
事業者用

万引き防止マニュアル

～ 万引きされにくい店舗にするために ～

大 阪 府 警 察



１ 万引きされにくい雰囲気づくり

～ 声掛けの具体例 ～

○ 店内を徘徊している

「何かお探しでしょうか。何かございましたら、遠慮なくおっしゃってください。」

○ 多数の衣類を試着室に持ち込む

「恐れ入りますが、試着室への商品の持ち込みは○点までとさせていただいて

おりますので、ご協力をお願いいたします。」

○ トイレに未精算の商品を持ち込む

「ご清算前の商品をトイレに持ち込まないよう、ご協力をお願いいたします。」

○ 店内専用買物カゴを使用していない

「お手数ですが、当店では店内専用カゴをご利用ください。」

(1) 従業員の連携

従業員同士が、店舗内において万引きを許さない

という意識を十分に持つとともに、防犯環境の強化

方策について、売場、フロアごとに協議するように

努めましょう。

日頃から、従業員（派遣社員・アルバイトを含む。）

全員が良好なコミュニケーションを図って連携し、売場

が手薄になったり、商品管理や接客に目が届かない場合

には、状況に応じて他の売場から応援をもらったり、

売場を離れる際は、他の従業員に一声掛けるなど、

きめ細やかな配意に努めましょう。

(2) あいさつ・声掛けの徹底

来店客には、「いらっしゃいませ。」などと、相手の

顔を見て積極的にあいさつをしましょう。

また、多数の衣料品を試着室に持ち込む等、挙動不審

な来店客には躊躇することなく積極的に声を掛け、店

の方針に従った対応措置をお願いしましょう。

積極的な声掛けは、万引きをしようとしている者に

「見られている」という意識を植え付け、抑止効果を

生みます。

連携強化



(3) 商品の点検、整理

商品が乱雑な状態は「万引きがしやすい。」といった

心理状態を招き、万引きを誘発する要因となることから、

常に整理整頓に心掛けましょう。

衣料品、セール品等は、来店客の品定め等により乱雑

になりがちであることから、従業員を重点的に配置する

などして商品の点検、整理整頓に努めましょう。

(4) 従業員の適正配置

死角になりやすい場所や万引き被害の多い商品コーナー等には、あらかじめ従業員

を重点的に配置するなど、視認性、陳列商品、価格、時間帯等を勘案して従業員を

配置しましょう。

(5) 警備業者等による巡回強化

万引きをさせない環境づくりを念頭において、制服警備員による見せる

警戒を強化するとともに、従業員も常に防犯腕章を着装するなどし、

店舗内外の巡回に努めましょう。

(6) 従業員に対する指導の徹底

従業員に万引きを未然に防止するための対策について指導・教養を徹底すると

ともに、個々の役割分担等を明確にし、店舗が一体となって万引き被害を根絶する

機運を醸成しましょう。

また、万引きは犯罪であることの周知徹底を図るとともに、万引きを認知した場合

における警察への届出を徹底しましょう。

参考：【窃盗】刑法第235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円

以下の罰金に処する。



２ 万引きされにくい売場づくり

(1) 視認性の確保

・ レジコーナー等商品精算場所は、店舗内全体が

見渡せる位置に設置しましょう。

・ 陳列棚やショーケースの高さは、レジ等の位置から

見て全売場が見えるよう、できる限り低くしましょう。

・ 死角を生じさせる仕切板の設置や商品展示方法は

避けましょう。

・ 通路の幅はできるだけ広く取りましょう。

(2) 監視強化エリアの設定

・ 高額商品、人気商品、売れ筋商品、万引き被害が多い商品等は、レジコーナー

等から十分視認性が確保できる場所に陳列し、「監視強化エリア」を設定して

従業員に徹底しましょう。

・ 試着室は、できる限りレジ、精算コーナー近くに設置して防犯領域性を高める

とともに、試着等の際は必ず従業員が立ち会い、不用意に大量の商品を持ち込まれ

ないよう配意しましょう。

・ トイレ出入口周辺に、従業員が常駐する施設を設置するなど、トイレが犯行

手段として悪用されないよう、トイレの防犯領域性を強化しましょう。

(3) 啓発用ポスター等の掲示

・ 店舗内外の目に付きやすい場所に啓発用のポスターやチラシ等を掲示し、店舗

側の万引き防止に対する姿勢をアピールしましょう。

・ ポスター等には、万引きを防止するために定めた店の方針を明示しましょう。

・ 剥がれたり汚損したポスター等を放置すると、その店舗が防犯に関心が薄いと

判断され逆効果となるおそれがあるので、掲示状態を常に確認しましょう。

万引きは
犯罪です！

防犯カメラ作動中
警備員巡回中



～ 店内表示の具体例 ～
例 文 ねらい

いらっしゃいませ運動実施中 サービス向上の一環として声掛けをして

いることを強調し、万引き防止のための

声掛けをしやすい環境を整える。

防犯カメラ作動中 監視性が高い店舗であることをアピール

する。

当店ではお客様に安心してお買い物 各種トラブル未然防止のため、制服警備員

売 を楽しんでいただくため制服警備員 を巡回させていることをアピールする。

が巡回中です。

場 お買い物は店内専用カゴ・専用 買物専用カゴ・カートを導入していること

カートをご利用ください。 をアピールし、所持バッグ等への商品の

等 取り込みを防止する。

当店では、商品を店内専用買物 未然防止対策を強力に実施している店で

カゴ以外にお入れになった場合に あることをアピールし、異常行動発見の際

は、声をお掛けする場合がござい の声掛けをスムーズにできる環境を整える。

ます。ご了承ください。

タグ（ラベル）をつけたまま商品 万引き防止機器等を導入している場合の

を店外に持ち出しますと警報音が 防犯効果を高める。

鳴ります。

タグを無理に外しますとインクが インクタグシステムを導入している場合の

飛び散ります。 防犯効果を高める。

タグを切断しますと警報音が鳴り ケーブル式タグを導入している場合の防犯

ます。 効果を高める。

恐れ入りますが商品の持ち込みは 試着室への商品の大量持ち込みを防止し、

試 ２点までとさせていただきます。 従業員による商品の確認が容易になるよう

着 にする。

室 ご試着希望のお客様は従業員に 試着への従業員の立ち会いを徹底し、犯意

声を掛けてください。 を喪失させる。

ご精算前の商品お持ち込みはお断り 未精算品の持込みを防止し、トイレを悪用

ト 申し上げます。 した万引きを防止する。

イ ご精算前の商品をお持ち込みの 未精算品の持ち込みを把握した際の声掛け

レ 場合にはお声をお掛けする場合が によるトラブルを防止する。

ございます。ご了承願います。



～ 店内放送の具体例 ～

例 文

お客様にお知らせいたします。当店では、お客様に楽しく、安心してお買い物を

していただくため、店員がお客様お一人お一人に声をお掛けしております。

ご用の際は、お気軽にお申し付けください。

お客様にお知らせいたします。当店では、お客様に安心してお買い物を楽しんで

いただけますよう、警備員が店内巡回を行っています。

何かございましたらお気軽にお声を掛けてください。

お客様にご案内申し上げます。当店の衣料品売場でご試着をご希望のお客様は、

お近くの店員にお声を掛けてください。

お客様にご案内申し上げます。当店では、店内専用カゴをご利用くださいますよう

お願い申し上げます。

当店では防犯システムを導入しております。防犯タグを付けたまま商品を店外に

持ち出されますと、警報音が鳴るシステムでございます。警報音が鳴りましたらお声

を掛けさせていただきますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

(6) 防犯ミラーの設置

死角となる場所や、十分な視認性が確保できない場所には、防犯ミラーを設置

しましょう。

(7) 鍵付きショーケースの設置

高額商品等は鍵付きショーケース内に陳列し、容易に手に取れないようにしましょう。

(4) 店内専用買物カゴの導入

精算前の商品を自分で持ち込んだバッグに入れることを防ぐため、

店内専用の買物カゴを設置し、精算前の商品については専用カゴ

を利用するシステムとしましょう。

(5) 店内放送

店内放送は、来店客へのサービスの一環として、また、万引き

を防止するための注意喚起として、警戒員が巡回している旨を

定期的に呼び掛ける等しましょう。



３ 防犯機器の活用

(1) 防犯カメラの設置

○ 設置場所

売場、店舗出入口、エントランスホールのほか、駐車場等店舗周辺にも防犯

カメラを設置し、来店客に防犯カメラが作動していることが一目で分かるように

「防犯カメラ作動中」等のプレート等を掲出しましょう。

また、陳列棚の影の部分等死角をカバーできる台数を設置しましょう。

○ 設置要領

防犯カメラは真上からの撮影ではなく、撮影対象の顔等がはっきり認識できる

角度に設置しましょう。

また、設置場所によっては小型の簡易カメラ等もあることから、用途や設置場所

に応じたカメラを設置しましょう。

○ 画像の保存

映像の記録機能は、画像解像度が高く、メンテナンスが容易なデジタル方式を

導入し、録画画像は一定期間保存しておきましょう。

○ 保守点検

防犯カメラの定期的な保守点検に努め、死角の改善や防犯カメラの増設等に配慮

しましょう。

○ モニタリングシステムの活用

防犯カメラの映像は、警備員室において録画 しながら監視するシステムを整

備するほか、レジや精算コーナーにテレビモニターを設置し、従業員も監視でき

るよう工夫するとともに、監視性の高さをアピールしましょう。

○ 防犯カメラの運用・管理について

防犯カメラの運用・管理に関しては、基準を定め運用することが必要であり、

特に、記録画像の取扱いに関しては、管理を徹底するとともにプライバシーに

十分配慮することが重要です。



(2) 万引き防止機器の導入

○ EASの運用

感知ラベルやタグを装着した商品をレジで精算せずに通過した時にアラームを

鳴らして商品の不正持出しを防止する商品管理システム（EAS:Electronic Artic

le Surveillance）を運用しましょう。

運用に当たっては、

・ 決められた商品には必ずタグを貼る

・ EASが反応した際には、「反応したEASを確認する」「声掛けを行う」など必ず

アクションを起こす

・ EASが正常に作動しているか定期的に点検する

・ タグの消し忘れ（外し忘れ）がないよう、消去作業を徹底する

・ 従業員全員にEASの運用について教養を行う

等を徹底しましょう。

○ 商品管理タグについて

高額商品、人気商品、売れ筋商品、万引き被害が多い商品等には、商品管理

タグを取り付けましょう。

管理タグには様々な種類があるので、対象となる商品の価格や形状を考慮して、

最適なタグを選択しましょう。

タグの種類 特 徴

ラベル式(テープ式)タグ 主にシールタイプで、様々な商品に貼付できる。

他の種類に比べ、１枚あたりのコストが比較的安い。

ハードタグ プラスチック製のタグで、耐久性が強く、繰り返し

使用できる。

ソフトタグ パウチやソフトラミネート加工をしたタグ。ブラン

ドロゴなどを入れ、オリジナルタグを作成すること

もでき、商品に違和感を持たせずタグが取り付けら

れる。

自鳴式タグ 無理に外したり、センサーを通るとタグ自身が発報

するので、不正行為の行われた商品の特定が容易に

できる。

保護ケース 中にメディアソフトを入れ商品を保護する。保護ケ

ースにラベルを貼付すると、不正持ち出しの際アラ

ームが作動するので、より確実に防ぐことができる。

ワイヤータグ プラスチック製タグループと同様にネームタグ・プ

ライスタグ等のつり下げに使用する。万引防止タグ

とは感じさせないのが最大の特徴。商品のイメージ

を損なわずタグが取り付けられる。専用の装着機で

装着が可能。



～ タグ付けの対象となる商品と適合するタグ ～

（出典 日本万引防止システム協会発行「万引防止システム機器ハンドブック第３版」）

○ その他の機器について

EASとは連動しないが、商品を万引きから守るための機器として、ケーブル式タグ

や、タグを無理に外そうとすると商品に傷や汚れが付き、商品価値を損なわすインク

タグ、ロック式タグ等があります。

タグの種類 特徴

ケーブル式タグ ケーブルで什器に固定されており、取り外そうとす

ると発報する。デジタルカメラやブランドバッグの

ディスプレイ展示商品に最適。

インクタグ 無理に外そうとすると中のインクが飛び散る仕組

み。運営上、センサーの導入が難しい店舗に適して

いる。

ロック式タグ 無理に外そうとすると商品を傷つけたり、壊したり

し、商品としての価値を無くす。運営上、センサー

の導入が難しい店舗に適している。

（出典 日本EAS機器協議会発行「万引き防止機器ハンドブック」）



４ 万引きの前兆行動の着眼点とその対策

(1) 着眼点 ～ 注意すべき対象例

○ 集団で売場内を必要以上に徘徊し、執拗に店員の気を引くよう話し掛けたり

トラブルを起こす。

○ 買物をしている様子もなく、単独で長時間

必要以上に売場を徘徊している。

○ 専用買物カゴ等を持たず、大型のバッグ等

を所持し、大き目の衣類を身につけている。

○ バッグのファスナーを開けたまま売場を

徘徊している。

○ 店員や周囲の様子を必要以上に気にしながら

店内を徘徊している。

○ 何回か来店しているのに商品を買わず出入り

を繰り返す。

(2) 対策

○ 万引きの前兆行動と認められる不審な行動をしている者を発見した際は、サー

ビスの一環として、丁寧な言葉遣いで声を掛けるほか、不審な行動をする者の

近くで商品整理などの作業をする。

○ 店内専用買物カゴ以外に商品を入れた者を発見した際は、店内表示を示しなが

ら、「当店では、店内専用買物カゴ以外には商品をお入れにならないようお願い

申し上げております。」と声掛けするなど、未然防止対策を講じる。

○ トラブル防止のため、制服警備員との連携にも配意する。



このマニュアルは、万引きされにくい店舗づくりのために、配意していただきたい事項

を取りまとめたものです。

各店舗の皆様は、このマニュアルを参考に、皆様の店舗に応じて必要な事項を追加する

などして、独自の対応マニュアルを作成していただきますようお願いします。

万引きされにくい環境を整えるためには、万引き防止機器の導入など、多額の費用が必

要な対策もあり、直ちに導入することが困難なものもありますが、従業員による声掛けな

ど非常に有効、かつ、直ちに実践可能な対策もあります。

規範意識の低下を著しく助長し、より悪質重大な犯罪に手を染めることにもつながり

かねない万引きを「しない・させない」環境をつくり、府民が安全で安心して生活ができる

犯罪の起きにくい社会の実現に向け、ご理解とご協力をお願いします。

平成29年９月

府民安全対策課

 おわりに

万引きを「しない」「させない」「見逃さない」


