当社の窓口メールアドレスへ、脅迫 E メールが届くようになりました。
日付は文面下の方が先です。
同様の『ビットコインで払え』とメールを受取った方々に、
全く、いい加減な脅迫で払わなければ良い事を、お知らせします。

-------- ここから 2018/12/03 記述 -------過去にも、変なメールは稀に着たのですが、
『ビットコインで支払え』と脅かすような内容は有りませんでした。
この、『ビットコインで支払え』と脅かすメールは、
ネットで調べると、他にも受取った方が居られるようです。
当社は支払う事は、ありませんが、
このメールはメール受信者のメールアドレスと同じメールアドレスを、
発信者メールアドレスに記して届きました。
自分のメールアドレスで自分に届き、内容は適当な事を書いて、お前のパソコンを乗っ取った。
『記載したビットコイン口座へビットコインを送金しろ』との内容です。
当社のメールソフトでは、
自分宛ての自分メールはゴミ箱へ行くように設定してあります。
従って通常は、この種のメールに気付かないのですが．．．、
たまたま、ゴミ箱を覗いた時、このメールが届いていた事を知りました。
当社のメールサーバーは『お名前コム』のレンタルサーバーです。
このメールサーバでは、届いたメールにフィルターで送信元を指定可能となっています。
以下の画面、対象メールアドレスが着信メールアドレスです。
拒否したいメールアドレスに拒否するメールアドレスを書き込みます。

この設定を行ってみました。
確認の為、"pcb@matsu.co.jp” から "pcb@matsu.co.jp” 宛にテストメールを送ってみました。
今までは、ゴミ箱へ入っていたのですが、ゴミ箱にもありません。
これで、メールソフトでの自分宛ての自分メールはゴミ箱へ行くように設定を消しました。
ところが二日後、"pcb@matsu.co.jp” から "pcb@matsu.co.jp” 宛にメールが届くようになりました。
届いたメールは、脅迫 E メール 2 通です。

内容は同じなので省略し、脅迫部分のみ引用記述します。

----ここから引用
私は$600 が良い価格だと思います！
Bitcoin 経由で支払う。
私の BTC ウォレット： 1AZ3wUazMgpCg3yKC6EKqFtqcB44sYFg7s
----ここまで引用
前回の脅迫メール

----ここから引用
私は$700 が良い価格だと思います！
Bitcoin 経由で支払う。
私の BTC ウォレット： 1MUKhgDSN5Sn1dLwLNby3TNYHwQoxRxVvT
----ここまで引用
値下げして着ましたが、もちろん払う意思は有りません。
確認の為、『お名前コム』のレンタルサーバーに入り、フィルターの設定を確認してみました。

設定のメールアドレスの 1 行前に改行設定が存在していました。
この改行がフィルターが無効にしていたと思い、修正しました。
確認の為、"pcb@matsu.co.jp” から "pcb@matsu.co.jp” 宛にテストメールを送ってみました。
改行が有ると動作しない事も、
"pcb@matsu.co.jp” から "pcb@matsu.co.jp” 宛にテストメールを送って確認しました。
では、なぜ、改行が追加されたか？
原因を知ろうとしても、この設定画面は、改行が追加されていたかを知る事が出来ません。
過去に設定が有り、この『条件フィルター設定の変更』に入ると、
その時点で改行が行われるからです。
この画面に入って改行が行われた内容を元に戻して、

確認の為、"pcb@matsu.co.jp” から "pcb@matsu.co.jp” 宛にテストメールを送ってみました。
フィルタは正常に動作する事を確認できました。
それでは何故、

"pcb@matsu.co.jp” から "pcb@matsu.co.jp” 宛にメールが届くようになっていたか？
それは設定画面に改行が加えられていたの結論にしか、たどり着けません。
それでは、なぜ改行が加えられていたか？ と言う事になります。
当社のメールパソコンへ外部の侵入操作が行われた可能性となりますが、
当社の『お名前コム』のレンタルサーバー契約は、2011 年 9 月からです。
脅迫メールの発信者が記述する内容は、
過去のレンタルサーバー内のメールのパスワードが記されていました。
その内容をもって、当方のパソコンを乗っ取ったと記しています。
しかし、この過去のメールサーバー内のメールのパスワードは、
それ以前に契約の『Webkeepers』の内容と思います。
あまりに古くて、確信を持てません。
『Webkeepers』のメールパスワードは、
『お名前コム』のように 8 文字のパスワードが自動生成されず、
自分でタイプインしてパスワード設定を行った記憶が有ります。
そのため、そんなパスワードを設定したかな？ の感じです。
パソコンも、その時期から変更されて 4 代目です。
当然、脅迫メールの発信者の文面は脅かしだけでと解ります。
しかし、『お名前コム』へ問い合わせを行った後、設定画面に改行が加えられていた事、
そして、脅迫メールの内容が以下のように変わりました。

----以下引用、脅迫メールのヘッダーと文面
Return-Path: <noreply@applesupport.joshshadid.com>
Delivered-To: pcb@matsu.co.jp
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mx4.gmoserver.jp (Postfix)
with ESMTP id 220E58E78B for <pcb@matsu.co.jp>;
Sun, 2 Dec 2018 18:59:46 +0900 (JST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at zero.jp
Received: from mx4.gmoserver.jp ([127.0.0.1])
by localhost (vmx.zero.jp [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id zBMsL8XkcMXC for <pcb@matsu.co.jp>;
Sun, 2 Dec 2018 18:59:46 +0900 (JST)
Received: from ppp-210-167.28-151.wind.it (unknown [151.28.167.210])
by mx4.gmoserver.jp (Postfix)
with ESMTP id C2CDD8E77F for <pcb@matsu.co.jp>;
Sun, 2 Dec 2018 18:59:43 +0900 (JST)
To: "newuser" <sanford5wright@matsu.co.jp>,
<pcb@matsu.co.jp>,
<zacariass@matsu.co.jp>,
<downs8mcallister@matsu.co.jp>,
<mcnair8pham@matsu.co.jp>,
<babbwebber5hodge@matsu.co.jp>,
<dubois3billings@matsu.co.jp>
From: <sanford5wright@matsu.co.jp>, <pcb@matsu.co.jp>, <zacariass@matsu.co.jp>,
<downs8mcallister@matsu.co.jp>, <mcnair8pham@matsu.co.jp>,
<babbwebber5hodge@matsu.co.jp>, <dubois3billings@matsu.co.jp>
Subject: あなたのパスワードが侵害されました

Message-ID: <04fa6956-f0aa-7cf0-908a-9ef6af40f2e9@applesupport.joshshadid.com>
Date: Sun, 2 Dec 2018 11:05:42 +0100
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
Thunderbird/45.2.0
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
こんにちは！

私は数ヶ月前にあなたの電子メールとデバイスをクラックしたハッカーです。
あなたが訪問したサイトの 1 つにパスワードを入力君た。それを傍受しました。
これは、ハッキングの瞬間に , , , , , , か らのあなたのパスワードです： RX2B21DS
もちろん、それを変更したり、すでに変更したりすることができます。
しかし、それは問題ではありません、私のマルウェアは毎回それを更新しました。
私に連絡したり、私を見つけようとしないでください。それは不可能です。 私はあなたのアカウン
トからメールをあなたに送ったので、
あなたの電子メールを介して、私はあなたのオペレーションシステムに悪質なコードをアップロード
しました。
私は友人、同僚、親戚とのあなたの連絡先のすべてを保存し、インターネットリソースへの訪問の完
全な履歴を保存しました。
また、あなたのデバイスにトロイの木馬をインストールしました。
あなたは私の唯一の犠牲者ではない、私は通常、デバイスをブロックし、身代金を求める。
しかし、私は頻繁に訪れる親密なコンテンツのサイトにショックを受けました。
私はあなたの幻想にショックを受けている！ 私はこれのようなものを見たことがない！
だから、あなたがサイトで楽しむとき（あなたは私が何を意味するか知っています！）
あなたのカメラのプログラムを使用してスクリーンショットを作成しました。
その後、私はそれらを現在閲覧されているサイトのコンテンツに結合しました。
これらの写真を連絡先に送信すると素晴らしいことがあります。
しかし、あなたがそれを望んでいないと確信しています。
したがって、私は沈黙のためにあなたからの支払いを期待しています。
私は$555 が良い価格だと思います！

Bitcoin 経由で支払う。
私の BTC ウォレット： 17vtnhr6bdSRF2YdTVKTYJLfbegU3bB2iF
あなたがこれを行う方法を知らない場合 - Google に「BTC ウォレットに送金する方法」を入力しま
す。 難しくない。
指定された金額を受け取ると、妥協しているすべての材料は自動的に破壊されます。私のウイルスは
あなた自身のオペレーティングシステムからも 削除 されます。
私のトロイの木馬は自動アラートを持っています。私はこのメールを読んだ後でメッセージを受け取
ります。
私はあなたに支払いのための 2 日間を与える（正確に 48 時間）。
これが起こらない場合 - すべてのあなたの連絡先はあなたの暗い秘密の生活からクレイジーショット
を取得します！
あなたが妨害しないように、あなたのデバイスはブロックされます（また、72 時間後）
ばかなことしないで！
警察や友人はあなたを確実に助けません...

p.s. 私はあなたに将来のアドバイスを与えることができます。 安全でないサイトにはパスワードを入
力しないでください。

私はあなたの慎重さを願っています。
お別れ。

ntrte.c####ppR##.z##
----引用、ここまで。
脅迫金額は、また下がりましたが、（笑い） パスワードの記述は、いい加減な内容になりました。
当社は、脅迫メールより、メールフィルターの設定が変更されたことが気になります。
再度、設定を行い、今後は脅迫メールを晒すことにします。
-------- ここまで 2018/12/03 記述 --------

-------- ここから 2018/12/05 記述 -------2018/12/05 また、ビットコインで支払えのメールが着ました。

ビットコインのシステムは、このような悪者の為に有るんですかね？
記述の中身は 2011 年以前に契約していたレンタルサーバー会社のメールパスワードを、
2018 年 6 月 28 日に見たらしい？
タイムマシンでも持ってるのか？

----以下引用、脅迫メールのヘッダーと文面
Return-Path: <info@so-shio.co.jp>
Delivered-To: pcb@matsu.co.jp
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mx4.gmoserver.jp (Postfix)
with ESMTP id 2EC2E8D212 for <pcb@matsu.co.jp>;
Wed, 5 Dec 2018 10:38:55 +0900 (JST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at zero.jp
Received: from mx4.gmoserver.jp ([127.0.0.1])
by localhost (vmx.zero.jp [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id F68TwH409+Ds for <pcb@matsu.co.jp>;
Wed, 5 Dec 2018 10:38:55 +0900 (JST)
Received: from [115.78.5.42] (unknown [115.78.5.42])
by mx4.gmoserver.jp (Postfix)
with ESMTP id 719318D208 for <pcb@matsu.co.jp>;
Wed, 5 Dec 2018 10:38:53 +0900 (JST)
Message-ID: <5C078E95.6080701@so-shio.co.jp>
Date: Wed, 05 Dec 2018 14:38:45 +0600
From: <info@so-shio.co.jp>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.23) Gecko/20110922
Thunderbird/3.1.15
MIME-Version: 1.0
To: "mi3zuku" <pcb@matsu.co.jp>
Subject: pcb@matsu.co.jp ハッキングされています！ すぐにパスワードを変更してください！
Content-Type: multipart/alternative; boundary="------------000802020007000706080009"
こんにちは！

私はあなたに悪い知らせがあります。
2018 年 6 月 28 日 - この日、私はあなたのオペレーティングシステムをハッキングし、あなたのアカ
ウント（pcb@matsu.co.jp）にフルアクセスできました。
その日のあなたのアカウントパスワード（pcb@matsu.co.jp）は：mi3zuku
それはどうだった：
その日接続していたルータのソフトウェアには、脆弱性が存在しました。
私は最初にこのルータをハックし、その上に悪質なコードを置いた。
インターネットに接続すると、私のトロイの木馬はあなたのデバイスのオペレーティングシステムに
インストールされました。
その後、私はあなたのディスクの完全なデータを保存しました（私はすべてあなたのアドレス帳、サ
イトの閲覧履歴、すべてのファイル、電話番号、あなたのすべての連絡先のアドレス）を持っていま
す。
あなたのデバイスをロックしたかったのです。ロックを解除するために、私はお金がほしいと思った。
しかし、私はあなたが定期的に訪れるサイトを見ました, そしてあなたのお気に入りのリソースから大
きなショックを受けました。
私は大人のためのサイトについて話しています。
私は言う - あなたは大きな変態です。 無限のファンタジー！

その後、アイデアが私の頭に浮かんだ。
私はあなたが楽しんでいる親密なウェブサイトのスクリーンショットを作った (私はあなたの喜びにつ
いて話しています、あなたは理解していますか？).
その後、私はあなたの喜びの写真を作った (あなたのデバイスのカメラを使って). すべてが素晴らしく
なった！
あなたの親戚、友人、同僚にこの写真を見せたくないと強く信じています。
私は$520 が私の沈黙のために非常に小さいと思う。
それに、私はあなたに多くの時間を費やしました！
私は Bitcoins だけを受け入れる。
私の BTC ウォレット： 17zmnmqEUCesNz6UgXGbRk7fKnu8iq1q2J

Bitcoin ウォレットを補充する方法がわからないのですか？
どの検索エンジンでも、「btc wallet にお金を送る方法」と書いてください。
クレジットカードに送金するよりも簡単です！

お支払いの場合は、ちょうど 2 日以上（正確には 50 時間）をご提供します。
心配しないで、タイマーはこの手紙を開いた瞬間に始まります。はい、はい。それはすでに始まって
います！
支払い後、私のウイルスと汚れた写真は自動的に自己破壊されます。
私はあなたから指定された金額を受け取っていない場合、あなたのデバイスはブロックされ、あなた
のすべての連絡先は、あなたの "喜び"と写真を受信します。
私はあなたが賢明であることを望みます。
- 私のウイルスを見つけて破壊しようとしないでください！ （すべてのデータはすでにリモートサー
バーにアップロードされています） - 私に連絡しようとしないでください（これは実現可能ではあり
ません、私はあなたのアカウントからメールを送りました）
- 様々なセキュリティサービスはあなたを助けません。 あなたのデータは既にリモートサーバー上に
あるので、ディスクのフォーマットやデバイスの破壊は役に立ちません。

P.S. 私は支払い後にあなたに再び邪魔をしないことを保証します。
これはハッカーの名誉のコードです。

これからは、良いアンチウィルスを使用し、定期的に更新することをお勧めします（1 日に数回）！
私に怒らないでください、誰もが自分の仕事をしています。
お別れ。
----引用、ここまで。

-------- ここまで 2018/12/05 記述 --------

-------- ここから 2018/12/08 記述 -------2018/12/08 また、ビットコインで支払えのメール 3 通が着ました。
当社のメールソフトでは、ゴミ箱行きを止めて『Bitcoin 経由』をフィルタしています。
『Bitcoin 経由』の文字列がメール内にあった場合、
ゴミ予定フォルダへ自動振分けするように設定して有ります。
この網に掛かったのですが．．．、
内容的に、書いてあるパスワードは違っていますから、
当社のメール PC に入れてパスワードを盗めたのではないのですが．．．、
当社のメール PC に入れたとしても、パスワードは使用している者でも読めませんから、
盗む事も不可能ですが．．．、

2018/12/03 に、"pcb@matsu.co.jp” から "pcb@matsu.co.jp” 宛のメールは、

当方に届か無い設定になっているはずですが、着ました。
『お名前コム』のレンタルサーバー内のフィルターは、また書きかえられたようです。
しかし、今度は書きかえた後、戻していったようです。
それなら、パスワードを間違えて記述しないと思いますが．．．、？
何回、脅迫メールを送っても、全く支払う事は有りませんが、
1 通目・2 通目・3 通目を順番に晒します。

----以下引用、1 通目、新脅迫メールのヘッダーと文面
Return-Path: <noreply@applecustomer.joshshadid.com>
Delivered-To: pcb@matsu.co.jp
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mx4.gmoserver.jp (Postfix)
with ESMTP id B5A138C54D for <pcb@matsu.co.jp>;
Fri, 7 Dec 2018 21:02:41 +0900 (JST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at zero.jp
Received: from mx4.gmoserver.jp ([127.0.0.1])
by localhost (vmx.zero.jp [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id VDqqBXzpy5YE for <pcb@matsu.co.jp>;
Fri, 7 Dec 2018 21:02:41 +0900 (JST)
Received: from [1.53.17.197] (unknown [1.53.17.197])
by mx4.gmoserver.jp (Postfix)
with ESMTP id C03378C514 for <pcb@matsu.co.jp>;
Fri, 7 Dec 2018 21:02:38 +0900 (JST)
To: "newuser" <pcb@matsu.co.jp>
From: <pcb@matsu.co.jp>
Subject: あなたのパスワードが侵害されました
Message-ID: <1506f21e-f490-790f-cae0-c194696c6260@applecustomer.joshshadid.com>
Date: Fri, 7 Dec 2018 19:09:25 +0700
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
Thunderbird/45.2.0
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
こんにちは！

私は数ヶ月前にあなたの電子メールとデバイスをクラックしたハッカーです。
あなたが訪問したサイトの 1 つにパスワードを入力君た。それを傍受しました。

これは、ハッキングの瞬間に

か らのあなたのパスワードです： 2TW0MDSA

もちろん、それを変更したり、すでに変更したりすることができます。
しかし、それは問題ではありません、私のマルウェアは毎回それを更新しました。
私に連絡したり、私を見つけようとしないでください。それは不可能です。 私はあなたのアカウン
トからメールをあなたに送ったので、
あなたの電子メールを介して、私はあなたのオペレーションシステムに悪質なコードをアップロード
しました。
私は友人、同僚、親戚とのあなたの連絡先のすべてを保存し、インターネットリソースへの訪問の完
全な履歴を保存しました。
また、あなたのデバイスにトロイの木馬をインストールしました。
あなたは私の唯一の犠牲者ではない、私は通常、デバイスをブロックし、身代金を求める。
しかし、私は頻繁に訪れる親密なコンテンツのサイトにショックを受けました。
私はあなたの幻想にショックを受けている！ 私はこれのようなものを見たことがない！
だから、あなたがサイトで楽しむとき（あなたは私が何を意味するか知っています！）
あなたのカメラのプログラムを使用してスクリーンショットを作成しました。
その後、私はそれらを現在閲覧されているサイトのコンテンツに結合しました。
これらの写真を連絡先に送信すると素晴らしいことがあります。
しかし、あなたがそれを望んでいないと確信しています。
したがって、私は沈黙のためにあなたからの支払いを期待しています。
私は$555 が良い価格だと思います！

Bitcoin 経由で支払う。
私の BTC ウォレット： 1LnpqtSP4xqXJUPg29PzGng6qAhkW7zmZQ
あなたがこれを行う方法を知らない場合 - Google に「BTC ウォレットに送金する方法」を入力しま
す。 難しくない。
指定された金額を受け取ると、妥協しているすべての材料は自動的に破壊されます。私のウイルスは
あなた自身のオペレーティングシステムからも 削除 されます。
私のトロイの木馬は自動アラートを持っています。私はこのメールを読んだ後でメッセージを受け取
ります。
私はあなたに支払いのための 2 日間を与える（正確に 48 時間）。
これが起こらない場合 - すべてのあなたの連絡先はあなたの暗い秘密の生活からクレイジーショット
を取得します！
あなたが妨害しないように、あなたのデバイスはブロックされます（また、72 時間後）
ばかなことしないで！
警察や友人はあなたを確実に助けません...

p.s. 私はあなたに将来のアドバイスを与えることができます。 安全でないサイトにはパスワードを入
力しないでください。

私はあなたの慎重さを願っています。
お別れ。
----引用、1 通目、ここまで。

----以下引用、2 通目、新脅迫メールのヘッダーと文面
Return-Path: <noreply@applecare.joshshadid.com>
Delivered-To: pcb@matsu.co.jp
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])

by mx4.gmoserver.jp (Postfix)
with ESMTP id 8A6EE81308 for <pcb@matsu.co.jp>;
Fri, 7 Dec 2018 21:34:45 +0900 (JST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at zero.jp
Received: from mx4.gmoserver.jp ([127.0.0.1])
by localhost (vmx.zero.jp [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id On56vp8hD6eu for <pcb@matsu.co.jp>;
Fri, 7 Dec 2018 21:34:45 +0900 (JST)
Received: from 85.187.187.85.euroxp.net (unknown [85.187.187.85])
by mx4.gmoserver.jp (Postfix)
with ESMTP id 7AF45812EB for <pcb@matsu.co.jp>;
Fri, 7 Dec 2018 21:34:44 +0900 (JST)
To: "newuser" <pcb@matsu.co.jp>
From: <pcb@matsu.co.jp>
Subject: あなたのパスワードが侵害されました
Message-ID: <50930073-cd2a-2fcb-d2f4-a11e82099055@applecare.joshshadid.com>
Date: Fri, 7 Dec 2018 14:41:31 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
Thunderbird/45.2.0
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
こんにちは！

私は数ヶ月前にあなたの電子メールとデバイスをクラックしたハッカーです。
あなたが訪問したサイトの 1 つにパスワードを入力君た。それを傍受しました。
これは、ハッキングの瞬間に

か らのあなたのパスワードです： GYEUHNJP

もちろん、それを変更したり、すでに変更したりすることができます。
しかし、それは問題ではありません、私のマルウェアは毎回それを更新しました。
私に連絡したり、私を見つけようとしないでください。それは不可能です。 私はあなたのアカウン
トからメールをあなたに送ったので、
あなたの電子メールを介して、私はあなたのオペレーションシステムに悪質なコードをアップロード
しました。
私は友人、同僚、親戚とのあなたの連絡先のすべてを保存し、インターネットリソースへの訪問の完
全な履歴を保存しました。
また、あなたのデバイスにトロイの木馬をインストールしました。
あなたは私の唯一の犠牲者ではない、私は通常、デバイスをブロックし、身代金を求める。
しかし、私は頻繁に訪れる親密なコンテンツのサイトにショックを受けました。
私はあなたの幻想にショックを受けている！ 私はこれのようなものを見たことがない！
だから、あなたがサイトで楽しむとき（あなたは私が何を意味するか知っています！）
あなたのカメラのプログラムを使用してスクリーンショットを作成しました。
その後、私はそれらを現在閲覧されているサイトのコンテンツに結合しました。
これらの写真を連絡先に送信すると素晴らしいことがあります。
しかし、あなたがそれを望んでいないと確信しています。
したがって、私は沈黙のためにあなたからの支払いを期待しています。
私は$555 が良い価格だと思います！

Bitcoin 経由で支払う。

私の BTC ウォレット： 1LnpqtSP4xqXJUPg29PzGng6qAhkW7zmZQ
あなたがこれを行う方法を知らない場合 - Google に「BTC ウォレットに送金する方法」を入力しま
す。 難しくない。
指定された金額を受け取ると、妥協しているすべての材料は自動的に破壊されます。私のウイルスは
あなた自身のオペレーティングシステムからも 削除 されます。
私のトロイの木馬は自動アラートを持っています。私はこのメールを読んだ後でメッセージを受け取
ります。
私はあなたに支払いのための 2 日間を与える（正確に 48 時間）。
これが起こらない場合 - すべてのあなたの連絡先はあなたの暗い秘密の生活からクレイジーショット
を取得します！
あなたが妨害しないように、あなたのデバイスはブロックされます（また、72 時間後）
ばかなことしないで！
警察や友人はあなたを確実に助けません...

p.s. 私はあなたに将来のアドバイスを与えることができます。 安全でないサイトにはパスワードを入
力しないでください。

私はあなたの慎重さを願っています。
お別れ。
----引用、2 通目、ここまで。

----以下引用、3 通目、新脅迫メールのヘッダーと文面
Return-Path: <noreply@applesupport.cncntrte.com>
Delivered-To: pcb@matsu.co.jp
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
by mx4.gmoserver.jp (Postfix)
with ESMTP id 046328F867 for <pcb@matsu.co.jp>;
Fri, 7 Dec 2018 23:11:46 +0900 (JST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at zero.jp
Received: from mx4.gmoserver.jp ([127.0.0.1])
by localhost (vmx.zero.jp [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
with ESMTP id TcIMjdybtu2e for <pcb@matsu.co.jp>;
Fri, 7 Dec 2018 23:11:45 +0900 (JST)
Received: from 78-83-66-149.spectrumnet.bg (78-83-66-149.spectrumnet.bg [78.83.66.149])
by mx4.gmoserver.jp (Postfix)
with ESMTP id EA3298F858 for <pcb@matsu.co.jp>;
Fri, 7 Dec 2018 23:11:44 +0900 (JST)
To: "newuser" <pcb@matsu.co.jp>
From: <pcb@matsu.co.jp>
Subject: あなたのパスワードが侵害されました
Message-ID: <756dd651-51b5-e97e-d2e5-9310e5280da4@applesupport.cncntrte.com>
Date: Fri, 7 Dec 2018 16:18:32 +0200
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101
Thunderbird/45.2.0
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/html; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
こんにちは！

私は数ヶ月前にあなたの電子メールとデバイスをクラックしたハッカーです。
あなたが訪問したサイトの 1 つにパスワードを入力君た。それを傍受しました。

これは、ハッキングの瞬間に

か らのあなたのパスワードです： Y2NI48HS

もちろん、それを変更したり、すでに変更したりすることができます。
しかし、それは問題ではありません、私のマルウェアは毎回それを更新しました。
私に連絡したり、私を見つけようとしないでください。それは不可能です。 私はあなたのアカウン
トからメールをあなたに送ったので、
あなたの電子メールを介して、私はあなたのオペレーションシステムに悪質なコードをアップロード
しました。
私は友人、同僚、親戚とのあなたの連絡先のすべてを保存し、インターネットリソースへの訪問の完
全な履歴を保存しました。
また、あなたのデバイスにトロイの木馬をインストールしました。
あなたは私の唯一の犠牲者ではない、私は通常、デバイスをブロックし、身代金を求める。
しかし、私は頻繁に訪れる親密なコンテンツのサイトにショックを受けました。
私はあなたの幻想にショックを受けている！ 私はこれのようなものを見たことがない！
だから、あなたがサイトで楽しむとき（あなたは私が何を意味するか知っています！）
あなたのカメラのプログラムを使用してスクリーンショットを作成しました。
その後、私はそれらを現在閲覧されているサイトのコンテンツに結合しました。
これらの写真を連絡先に送信すると素晴らしいことがあります。
しかし、あなたがそれを望んでいないと確信しています。
したがって、私は沈黙のためにあなたからの支払いを期待しています。
私は$555 が良い価格だと思います！

Bitcoin 経由で支払う。
私の BTC ウォレット： 1LnpqtSP4xqXJUPg29PzGng6qAhkW7zmZQ
あなたがこれを行う方法を知らない場合 - Google に「BTC ウォレットに送金する方法」を入力しま
す。 難しくない。
指定された金額を受け取ると、妥協しているすべての材料は自動的に破壊されます。私のウイルスは
あなた自身のオペレーティングシステムからも 削除 されます。
私のトロイの木馬は自動アラートを持っています。私はこのメールを読んだ後でメッセージを受け取
ります。
私はあなたに支払いのための 2 日間を与える（正確に 48 時間）。
これが起こらない場合 - すべてのあなたの連絡先はあなたの暗い秘密の生活からクレイジーショット
を取得します！
あなたが妨害しないように、あなたのデバイスはブロックされます（また、72 時間後）
ばかなことしないで！
警察や友人はあなたを確実に助けません...

p.s. 私はあなたに将来のアドバイスを与えることができます。 安全でないサイトにはパスワードを入
力しないでください。

私はあなたの慎重さを願っています。
お別れ。
----引用、3 通目、ここまで。

2018/12/08 『お名前コム』さんより、回答を頂きました。
『コントロールパネルの動作仕様の関係で、このたびお客様より
ご指摘いただきましたとおり、一行目に空白行が挿入される場合が
ございます。
空白行が挿入されている状態であっても、条件フィルターの機能は
正常に動作しており、問題はございませんのでご安心いただければ
幸いでございます。』
との事で、再チェックをしてみました。

2018/12/03 にテストメールを送信した時には空白が有ると配信されたのですが、
今日、再チェックしたところ空白が有ってもフィルター機能は動作しました。

また、『フィルターはエンベロープ From に対して設定される。』との回答で、
そのため、2018/12/08 の 3 通はフィルターに掛からなかったとの回答です。
エンベロープ From は、通称『Return-Path:』の事と理解していますが．．．、
一般的なメールでは『From』と『Return-Path:』は同一ですが、
悪意のメールは、送信者が受信者と同一メールアドレスの場合が多いです。
一般的に悪意のメールは、サーバーから発信されますから、
『From』と『Return-Path:』は、異なる記述が多いです。
メールソフトでは、フィルターが機能しますが、
この時、『お名前コム』では、条件フィルターは機能しない事になります。

-------- ここまで 2018/12/08 記述 --------

