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本学に届いた標的型攻撃メールの事例 

 
================================================================== 
差出人：xxxxxx @r9.dion.ne.jp 
件名：駐車 支払の件 
添付ファイル：6.2016-7.2016.00053.zip 
本文：文字化け 
================================================================== 
差出人：xxxxxx @cocoa.plala.or.jp 
件名：「FAX・郵送のデータ」 
添付ファイル：20163006＿JL76EBTB000PDF.zip 
本文： 
FAX・郵送：G62HIV7CV1M730 
以上、よろしくお願いします。 
 
******************************** 
================================================================== 
差出人：xxxxxx @kuronekoyamato.co.jp 
件名：商品お届けのご案内 
添付ファイル：CJP2EO 5KEVVY8.zip 
本文： 
■お届け予定日時 
6 月 30 日  時間帯希望なし 
 
※お届け予定日時につきましては、ゴルフ・スキー・空港宅急便（施設宛）の場合、プレー日（搭

乗日）を表示しております。 
 
■品名：**************** 
■商品名：宅急便 
■ご依頼主： 
■伝票番号：1321－7080－8245 
 
ヤマト運輸株式会社

================================================================== 
差出人：xxxxxx @wmail.plala.or.jp 
件名：June 2016 
添付ファイル：operation list-June 2016(draft).zip 
本文： 
ご確認お願い致します。 
================================================================== 
差出人：xxxxxx @cello.ocn.ne.jp 
件名：保安検査 
添付ファイル：CERT_18977233790 XLS.zip 
本文： 
いつも大変お世話になっております。 
添付ファイルをご確認ください。 
================================================================== 
差出人：xxxxxx @ares.eonet.ne.jp 
件名：(銀行) お振込受付のお知らせ 
添付ファイル：20160628-007-1.zip 
本文：  
～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～ 

※本メールは、セキュリティ強化のため、電子署名をつけてお送りしています。 

～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～∞～ 

 



2016年 6月 16日にお振り込みを受け付けいたしましたので、ご連絡いたします 

（受付番号 20160616-001）。 

 

本メールは、お取引の受付確認のために送信しております。 

送信を中止することはできませんので、あらかじめご了承ください。 

 

なお、お取引につきましては【入出金明細照会】等でもご確認ください。 

 

──■□──────────────────────────────────□■── 

 

■お問い合わせ先<br> 

  ＜インターネットバンキングヘルプデスク＞ 

 

■本メールの送信アドレスは送信専用となっております。返信メールでのお問 

 い合わせは承りかねますので、あらかじめご了承願います。 

 

──────────────────────────────────── 

no:08970378102 

================================================================== 
差出人：xxxxxx @jcom.home.ne.jp 
件名：作業日報 
添付ファイル：ppt3_06_2016pdf.ppt.zip 
本文：文字化け 
================================================================== 
差出人：xxxxxx @ab.auone-net.jp 
件名：製造依頼 
添付ファイル：ME-50-001-627832.DOC.zip 
本文：文字化け 
================================================================== 
差出人：xxxxxx @hotmail.co.jp 
件名：ＦＡＸ願います 
添付ファイル：(任意の日付_任意の数字)PDF.zip 
本文：文字化け 
================================================================== 
差出人：xxxxxx @yahoo.co.jp 
件名：見積 FAX 依頼 
添付ファイル：(任意の日付_任意の数字)PDF.zip 
本文：文字化け 
================================================================== 
差出人：xxxxxx @ace.ocn.ne.jp 
件名：【要連絡】修繕依頼 
添付ファイル：doc.任意の数字_任意の文字列_xls.zip 
本文： 
おつかれさまです。 
ご対応をお願いいたします。

================================================================== 
差出人：noreply@mu.post.japanpost.jp 
件名：[日本郵便] 集荷依頼申込み完了のお知らせ 
添付ファイル：POST.任意の数字・・・PDF.zip 
本文： 
受付番号：S 任意の数字 
 
この度は日本郵便の Web 集荷サービスをご利用頂きありがとうございます。 
上記の受付番号は、お問い合わせ・内容修正・申込取消の際に必要となります。 
このメールを保存または印刷していただくよう、よろしくお願いします。 
お申込み内容は以下のとおりです。 
---------------------------------------------------------------- 



電話番号：任意の電話番号 内線： 
 
集荷希望時間帯：15:00‐17:00 
 
商品：ゆうパック 
個数：1 個 
送り状の用意：用意済み 
 
---------------------------------------------------------------- 
なお、このメールアドレスは送信専用となっております。 
本メールに返信されましても、ご質問等にお答えすることは出来かねますのでご了承ください。 
 
 
 
 
〒------------------------------------------〒 
日本郵便株式会社 
〒100-8798 東京都千代田区霞ヶ関一丁目３‐２ 
 
 ゆうびんホームページ 
 http://www.post.japanpost.jp/ 
〒------------------------------------------〒
================================================================== 
差出人：EMS-日本郵便 <moroto> 
件名：なし 
添付ファイル：追跡番号_gvdlmd.zip 
本文： 
こんにちは！添付ファイルになたの配信アドレスを確認してださい！EMS-日本郵便, 
================================================================== 
差出人：XXXXXXX 
件名：FW:Payment Details- [任意の数字] 
添付ファイル：payment_receipt _XXXXX_[任意の数字].zip 
本文： 
Dear XXXXXXX, 
 
If there in any reason why payment shuld not be made or if you are experiencing difficulties 
With making the payment please get in touch so that we can discuss the matter and stop 
The recovery process. 
 
Full details are attached to this mail. 
 
Regards, 
XXXXXXX 
Executive Director Marketing PPS 
================================================================== 
差出人：XXXXXXX 
件名：FW:Order Status #[任意の数字] 
添付ファイル：status_order_[任意の数字].zip 
本文： 
Dear XXXXXXX, 
 
We would like to thank you for your recent order. 
 
Order Status updated on：[任意の日付] 
Your Customer ID: [任意の数字] 
Your Order ID：[任意の数字] 
Invoice Number: [任意の数字] 
 



Delivery Note: 
We received your order and payment on [任意の日付] 
 
Your order details are attached. 
 
Best Regards, 
XXXXXXX 
Distributor Sales Manager XXXX 
================================================================== 
差出人：XXXXXXX 
件名：FW:Payment  #[任意の数字] 
添付ファイル：details_payment_[任意の数字].zip 
 
 
 
本文： 
Dear XXXXXXX, 
 
Please find attached an invoice that is now due for payment. 
 
Kind Regards. 
 
XXXXXXX 
Technical Sales Manager Power Generation 
================================================================== 
差出人：XXXXXXX 
件名：Scanned Invoice 
添付ファイル：SCAN_Invoice_xxxxxx.doc 
Dear XXXXXXX, 
 
Scanned Invoice in Microsoft Word format has been attached to this email. 
 
Thank you! 
 
XXXXXXX 
Sales Manager 
================================================================== 
差出人：XXXXXXXXXXX 
件名：なし 
添付ファイル：定員削減の命令書[任意の数字].zip 
本文： 
人事課に提出する書類 
添付資料を参照 
================================================================== 
差出人：XXXXXXX＿EMS 
件名：なし 
添付ファイル：EMS_[任意の数字].zip 
拝啓 
配達員が注文番号[任意の数字]の商品を配達するため電話で連絡を差し上げたのですが、つながり

ませんでした。 
従ってご注文の品はターミナルに返送されました。 
ご注文登録時に入力していただいた電話番号に誤りがあったことが分かりました。 
このメールに添付されている委託運送状を印刷して、最寄りの EMS 取り扱い郵便局までお問い

合わせください。 
敬具 

EMS ジャパンの宛先： 
〒 061-5549 
東京都港区芝浦 4-13-23 

・差出人が学内関係部局からのもの

か確認しましょう。 
・不安であれば、人事課等関係部局

に問い合わせてください。 

・EMS の配達状況の確認は、 
日本郵便のホームページで 
可能です。 



MS 芝浦ビル 13F 
================================================================== 
差出人：xxxxxx@softbank.ne.jp 
件名：Fwd 
添付ファイル：XXXXXXXX.PDF.zip 
本文： 
お世話になっております。 
================================================================== 
差出人：xxxx@docomo.ne.jp 
件名：Fwd 
添付ファイル：image(1).[任意の数字]_PDF_PNG.zip 
本文： 
ご確認宜しくお願いします。 
 
 
================================================================== 
差出人： xxxxxx@yahoo.co.jp 
件名 ：研究留学生担当窓口（国立） 
添付ファイル：研究留学生担当窓口（国立） .rar. 
本文：なし 
================================================================== 
送信者 : "郵便局 - 日本郵政" ufokew@rambler.ru 
件名 : なし 
添付ファイル：郵便局 _ [任意の数字].zip 
拝啓 
配達員が注文番号 59844993029 の商品を配達するため電話で連絡を差し上げたのですが、つなが

りませんでした。 
従ってご注文の品はターミナルに返送されました。 
ご注文登録時に入力していただいた電話番号に誤りがあったことが分かりました。 
このメールに添付されている委託運送状を印刷して、最寄りの郵便局 - 日本郵政取り扱い郵便局

までお問い合わせください。 
敬具 
 
郵便局 - 日本郵政： 
〒299-4164 
東京都港区芝浦 4-13-23 
 

・郵便物の依頼に、自分のメールアドレスを 
記載することはありません。したがって、日本

郵便からメールが届くことはありません。 
・書留や速達等の配達状況の確認は日本郵便の

ホームページで可能です。 

・差出人が、フリーメールや 
通信会社のメールアドレスの 
場合は、注意が必要です。 


