの物から推定する犯人像は!!! 

● ハンカチ 

  黒色、柄(刺繍)なし、平成７年から 

 平成１２年の間 

    ６６，５００枚製造 

 うち平成１０年以降は 

    ５９，０００枚製造 

され、１枚３００円で販売された。 

 事件現場には、２枚のハンカチが残 

されている。 

 販売先は株式会社良品計画の「無印良品」 

● 帽子(クラッシャーハット) 
   平成１１年９月～平成１２年１１月 

 の間、日本全国で３，４６５個販売さ 

 れた。 

  販売価格１，９００円前後。 

  （シールタグから平成１１年９月２１ 

  日以降に販売されたもの） 

   関東圏内の主な販売先 

     株式会社マルフル（Ｍ/Ｘ） 

     株式会社ユニーク 

     株式会社大三ブラック 

● ヒップバッグ 

  大阪の業者が２，８５０個製造。 

 平成７年９月～平成１１年１月の間    

 関東地区のディスカウント店等で 

   ２，９００円 

 で販売された。 

● ジャンパー(エアテックジャケット) 

  平成１２年１０月から事件発覚日の間 

 黒色、Ｌサイズは全国で 

     ８２，０００着（都内１０，１９４着） 

 が販売された。        

  販売価格３，９００円～５，９００円 

  販売先はユニクロ直営店 

      （通販、ネット販売有り） 

 

● 包  丁 

   商品名「関孫六  銀寿」 

   柳刃包丁 （刃体２１cm、柄部分を含めた全長３４cm） 

  福井県内の業者が、平成１２年６月に１，５００本製造したもの 

 で、関東地区４６店舗では、１丁３，５００円前後で販売された。 

● マフラー 

 タグ等がなく製造・販売元の詳細は 

 不明。 

 １３０cm×３０cm  アクリル製   

 緑色地に赤・黒・オレンジ・濃緑色 

 の格子。 

  

○現場から採取した犯人の血液から 
 ・性別「男性」 

 ・血液型「Ａ型」 

 ・犯行時、いずれかの手に怪我をしていたが、現在は傷痕 

  が残っていない可能性がある。 

 

※現在は体型が変わっている可能性もあります。 

犯人が現場に残した衣類等です！こんな服装をしていた人に心当たりはないですか？ 

バッグ内とハンカチに付着しているのを確認 

● 香水 
   製造国 フランス 

  会社名 ギ･ラロッシュ製の香水  

        （オードトアレ） 

  製品名 ドラッカーノワール 

  昭和５７年ころから日本国内で販売 

  価格 約３，０００円(３０ｍｌ) 

 

１７０㎝ 

前後 

複製品のヒップバッグを装着し撮影したもの 

ベルトの長さ「８３㎝」 

● 靴(足跡から特定) 
  靴(スラセンジャー)、韓国製 

  日本サイズ２７．５㎝ 

  (韓国サイズ「２８０」) 

  平成１０年１０月～平成１２年１１ 

 月の間、韓国内で４，５３０足製造さ 

 れ、日本では４，０００円前後で販売 

 されたが、同サイズは日本で販売され 

 ていない。 



トレーナーの販売店舗は特定されています。～思い当たる人はいませんか？～ 
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北海道 

マルフル札幌ソシア １枚 

マルフル札幌パセオ ４枚 

岩手県 

マルフル江釣子パル ２枚 

宮城県 

マルフル仙台 ４枚 

栃木県 

マルフル宇都宮 ２枚 

茨城県 

ＭＸつくばアッセ １枚 

千葉県 

マルフル八千代台 ２枚 

マルフル柏    ４枚 

埼玉県 
マルフル草加アコス ３枚 

ＭＸ所沢ダイエー  ３枚 

マルフル川越    １枚 

神奈川県 

ＭＸ厚木 ３枚 

静岡県 
ＭＸ沼津学園通   ４枚 

ＭＸ富士      ４枚 

マルフル静岡紺屋町 １枚 

ＭＸ静岡曲金    ６枚 

ＭＸ大井川     ６枚(１枚) 

ＭＸ焼津      ６枚(２枚) 

ＭＸ浜松都盛町   ６枚 

ＭＸ浜松葵町    ２枚(１枚) 

ＭＸ浜松上島    ３枚(１枚) 

ＭＸ浜北      ５枚 

ＭＸ袋井      ５枚 

ＭＸ豊田町     ５枚(１枚) 

大阪府 

マルフル富田林エコール・ロゼ ２枚(１枚) 

山梨県 

ＭＸ富士吉田   ２枚(１枚) 

ＭＸ石和     ２枚 

ＭＸ甲府昭和   ４枚 

ＭＸ昭和インター ２枚 

長野県 
ＭＸ長野若槻 ５枚 

ＭＸ川中島  ４枚(１枚) 

ＭＸ松本並柳 ３枚(１枚) 

ＭＸ松本村井 ６枚 

ＭＸ諏訪   ３枚(１枚) 

ＭＸ飯田   ２枚 

兵庫県 

マルフル藤原台エコール・リラ １枚 

マルフル尼崎つかしん     １枚 

○販売期間 

 平成１２年８月から１２月までの間 

○販売先（現在は閉店） 

 株式会社マルフル 

○店舗名 

 「マルフル」又は「Ｍ／Ｘ（エムエックス）」  

 

トレーナーが販売されていた地区（１４都道府県４１店舗） 

東京都 

マルフル荻窪     ３枚 

ＭＸ聖蹟桜ヶ丘オーパ ３枚  

ＭＸ京王八王子ＳＣ  ２枚(１枚) 

マルフル青戸     ２枚 

○色 

 袖が薄い紫色。身ごろが薄い灰色 

○サイズ 

 Ｌサイズ（販売はＬサイズとＭサイズのみ） 

○販売枚数 

 １３０枚（うち購入者判明１２枚） 

○販売価格 

 １，４８０円～１，９００円 

○その他 

 同店舗では帽子、手袋も販売されています。 

   ～トレーナー販売地区 

（ ）内の枚数は購入者判明分 

記載されているのは当時の販売店舗名 

～例えばこのような人～ 
 

○ トレーナーを着ていた、あるいは 

 着ていた人を知っている。 

○ トレーナーを持っていた、あるい 

 は持っていた人を知っている。 

○ 事件前後に、トレーナーが販売さ 

 れていた地区から、事件現場近辺の 

 学校、仕事場に通っていた人。 

  あるいは、事件現場近辺から、ト 

 レーナー販売地区の学校、仕事場に 

 通っていた人。 

 ※ 例えば、多摩市から世田谷区へ 

    逆に、世田谷区から多摩市へ 

○ トレーナー販売地区に住んでい 

 て、事件現場近辺に、実家、親戚、 

 知人等がいる人。 

  逆に、事件現場近辺に住んでい 

 て、トレーナー販売地区に、実家、 

 親戚、知人等がいる人。 

東京都内 

世田谷区(事件現場) 
八王子市 

葛飾区 杉並区 

多摩市 

 

事件当時（２０００年）はどんな年だったか思い出してみてください。 

＜国内の主な事件＞ 
● 新潟で９年間監禁の女性保護(１月２８日) 

● 北海道の有珠山が噴火(３月３１日) 

● 小渕首相が病に倒れ森連立内閣発足(４月５日) 

● 三宅島噴火(６月２７日)で全島民避難(９月４日) 

● 食品メーカー製品で集団食中毒発生(６月２８日) 

● 沖縄サミット開催、２，０００円札発行(７月１９日) 

● 白川博士にノーベル化学賞(１０月１０日) 

● ＯＮ対決となった日本シリーズで長嶋巨人日本一(１０月２８日) 

● シドニー五輪で女性選手大活躍(９月～１０月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●１７歳等少年の凶悪な犯罪

＜流行語＞ 
「おっはー」「ＩＴ革命」「最高で金 最低でも金」「Ｑちゃん」「１７歳」 

「パラパラ」「めっちゃ悔し～い」「ワタシ（私）的には・・・」等 

＜流行曲＞ 
レコード大賞曲 「ＴＳＵＮＡＭＩ」～サザンオールスターズ 

最優秀新人賞  「箱根八里の半次郎」～氷川きよし 

売り上げ枚数  １位 「ＴＳＵＮＡＭＩ」～サザンオールスターズ 

        ２位 「桜坂」～福山雅治 

        ３位 「Wait&See～リスク～」～宇多田ヒカル  

＜話題の映画＞ 
邦画 １位 ポケットモンスター/結晶塔の帝王 エンテイ 

      ポケットモンスター/ピチューとピカチュウ 

   ２位 ホワイトアウト 

洋画 １位 Ｍ：Ｉ－２（ミッションインポッシブル２） 

   ２位 グリーンマイル 

平成１３年１月上映話題の映画 

   邦画 バトル・ロワイヤル 

   洋画 ダイナソー 

＜ベストセラー＞ 
１位 「だから、あなたも生きぬいて」～大平光代 

２位 「話を聞かない男、地図が読めない女」～アラン・ピーズ 

３位 「ハリーポッターと賢者の石」「ハリーポッターと秘密の部屋」 

    ～Ｊ．Ｋローリング 

マラソン 金 

髙橋 尚子 
パラリンピック選手団 柔道 金 

田村(現姓 谷)亮子 
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○ 被害者家族を知っていて 

 ・被害者方内に入ったことがある 

 ・子供を含めた家族ぐるみの付き合いがあった 

 ・トラブルなどの話を聞いたことがある 
  

○ 事件前後に、祖師谷公園周辺で 

 ・知人を見かけた 

 ・不審者を見た 

 ・通行（歩行・車）した 

 ・散歩した 
 

○ 犯人が現場に残していった衣類等を 

 ・持っている 

  （持っていた） 

 ・持っている人を知っている 

  （持っていた人を知っている） 
 

○ 事件前後に、事件現場である祖師谷公園内に 

 ・仕事で行ったことがある 

 ・遊びに行ったことがある 
 

○ 知人が事件について 

 ・話しているのを聞いたことがある 
 

○ 事件前後に事件現場付近に住んでいて 

 ・事件前後、突然転居した人を知っている 

 ・事件前後、帰京あるいは上京してきた人を知っている 
 

○ 犯行時間帯前後に祖師谷公園内で 

 ・友達と遊んでいた 

 ・スケボーをしていた 

 ・野球（キャッチボール）をしていた 

平成１２年１２月３０日午後９時から３１日午前１１時までの「テレビ欄」です。 

～思い当たる出来事はありませんでしたか？～ 参考：読売新聞 

捜査本部では以下の情報を求めています。～どんな些細なことでも結構です～ 

月 

日 

１２ 

月 

３１ 

日 

○ 事件現場付近に住んでいる人で 

 ・変わった人（大声を出す、怒鳴り散らすなど）を知っている 

 ・昼間見かけず、夜行動している人を知っている 

 ・夜間帯、色々な人が出入りする家、アパートを知っている 
 

など、お心当たりのある方は特別捜査本部、または、お近 

くの交番まで情報提供をお願いします。     

このお地蔵様は 

  平成１３年４月９日（事件の百箇日

目）、事件現場の西側を流れる仙川の対

岸で発見されたものです。 

現在まで 

 ・善意で置かれたのか 

 ・犯人または、その関係者が置いたのか 

分かっていません。 

 この地蔵に関する製造、輸入、販売情報

を求めています。 

 

材質 

 白御影石 

全体の大きさ 

 高さ～約５９㎝ 

 重さ～約１９．５㎏ 

地蔵 

 高さ～約５０㎝ 

 重さ～約１２．５㎏    

台座 

 高さ～約１１㎝ 

 直径～約２２㎝ 

 重さ～約７㎏ 

１２ 

３０ 




