
発見された日

発見された場所

亡くなった日(推定)

性別 男性 推定年齢 30～40歳代位

推定身長 168～174㎝位 体格

ＤＮＡ型 判明 頭髪

その他

上衣

下衣

その他

所持品

管轄警察署 資料番号 27－1

身元不明死者の詳細情報　１

身体特徴

着衣

愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生の山中

平成17年頃～24年頃

ワイシャツ（白色、半袖）

綿パン（紺色、股下68ｃｍ、ブルックスブラザーズ製）
ステテコ
パンツ

革靴（ゴルフ製、サイズ「27.0ｃｍEEEE」）

久万高原

平成27年１月９日

現金１万5,621円
ビニール傘

　　　            革靴　　                        ビニール傘　　

 半袖白色ワイシャツ                   紺色綿パン



発見された日

発見された場所

亡くなった日(推定)

性別 男性 推定年齢 50歳以上

推定身長 165～180㎝位 体格 やや肥満

ＤＮＡ型 判明 頭髪
白髪混じり
頭頂部薄め

その他

上衣

下衣

その他

所持品

管轄警察署 資料番号 27－１

ジャンパー（茶色）、長袖ポロシャツ（灰色）
タンクトップ（白色）

長ズボン（黒色）、股引（白色）
トランクス（ストライプ柄）、靴下（黒色）

 キャップ帽 　　　　長財布　　　　　　　小銭入れ　　　 ショルダーバッグ

 ポロシャツ　　　　　ポロシャツ 　　 手提げバッグ　  封筒（佐賀銀行）タオル（かんぽの宿）

着衣

   ジャンパー　　    ポロシャツ        革靴　　　　　腕時計

身元不明死者の詳細情報　２

平成27年４月１日　　　　

愛媛県宇和島市高串のＪＲ線路上

平成27年４月１日

身体特徴

ベルト(黒色)　革靴（黒色、サイズ「26.0㎝」）
長財布（茶色、現金17万9,000円在中）
小銭入れ（黒色、現金1,816円在中）
腕時計（シルバー、アナログ式、「BALENCIAGA」と記載）
キャップ帽（灰色）、長袖肌着（白色）、ステテコ（白色）、ハンカチ（青色）
ショルダーバック（黒色）
　【在中品】　封筒（佐賀銀行のもの、現金35万円在中）、眼鏡ケース（眼鏡入り）
　　　　　　　薬袋３袋（ノルバスク５㎎、ディオバン、ユーロジン、セパゾン、フルニトラゼパム、セノシド12）
手提げバッグ（黒色、アディダス製）
　【在中品】　薬（ビオフェルミン、ユリナール）
　　　　　　　ナイロン袋（封筒「佐賀銀行のもの　現金100万円在中」、封筒「佐賀銀行のもの　現金50万円在中」)
　　　　　　　長袖ポロシャツ（白、黒、灰色）、長袖ポロシャツ（灰色）、タオル（かんぽの宿）、折りたたみ傘

宇和島



発見された日

発見された場所

亡くなった日(推定)

性別 男性 推定年齢 35～50歳位

推定身長 175㎝位 体格

ＤＮＡ型 判明 頭髪

その他

上衣

下衣

その他

所持品

管轄警察署 資料番号  27-１

         ジャンパー　　　　　　　　           ベルト            スニーカー   ネックウォーマー

手提げ袋（白色、ナイロン製）
　【在中品】　ベルト（黒色、「YVES SAINT LAURENT」のロゴ）、ハサミ
　　　　　　　スカーフ（青色、花柄）
ジャンパー（青色、「Professional」のロゴ、サイズ「ＬＬ」）
手袋（灰色）

着衣

ジャージ上（紺と白色、チャンピオン製）
ウインドブレーカー（紺色、「ALLTES」のロゴ）
長袖ポロシャツ（紫色、「VALENTINO GABBANA」のロゴ）
長袖シャツ（黒色、タートルネック、ユニクロ製）
半袖肌着（白色、「Sun Crown」のロゴ）

ジャージ下（紺色、白色ライン入、チャンピオン製）
タイツ（黒色、「HENRY」のロゴ、サイズ「Ｍ」）
トランクス（サイズ「Ｌ」）

        長袖シャツ　　　　　       半袖肌                   タイツ　                靴下

松山南

　   ジャージ上　           ジャージ下　　　　ウインドブレーカー      ポロシャツ

平成27年５月２日

愛媛県東温市山之内の竹林

平成27年３月下旬～同年４月下旬頃

身体特徴

身元不明死者の詳細情報　３

スニーカー（黒色、ブリヂストン製）
靴下（黒色、ワニのマーク付）



発見された日

発見された場所

亡くなった日(推定)

性別 男性 推定年齢 40～50歳位

推定身長 体格

ＤＮＡ型 判明 頭髪

その他

上衣

下衣

その他

所持品

管轄警察署 資料番号 27－１

ありません

身体特徴

写真はありません

松山西

着衣

ありません

ありません

ありません

身元不明死者の詳細情報　４　　

平成27年６月16日

愛媛県松山市浅海原の海岸

平成22年頃～25年頃



発見された日

発見された場所

亡くなった日(推定)

性別 女性 推定年齢 55～70歳位

身長 161.5㎝ 体格 肥満

ＤＮＡ型 判明 頭髪 短髪

その他

上衣

下衣

その他

所持品

管轄警察署 資料番号 27－２

平成27年７月29日

愛媛県松山市高浜町の高浜漁港先海上

平成27年７月28日頃

身体特徴

腹部に手術痕、血液型Ｂ型

着衣

半袖Ｔシャツ（灰色、「Tlay Bomber」、サイズ「３L」）
タンクトップ（黒色、「Bashecinq」、サイズ「３L」）
ブラジャー（紫色、「Triumph」、サイズ「D85」）

七分丈ジーンズ（青色、サイズ「LL」、ウエスト「88cm」）
ショーツ（灰色小花柄）

デッキシューズ（紺と白色の縞模様、「VANS」、サイズ「23.0cm」）

フットカバー（灰色）

松山西

身元不明死者の詳細情報　５

手提げバッグ（茶色、持ち手はこげ茶色、革製、40×30cm大)
　【在中品】・骨壷(白色、円筒形、戒名等の記載なし、高さ10cm位
                 　金色巾着に在中)
　　　　　　・財布(茶色、二つ折り、革製、「Dakota」
　　　　　　    　「大窪寺」等と記載の小判型のキーホルダー付き
                 　現金6,264円在中)
　　　　　　・紺色扇子・ボールペン・懐中電灯・ヘアブラシ・軟膏
　　　　　　・紺と白のボーダーの保冷用バッグ
スカーフ（黒地に鎖模様、「CELINEPARIS」）

　　半袖Ｔシャツ　　 タンクトップ　七分丈ジーンズ   デッキシューズ

　　　骨壺　　　　　　スカーフ　　　　手提げバッグ　　　　　財布



発見された日

発見された場所

亡くなった日(推定)

性別 男性 推定年齢 60～70歳代位

身長 172㎝ 体格 痩せ

ＤＮＡ型 判明 頭髪
頭頂部薄め
白髪混じり

その他

上衣

下衣

その他

所持品

管轄警察署 資料番号 27－３松山西

　　　二つ折り財布　　　　　小銭入れ　　　カバン　　　　扇子

　長袖ポロシャツ　　　　　ジャージズボン　　　　靴下　　　運動靴　　　腕時計

着衣

長袖ポロシャツ（灰色ボーダー、「CARBIA SPORTS」、サイズ「L」）

半袖肌着（白色、「GUNZE」、サイズ「L」）

ジャージズボン（チャコール色、サイズ「L」、ウエスト84～94cm）

股引（白色、サイズ「L」）
トランクス（青色、「Rosso Bianco」、サイズ「L」、ウエスト84～92cm）

運動靴（白色、マジックテープタイプ、サイズ26.5cm
        靴底・マジックテープ部裏に「森田」と記載）
靴下（水色チェック柄）

平成27年７月30日

愛媛県松山市三津埠頭沖合の海中

平成27年７月29日頃

身体特徴

腹部に手術痕、入歯（上歯用）、血液型Ｂ型

二つ折り財布（茶色、「NOW」）
小銭入れ（青色）
腕時計（シルバー、アナログ式、「ALBA」、1N0858）
ハンドタオル（緑と白のチェック柄）
ロープ（白色、荷造り用）
カバン（黒色、ビニール製、Ａ３サイズ、肩紐あり、「ACEGENE」）
【在中品】
　股引（白色、GUNZE、サイズ「L」、裾を切除し短パンようにしている）
　トランクス（青色チェック柄、サイズ「L」、ウエスト「84～94cm」）
　くし（べっ甲柄、プラスチック製）
　扇子（富嶽三十六景の絵柄のもの）
　入歯安定剤（シオノギ製クッションコレクト）
　メモ帳

身元不明死者の詳細情報　６



発見された日

発見された場所

亡くなった日(推定)

性別 男性 推定年齢 50～70歳代位

身長 185㎝ 体格 中肉

ＤＮＡ型 判明 頭髪 短髪白髪混じり

その他

上衣

下衣

その他

所持品

管轄警察署 資料番号  27-１

愛媛県八幡浜市八幡浜観光センター先の海中

平成27年10月23日頃

身体特徴

血液型Ａ型

身元不明死者の詳細情報　７

平成27年10月23日

八幡浜

　   　　　　　　ウインドブレーカー       　　　　　　　　Ｔシャツ

        トランクス　　　　　　靴下　　　　　運動靴　　　腕時計　ボールペン

着衣

ウインドブレーカー上（黒色、アディダス製）
Ｔシャツ（黒色）

ウインドブレーカー下（黒色、アディダス製）
トランクス（紺色）

運動靴（黒色、アディダス製、サイズ「27㎝」）
靴下（黒色）

腕時計（黒色、デジタル式）
ボールペン（青色）



発見された日

発見された場所

亡くなった日(推定)

性別 男性 推定年齢 45～65歳位

身長 167.5㎝ 体格 やや肥満

ＤＮＡ型 判明 頭髪 短髪

その他

上衣

下衣

その他

所持品

管轄警察署 資料番号 27－４

身元不明死者の詳細情報　８

平成27年11月30日　　　　

愛媛県伊予市双海町上灘漁港沖合の海上

平成27年11月20日頃〜同月27日頃

　　　　　靴下　　　　　　　財布　　　　　　　　　　　鍵

身体特徴

着衣

トレーナー（紺色、「Sajama　National」）

ジーパン（紺色）
ボクサーパンツ（黒色、サイズ「Ｌ」）

ベルト（黒色、ウエスト「91cm」）
靴下（青色）

財布（黒色）
鍵　２本
上陸券（防予フェリー、三津浜行き　11月23日付）

松山西

　　　トレーナー　　　　　　　ジーパン　　　　　　ボクサーパンツ



発見された日

発見された場所

亡くなった日(推定)

性別 男性 推定年齢 30～50歳位

推定身長 168～174㎝位 体格

ＤＮＡ型 判明 頭髪

その他

上衣

下衣

その他

所持品

管轄警察署 資料番号 28－１

トランクス

ありません

伯方

身元不明死者の詳細情報　９

平成27年12月24日　　　　

愛媛県今治市伯方町木浦の浜辺

平成24年〜26年頃

身体特徴

着衣

ありません

トランクス（紺色、黄色のライン入り）

ありません


