Ｆａｃｅｂｏｏｋ詐欺に注意！
Hello Oka.
I am Mr. 〇〇 ××, a Bank Officer here in U.A.E. I believe it is the wish of God for
me to come across you now. I have been in search of someone with this last name
Oka, so when I saw you online, I was pushed to contact you and see how best we can
assist each other. I am having an important business discussion I wish to share with
you which I believe will interest you, because it is in the connection with your last
name and you are going to benefit from.
One Late Peter Oka, a citizen of your country had a fixed deposit with my bank in
2005 for 108 calendar months, valued at US$40,000,000.00 (Forty Million United
State Dollars) the due date for this deposit contract was last 22nd of January 2016.
〇× Peter was among the death victims in the May 27 2006 Earthquake disaster in
Java, Indonesia that killed over 5,000 people. He was in Indonesia on a business trip
and that was how he met his end. My bank management is yet to know about his
death, I knew about it because he was my friend and I am his account officer. Peter
did not mention any Next of Kin/ Heir when the account was opened, and he was not
married and no children. Last week my Bank Management requested that Peter
should give instructions on what to do about his funds, if to renew the contract. I
know this will happen and that is why I have been looking for a means to handle the
situation, because if my Bank Directors happens to know that Peter is dead and do
not have any Heir, they will take the funds for their personal use, so I don't want
such to happen. That was why when I saw your last name I was happy and I am now
seeking your co-operation to present you as Next of Kin/ Heir to the account, since
you have the same last name with him and my bank head quarter will release the
account to you.
There is no risk involved; the transaction will be executed under a legitimate
arrangement that will protect you from any breach of law. It is better that we claim
the money, than allowing the Bank Directors to take it, they are rich already. I am
not a greedy person, so I am suggesting we share the funds equal, 50/50% to both
parties, my share will assist me to start my own company which has been my dream.
Let me know your mind on this and please do treat this information as TOP SECRET.
We shall go over the details once I receive your urgent response strictly through my

personal Email
address:
〇〇1＊3＊9@gmail.com

Anticipating your communication.
Regards,
〇〇 ××
英語の分かる方であれば、上記を読んでいただければ、これが今はやりの詐欺であること
をお分かりいただけると思います。中東のＵＡＥ（アラブ首長国連邦）のバンカーが、「岡」
を探していたと。何と、日本国籍の“ピーター岡”なる人物が、２００４年のスマトラ沖地震
で亡くなっており、その友人で財産管理を任されていた〇〇××氏がその秘密を握っている。
ピーターには預金４０００万米ドルの個人資産があるが相続人はいない。そのことを銀行
の上層部はまだ知らないため、この４０００万米ドル（４５億円）を二人で折半しようと
のことです。何とノーリスクだそうです。アホです。
私は２２億５千万円と引き換えに、生涯詐欺の片棒を担いだことに怯えながら、後悔の
人生を送ることになってしまいます。下手をすると詐欺の片棒を担いで外国の刑務所で余生
を過ごすことになります。常日頃１００歳まで生きて、９０歳まで現役を標榜している私と
しては、現在５４歳、残り４６年間も苦しむことを選択するはずがありません。（ほんの一
瞬ですが２２億円あれば何が出来るかな・・・と考えましたが．．．。）
最近海外とのビジネスの機会も増加し、外国人の方からＦａｃｅｂｏｏｋの友達リク
エストが時々あります。
面白いのは、アメリカは親しみを込めたアプローチで、まずプライベートを探りながら儲け話
に展開してくるパターンが多く、イスラム世界の人はストレートに儲け話の話を仕掛けてきます。
世の中便利になると「下手な鉄砲数打ちゃ当たる」を地でいく詐欺師たちが、楽して儲けよう
とばかりに、日本の善良な国民を騙そうと近寄ってきます。ヨーロッパからこの手のアプローチは
今のところありません。因みにアメリカでは３年前に当地ブランドの FOSSIL（ﾌｫｯｼﾙ）で会
社のアドレスを登録したところ、３日に一度は商品販売のメールが届きます。
恐らくそこから情報が洩れていると推測できますが、いつもそのタイミングでアメリカのエロサイ
トから日に１０～２０件以上の風俗情報が届けられます（下記ご参照）。迷惑千万で
す。
私はこのアメリカ人の節操の無さも辟易しておりますが、イスラム世界の人の直球勝負も
勘弁してほしいと考えております。

ネットやＳＮＳは本当に罠が沢山仕掛けられています。無防備だとやられてしまいます。
下記もその一つです。私のＩｐａｄには毎朝２０件近くの外国からのメールが届きます。
朝起きて直ぐに消去するのが日課となってしまいました。世の中には時間泥棒が溢れるほど
存在しますが、彼らから身を守りつつ、自己の成長を図ることは、大変ですが楽しい事でもあ
ります。

iOS アプリでのフィッシング詐欺、アラート偽造で簡単に？開発者が警告
この問題は、iOS と Android 向けの開発ツール「fastlane.tools」を手掛けるフィリ
ックス・クラウス氏が発見した。同氏のブログによると、Apple ID のパスワード入力を促
すポップアップ画面は、iOS の更新版をインストールする際などで求められるが、ロック画
面やホーム画面だけでなく、例えば iCloud にアクセスしたりアプリ内購入を行う場合など
に、アプリ内でも表示されることがある。
だが、この仕組みはアプリによって簡単に悪用できるとクラウス氏は解説する。
UIAlertController を使ってシステムダイアログそっくりに見せかけたアラート画面を表
示させれば、テクノロジーに詳しいユーザーでさえも、それがフィッシング詐欺だと見抜くの
は難しいという。

しかも、システムダイアログに見せかけた詐欺ダイアログを表示することは極めて簡単で、
どんな iOS エンジニアでも、手早くフィッシングコードを作成できてしまうとクラウス氏は指
摘する。詐欺ポップアップでユーザーの電子メールアドレスを表示せずに、パスワードの入
力を促すことも可能だとしている。ユーザーがフィッシング詐欺を見分ける方法としては、ホ
ームボタンを押してアプリと一緒にダイアログが消えれば、それはフィッシング詐欺であり、
ダイアログとアプリがまだ表示されていれば、システムダイアログと判断できるという。

モバイルアプリ内のフィッシング詐欺については、まだあまり研究が進んでいないものの、
今後はもっと現実的な問題になるだろうとクラウス氏は予想している。

↓IT メディア 「パスワード詐欺に悪用の恐れ」
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1710/11/news066.html

未来型の犯罪は、なりすましや乗っ取りが主流になると思います。
しかも犯罪者たちは、全く罪悪感を感じていません。そのような輩から自己の財産を守り、
家庭を守り、会社を守り、国家を守らなければなりません。お悩みの方は是非お声かけくださ
い。
ブレインをサプライします。

