
東京都新宿区北親指1丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明書　　　　　　　(土地)

表　題　部　(土地の表禾) 劔�+)�ｲ�兌ﾙ�ﾃ9D���ﾈ�#I?｢�剳s動産番号 ���������#s�#��

地図番号 ��h訷ﾔ����b�剳M界特定 剽ｲ二亘] 

所　　在 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩm｢�劔剳ｸ�)?����

①　地　番 刧A地　目 �(����&�����������������V��劔侏H宿ｷ�-�+ｸ,ﾉ?ｩWH�ｹ6�ﾈ,ﾉ?ｩWH�ﾂ�

3S3裔41 剔賴n 都#2�劔28 �539MC3�*�.yZｩ'｢�

〔昭和50年10月9日〕 

隆二亘] 剴�j上し」 僞闔ｩ%X�b�劔 傴ｩ��c9D馘�k��}��c3xﾘiXﾙ�Y�c(���c(ﾘ��

の規定により移記 

平成3年10月24日 

権　利　部(甲　区)　(所　有　権　に　関　す　る　事　項) 

順位番号 �6�������,ﾈ��mｨ��4��受付年月日・受付番号 侈���y����(��+ｸ��,ﾈ���ﾈ��,ﾈ��馼��ﾘ��

1 付記1号 付記2号 傀ｩtﾈﾊ�自YH昆5ﾒ�昭和48年8月27日 侏H宿��諸��C吋繹ﾈ�#xﾉyHIH2�

第2SS98号 仄Itﾈ�(���h�ｾifｹ�iI8自)ｩm｣窺H�ﾘb�

持分2分の1 

中　島　ピ　ル　株　式　会　社 

順位l番の登記を移記 

1香登記名義人住所変更 兌ﾙ�ﾃ#iD纔ﾈ�#�?｢�原因　平成26年9月29日本店移転 

第29858号 �(i8x788ｸｩH�檍��,ﾉgｹ5���8ﾈｹ�79�h�ｾifｹ�h��
一丁目8番1号中島ビル8階 

1香登記名義人住所変更 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?｢�原因　平成27年2月6日本店移転 

第宣　5777号 仄Itﾈ�)(i8x788ｸｩH�檍��,ﾉgｹ5���8ﾈｹ�78��$ｨｾb�

松潟一丁目28番6号野口ビル302号 

2 付記1号 付記2号 ��ｹ:���耳鰮Zｩ�9YH昆5ﾒ�昭和48年12月12日 侏H宿��諸��C吋��(ﾈ���?ｨｺItﾉZ瓜ｨｨB�

第360S6号 仄Itﾈ�(���h�ｾifｹ�h�自)ｩm｣窺C�ﾘb�

持分2分の1 

中　島　ピ　ル　株　式　会　社 

順位2番の登記を移記 

2番登記名護人住所変更 兌ﾙ�ﾃ#iD纔ﾈ�#�?｢�原因　平成26年9月29同本店移転 

第29858号 �(i8x7(8ｸｩH�檍��,ﾉgｹ5���8ﾈｹ�79�h�ｾifｹ�h��
一丁日8番1号中島ビル8惰 

2番登記名残人住所変更 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?｢�原因　平成27年2月6日本店移転 

第15777号 仄Itﾈ�)(i8x788ｸｩH�檍��,ﾉgｹ5���8ﾈｹ�78��$ｨｾb�

松涛一一丁目28番6号野口ピル302号 

し企二重] ��iy�ｩ%Uﾒ�昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項 

の規定により移記 

平成3年10月24日 

3 傀ｩtﾈｴ�昆5ﾙ���ﾊ�嵋6�ﾂ�平成27年2月6日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#yD�(ﾈ�)?ｩHIH9uﾉo��

第3重　79号 侈�y逸(��8ﾈｹ�79V��ﾈｾifｹV��ﾈ自)ｨﾙ���MC(ﾘb�

トータル・エネルギー・ソリューション株式 

会社 

所有権移転 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?｢�原因　平成28年5月30日売買 

第15784号 傀ｩtﾈ�(��8ﾈｹ�79�h･粟h�9$ｩ69*ﾈ蕀)ｩm｣#�MI&��

3-10う 

ワールド設備工業株式会社 

*　下級のあるものは掴冊項であることを′」、す。　　　　　　　　　整理番号　KO3713　( 1/1 )　　1/15



東京都新宿区北新宿1丁目3 5 3鵜4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明駐　　　　　　(土地)

順位番号 �6���ﾋ靂���,ﾈ��mｨ��4��受付年月日・受付番号 侈���y����(��+ｸ��,ﾈ���ﾈ��,ﾈ��馼��ﾘ��

付記1号 付記2号 �9MH�tﾈﾊ�昆5ﾙ���ﾊ�,ﾈ昆5ﾒ�平成28年4月27日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#吋紿ﾈ�#i?ｩHIH2�

第12419号 侈�y逸(��8ﾈｹ�79(h匣ｾhｾ(ﾜ�Jｩ)ｩm｣��MCXﾘb�

株式会社I　system 

3番所有権移転請求権の移転 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?｢�原因　平成28年5月30日売買 

第15782号 侈�y逸(��8ﾈｹ�79�h�ｾh�9$ｩ69*ﾈ蕀)ｩm｣#�MI&��

3-103 

ワールド設備工業株式会社 

4 �ﾈﾛx咄�平成28年8月19日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#吋繹ﾈ���?ｩ8ﾈｹ�&饑ｸﾝ僵ｸ�崢�

第24242号 俚x咬kﾙ}��

債権者　東京都杉並区阿佐谷南三丁目34番l 

上皇 株式会社「「OURI 

5 的MH嵎ﾛx咬6�冓X���平成28年9月16日 第27010号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#吋纔ﾈ騷�I?ｨ竧屬�

6 傀ｩtﾈﾊ�昆5ﾒ�平成30年7月2日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｩHIH2�

第20311号 傀ｩtﾈ�(���Xﾞ9Wｹdﾉ(h�9�i�yz)�ﾉ*ﾈ自)ｩ?｣�MCB�

号 

パナソニックホームズ株式会社 

権　利　部(乙　区)　(所　有　権　以　外　の　権　利　に　関　す　る　事　項) 

順位番号 �6���ｴﾈ��,ﾈ��mｨ��4��受付年月日・受付番号 侈���y����(��+ｸ��,ﾈ���ﾈ��,ﾈ��馼��ﾘ��

⊥ 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��昭和51年1月19目 侏H宿��諸��X-ﾉD��ﾈ��i?ｩ�ﾙ.��

第976号 仂�7逢ｨ��ｾ�)V���

債権の範囲　銀行取引　手形債権　小切手債権 

債務者　新街区北新宿一丁目8番1号 

中　島　ピ　ル　株　式　会　社 

根抵当権者　仙台市中央三丁目3番20号 

株　式　会　社　七　十　七　銀　行 

(取扱店　新宿支店) 

共同担保　目録(さ)第2916号 

順位3番の登記を移記 

÷ 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��昭和54年S月23日 侏H宿��諸��SID�8ﾈ�#9?ｩ�ﾙ.��
第20084号 仂�7逢ｨ��ｾ���#R����iﾈ冷�

債権の範囲　銀行取引　手形債権　小切手債権 

債務者　新宿区北新宿一丁困8番1号 

中　島　ビ　ル　株　式　会　社 

板抵当権者　仙台市中央三丁目3番20号 

株　式　会　社　七　十　七∴銀　行 

(取扱店　新宿支店) 

共同担保　日録(十)第3231号 

順位6番の登記を移記 

王 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��昭和54年7月31日 侏H宿��諸��*CID繆ﾈ�3�?ｩ�ﾙ.��
第29021号 仂�7逢ｨ��ｾ�-ﾈ�#2ﾃ���iﾈ冷�

償権の範囲　銀行取引　手形債権　小切手債権 

債務者∴新街区北朝清一丁目8番1号 

日　本　企　商　株　式　会　社 

根抵当権者　仙台市中央三丁目3番20号 

株　式　会　社　と　十　七　銀　行 

(取扱店　新宿支店) 

共同担保　日録(す)第4811号 

順位8番の鷺記を移記 



東京都新宿区北新宿1丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明書　　　　　　(土地)

順位番号 �6���ｴﾈ��,ﾈ��mｨ��4��受付年月日・受付番号 侈���y����(��+ｸ��,ﾈ���ﾈ��,ﾈ��馼��ﾘ��

付記1号 �9MHﾚｩ.�9hﾊ�¥���昭和56年5月1日 侏H宿��諸��SiD紿ﾈ�3�?ｩ¥���

付記2号 剔�13052号 俐)k��(���h�ｾifｹ�h�自)ｩ?｣賛��ﾘb�

中　島　ピ　ル　株　式　会　社 

順位8番付記l号の登託を移記 

3番根抵当権変更 傴ｩ��SiD綛ﾈ賈?｢�原因　昭和56年4月30日変更 

第13053号 俐(ﾊ�,ﾉLﾘ鈷��ｾ(ﾗ8竧処��訷ﾆ�ﾜ(ﾊ���揵�稲緯(ﾊ��

昭和50年9月23日手形割引全債務引受 

(旧領顕著日本企商株式会社にかかる債権) 

同日手形貸付借受金債務引受(旧債務着日 

本企商株式会社にかかる債権) 

願位8番付記2号の登記を移記 

4 俑ｩ.�9i�ｨ膾.��平成1年4月7日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ�D紿ﾈ緤?ｩ�ﾙ.��

一　　　　　(　　　　　、 ��第12837号 仂�7逢ｨ��ｾ���壓冷�

ユ 劍ﾜ(ﾊ�,ﾉLﾘ鈷��ｾ(ﾗ8竧処��訷ﾆ�序ｧ���揵�稲緯(ﾊ��
、-○○輸"一一一‾ 付記1号 付託2号 劍ﾜ)k��(���h�ｾifｹ�h�自)ｩ?｣窺C�ﾘb�

エヌケイエスインターナショナル株式会社 

根抵当権者　千代田区大手町一丁日1番2号 

株　式　会　社　協　和　銀　行 

(取扱店　新宿西口支店) 

順位12番の登記を移滝 

4番根抵当権変更 兌ﾙ�ﾃ)D緝ﾈ�#y?｢�原因　平成2年6月25日変更 

第25420号 佗�7逢ｨ��ｾ�#�壓冷�

順位12番付託1号の登記を移記 

4香登記名猿人表示変更 兌ﾙ�ﾃID�(ﾈ��9?｢�原因　平成3年4月1日商号変更 

第3986号 傅Hﾘh��ｩH�檍��ｺi��ﾞ仂ｨｾ(ﾗ2�

十字-旦」 兢��昭和63年法務省令弟37号附則第2条第2項 

の規定により移記 

平成3年10月24日 

5 ��MH��)MH��9MHﾚｩ.�9hﾊ�iX���平成4年2月13日 第398S号 侏H宿��[ﾙ�ﾃID��ﾈ�#�?ｩ_ｨﾝ��

6 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成4年2月13日 侏H宿��[ﾙ�ﾃID�(ﾈ�969�ﾙ.��

_一〇〇〇・、、 ��第3987号 仂�7�)(��ｾ�Yi�冷�

7 � 俐(ﾊ�,ﾉLﾘ鈷��ｾ(ﾗ8竧処��訷ﾆ�ﾜ(ﾊ���揵�稲緯(ﾊ��

) 劍ﾜ)k��(��¥Hﾙ�4ｨ8ｨ7H4�8ｸ6ｨ4��(5H987H8�985h5��

付記重号 劍5(�84ｨ8ｨ7H4�8ｸ6ｨ4�,ｨ.��MI&�5�4X4(�ｸ6s��

910 

シーアンドエヌコーポレーション 

根抵当権者　千代田区九段北一丁日13番10 

号 

株式会社日本債券信用銀行 

6番根抵当権元本確定 兌ﾙ�ﾃ��D���ﾈ�%9?｢�原因　平成11年11月19日確定 

付託2号 剔�36217号 ��6番根抵当権移転 兌ﾙ�ﾃ��D���ﾈ�#Y?｢�原因　平成11年11月22自衛権譲渡 

第36218号 俑ｩ.�9hﾊ��(��(inﾈｾigｹ*ﾉ?�)ｩm｣B疫餉x�ﾘb�

株　式　会　社　盤∴理　回　収　機　構 

7 的MH��iMH�見¥���平成4年2月13日 侏H宿��[ﾙ�ﾃID�(ﾈ��9?ｨﾘx�2�

第3988号 ��c���iMHﾚｩ.�9h鶻�

第2　4番棲拡当解 

8 的MHﾚｩ�)9hﾊ�iX���平成12年11月27日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ�)D���ﾈ�#y68����

率　下線のあるもの出揃順であることを′」寸。　　　　　　　　　整理番号　KO3713　( 1/1 )　　　3/1S



東京都新宿区北新宿1丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　全部寧項証明書　　　　　　(土地)

順位番号 �6���ｴﾈ��,ﾈ��mｨ��4��受付年月日・受付番号 侈���y����(��+ｸ��,ﾈ���ﾈ��,ﾈ��馼��ﾘ��

第34094号 ��

9 妬MHﾚｩ.�9hﾊ�iX���平成13年2月6日 第3240号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ�9D�(ﾈ緤?ｨ����

10 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成13年2月6日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ�9D�(ﾈ緤?ｩ�ﾙ.��

第3241号 仂�7逢ｨ��ｾ�)V穎R�

債権の範囲　銀行取引　手形債権　小切手債権 

債務者　新宿区北新宿一丁目8番1号 

中　島　ピ　ル　株　式　会　社 

板抵当権者　大阪市中央区伏見町三丁目5番6 

号 

株　式　会　社　三　和　銀　行 

(取扱店　大久保支店) 

共同担保　目録(さ)第2916号 

⊥⊥ 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成13年2月6日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ�9D�(ﾈ緤?ｩ�ﾙ.��
第3242号 仂�7逢ｨ��ｾ�ﾈ�#R����iﾈ冷�

債権の範囲　銀行取引　手形債権　小切手債権 

債務者　新宿区北新宿-∵丁目8番1号 

中　島　ビ　ル　株　式　会　社 

根抵当権者　大阪市中央区伏見町三丁目5番6 

呈 

株　式　会　社　三　和　銀　行 

(取扱店　大久保支店) 

共同担保　目録(す)第3231号 

⊥二 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成17年3月16日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ�yD�8ﾈ��h���ﾙ.��

付記上号 ��第8608号 仂�7逢ｨ��ｾ�bﾃ���iﾈ冷�

債権の範囲　信用金庫取引　手形債権　小切手 

佐里 債務者新宿区北新宿一丁目8番1号 

中　島　ピ　ル　株　式　会　社 

根抵当権者　中野区中野二丁目29番10号 

西　武　信　用　金　庫 

共同担保　日録(くま)第7746号 

12番根抵当権変更 兌ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ���?｢�原因　平成17年5月11日変更 

第16321号 仂�7逢ｨ��ｾ�(奕"ﾃ���iﾈ冷�

13 ���MHﾚｩ.�9hﾊ�iX���平成17年5月26日 第18183号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ�#i?ｩ_ｩo"�

14 ���MHﾚｩ.�9hﾊ�iX���平成17年5月26日 第18184号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ�yD�8ﾈ�#i?ｩ_ｩo"�

1S ��)MHﾚｩ.�9hﾊ�iX���平成25年4月16日 第11322号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ)D騷cHﾈ��Y?ｨ��o��

⊥旦 �.�9hﾊ��ﾙ.��平成26年5月20日 侏H宿��蓼ﾌｸ��#iD�8ﾈ�#�?ｨｾ��ｸ��N��ﾘ妺:�?｢�
第15944号 ���U9�ｲ�

債権額　金10億円 

利息　年2・450%(年365日の日割計算 ‾二 股書金年14・000%(年365日の日割 

計算) 

債務者　東京都中央区京橋一丁目11番2号 

控　囲　D　&　C　株　式　会　社 

抵当権者∴東京都新街区西新宿一丁目21番1 

呈 



東京都新宿区北新宿1丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明書　　　　　　(土地)

順位番号 �6���ｴﾈ��,ﾈ��mｨ��4��受付年月日"受付番号 侈���y����(��+ｸ��,ﾈ���ﾈ��,ﾈ��馼��ﾘ��

株　式　会　社　新　銀　行　東　京 

共同担保　目録〈へ)第503号 

17(あ) 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成26年7月2日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#iD繆ﾈ�)?ｩ�ﾙ.��

( ��第21025号 仂�7逢ｨ��ｾ�(壓冷�

三三 劍ﾜ(ﾊ�,ﾉLﾘ鈷��ｾ��ｸ��N��ﾘ妤竧盾�
〉 劍ﾜ)k��(��8ﾈｹ�79(h匣ｾh�9^H自)ｨﾉs��MC(ﾘb�

付記1号 劔;���]���H��h��8��ｩH�����檍�����

根抵当権者東京都中央区日本橋一丁目16番 3号 

株式会社青山キャピタルパートナーズ 

共同担保　日銀(へ)第814号 

17番(あ)根抵当権移転 兌ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ�3�?｢�原因　平成26年10月31田諷渡 

付記2号 付一誌3号 剔�33539号 俑ｩ.�9hﾊ��(��8ﾈｹ�78鄧�ﾈｾifｹV猪亦ﾙ)ｩm｣��MB�

_圭_呈 トータル・エネルギー・ソリューション株式 

金堂 

17番(あ)根抵当権変更 兌ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ�3�?｢�原因　平成26年10月31臼変更 

第33540号 俐(ﾊ�,ﾉLﾘ鈷��ｾ��ｸ��N��ﾘ妤竧盾�

平成26年10月31円債権譲渡(譲渡人株 

式会社青山キャピタルパートナーズ)にかか 

る債権 

17番(あ)根抵当権元本確定 兌ﾙ�ﾃ#yD�(ﾈ緤?｢�原因　平成26年12月26日確定 

第3176号 ��

17(の 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成26年7月2日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#iD繆ﾈ�)?ｩ�ﾙ.��

_一‾"-〇〇、、 剔�21025号 仂�7逢ｨ��ｾ�)d�62�

23 劍ﾜ(ﾊ�,ﾉLﾘ鈷��ｾ��ｸ��N�)(ﾉ�竧盾�
、-○○-一一-一一 劍ﾜ)k��)8ﾈｹ�79(h匣ｾhｹ霆H自)ｩm｣��MC(ﾘb�dﾉ64Bd8ｩH�檍���

付託十号 付記2号 

根抵当権者　東京都中央区日本橋一丁目16番 

3号 

株式会社青山キャピタルパートナーズ 

共同担保　目録(へ)第815号 

17番い根抵当権移転 兌ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ�3�?｢�原因　平成26年10月31日譲渡 

第33541号 俑ｩ.�9hﾊ��(��8ﾈｹ�79V��ﾈｾifｹV��ﾈ自)ｨﾙ���MB�

王呈 トータル・エネルギー・ソリューション株式 

会堂 

17番〈り根抵当権変更 兌ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ�3�?｢�原因　平成26年10月31日変更 

付託3号 剔�33542号 俐(ﾊ�,ﾉLﾘ鈷��ｾ��ｸ��N��ﾘ妤竧盾�

平成26年10月31円債権譲渡(譲渡人様 

式会社青山キャピタルパートナーズ)にかか 

る債権 

17番(い〉根抵当権元本確定 兌ﾙ�ﾃ#yD�(ﾈ緤?｢�原因　平成26年12月26日確定 

第3176号 ��

⊥-旦 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成26年7月2日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#iD繆ﾈ�(���ﾙ.��
一へ、 ��第21026号 仂�7逢ｨ��ｾ�)V���

二王 劍�ﾊ�,ﾉLﾘ鈷��ｾ��ｸ��N�鞋8竧処��訷ﾆ�ﾜ(ﾊ���惲�
、---“〇一一一一 劔�稲緯(邵��訷ﾆ�ｨH処竧処��訷ﾆ��ﾙWH竧処��]ｲ�

証取引　保証/委託取引　売買取引 

債務者　東京都中央区京橋一丁日11番2号 

笠∴間　D　&　C　株　式　会　社 

*　上組のあるものは抹消事項であることをノ」汁。　　　　　　　　　整理番号　KO3713　( 1/1 )　　　S/1う



東京都新宿区北新宿l丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明書　　　　　　　(土地)

順位番号 �6���ｴﾈ��,ﾈ��mｨ��4��受付年月日"受付番号 侈���y����(��+ｸ��,ﾈ���ﾈ��,ﾈ��馼��ﾘ��

付記1号 �� 俑ｩ.�9hﾊ��(��8ﾈｹ�79V��ﾈｾifｹV��ﾈ自)ｩm｣��MB�

三三 トータル・エネルギー・ソリューション株式 

会社 

共同担保　目録(へ〉第816号 

18番根抵当権元本確定 兌ﾙ�ﾃ#yD�(ﾈ緤?｢�原因　平成26年12月26日確定 

第3176号 ��

上皇 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成26年10月7日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ緝鈴�ﾙ.��
第31000号 儉y7逢ｨ��ｾ�#Yiﾈ冷�

債権の範囲　金銭消費貸借取引 

債務者　東京都新宿区北新宿一丁悶8番1掌中 

島ピル8階 

中　島　ピ　ル　株　式　会　社 

根抵当権者　東京都中央区京橋一丁目11裔2 

呈 豊田D&C株式会社 

共同担保　目録(へ)第1S20号 

20 ��儁Hﾚｩ.�9hﾊ�iX���平成26年10月21日 第32282号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ�#�?ｨ����

21 偬CiMI.�9hﾊ�iX���平成26年12月25日 第39717号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#iD��(ﾈ�(*I?ｨ����

_呈〇三 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成26年12月2S日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#iD��(ﾈ�%9?ｩ�ﾙ.��
ノー"〇・・、、 ��第39718号 仂�7逢ｨ��ｾ�X壓冷�

〇三〇五 劍ﾜ(ﾊ�,ﾉLﾘ鈷��ｾ��ｸ��N��ﾘ妤竧盾�
、〇〇〇-〇一一一一 劍ﾜ)k��(��8ﾈｹ�79(h匣ｾhｹ霆H自)ｩm｣��MC(ﾘb�

付記1号 劔dﾈ��68��H��h��8��ｩH�����檍�����

根抵当権者　東京都中央区京橋一丁目11番2 

号八重洲MIDピル4階 

株式会社シンエイソリューション 

共同担保　目録(へ)第2118号 

22番根抵当権元本確定 兌ﾙ�ﾃ#yD�(ﾈ緤?｢�原因　平成26年12月26円確定 

第3177号 ��

23 ��yMB�*�����yMH*(���窺H��#"�平成26年12月25日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#iD��(ﾈ�#X��ﾘyd��

番順位変更 ��c3都#�ﾘb�第1　ま7番(あ瀬抵当権 

第117番〈い)根抵当権 

第1　22番根抵当権 

第2　18番根抵当権 

主上 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.�ﾉ6�ﾂ�平成26年12月25日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#hﾟ��(ﾈ�#Y?ｩ�ﾙ.��
第39723号 仂�7逢ｨ��ｾ�X壓冷�

債権の範囲　金銭消費貸借取引　手形債権　小 

切手債権　手形割引取引　手形貸付取引　保 

証取引　保証委託取引　売買取引 

債務者　東京都中央区京橋一丁目11番2号 

豊　田　D　&　C　株　式　会　社 

権利者　東京部品用区北品川一一丁目10番2号 

トータル・エネルギー・ソリューション株式 

会社 

」遼吏重出 �+Xﾇﾒ�し金堂擾吐 



東京都新宿区北新宿1丁目3 S 3葛4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明喜　　　　　　(土地)

順位番号 �6���Gｨ��,ﾈ��mｨ��4��受付年月日・受付番号 侈���y����(��+ｸ��,ﾈ���ﾈ��,ﾈ��馼��ﾘ��

付託1号 �#IMH��.�9hﾊ�ﾋ9gｸｦﾙ.��平成27年2月6日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#iD��｣(ﾈ�#i?ｨｦﾙ.��

第3178号 ��

25 ��yMB�*�����yMB�,ﾈ���窺Hﾚｩ.�9b�平成28年5月30日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ����

権抹消 ��c�Sss畏b�

26 �#)MHﾚｩ.�9hﾊ�iX���平成28年5月30日 第15779号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ����

27 �#IMH嵋6�ﾉiX���平成28年5月30日 第15780号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�3�?ｨ����

28 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成28年5月30日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｩ�ﾙ.��

第15785号 仂�7逢ｨ��ｾ�"紊��iﾈ冷�

債権の範囲　金銭消費貸借取引　手形割引取引 

保証取引　保証委託取引　手形債権　小切 

手債権 

債務者　東京都新宿区市谷田町三丁目21番地 

3-103 

ワールド設備工業株式会社 

根抵当権者　千葉県匝瑳市八日市場イ2614 

宣些 タイへイ株式会社 

共同担保　目録(へ)第6803号 

2リ 俑ｩ.�9hﾊ��ﾙ.��平成28年5月30日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｩ�ﾙ.��

第15786号 仂�7逢ｨ��ｾ�#h壞rﾃc��iﾈ冷�

館櫛の範囲　金銭消費貸借取引　手形割引取引 

保証取引　保証委託取引　手形債権　小切 

手債権 

債務者　東京都新宿区市谷田町三丁目21番地 

3-103 

ワールド毅鯛工業株式会社 

根抵当権著　千葉県匝瑳市八日市場イ2614 

番地 

タ　イ　へ　イ　株　式　会　社 

共同担保　目録(へ)第6804号 

30 冤ﾘｵｹ9hｦﾙ�ﾙ.�ﾉ6�ﾂ�平成28年10月24日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#吋���ﾈ�#I?ｩ�ﾙ.��

一　　　　　(　　　　　-. 剔�31008号 仂�7逢ｨ��ｾ��(*B����iﾈ冷�

一三〇三 　) 劍ﾜ(ﾊ�,ﾉLﾘ鈷��ｾ��ｸ葺棹�ﾉ5ｹTｦ偃鞍�ﾜ(ﾊ���惲�
切手債権　手形割引取引　手形貸付取引　保 

証取引　保証委託取引　売買取引 

債務者　東京榔新宿区市谷田町三丁目21番地 

3-103 

ワールド設備工業株式会社 

権利者　東京都濯区赤坂六丁目10番7号 

株　式　会　社　S　A　W　A 

」企垂迫」 ��hﾛ�+ﾉ�),ｨ�b�趣連」 

⊥⊥ �.�9hﾊ��ﾙ.�ﾉ6��R�平成29年11月7日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ�)?ｨｾ��ｸ��N��ﾘ妺:�?｢�
第33827号 ���耳ﾎｩ.��

債権額　金4,000万円 

利息　年6・0%(年36う日の日割計算) 

韻書金年1う・0%(年36S日の目割計算 ) 

債務者　東京都新宿直前谷田町三丁目21番地 



東京都新宿区北新宿1丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明書　　　　　　　(土地)

順位番号 �6���利��,ﾈ��mｨ��4��受付年月日・受付番号 侈���y����(��+ｸ��,ﾈ���ﾈ��,ﾈ��馼��ﾘ��

3葛103 

ワールド設備工業株式会社 

権利者　東京都港区新橋五丁目13祷13号川 

勝ビル2勝 

株　式　会　社　G　O　T 

共同担保　日銭(くま)第779号 

随弧 �+Y|俾偬I;���圏 

32 �.�9hﾊ��ﾙ.瓜�¥y�R�平成30年2月27日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ3�D�(ﾈ�#y?ｨｾ��ｸ��N��ﾘ妺:�?｢�

第S671号 ���ﾘ).��

債権額　金3.600万円 

利息　年15% 

掘害金　年20% 

債務者　東京都新宿区市谷田町三丁目21番地 

3-103 

ワールド設鱒工業株式会社 

権利者　東京都港区新橋五丁目13番13号川 

勝ビル2階 

株　式　会　社　G　O　「、 

共同垣保　目録(ほ)第1535号 

」垂直遮亘」 ��y���)+ﾅﾒ�血出土喧」 

ユー王 �.�9hﾊ��ﾙ.��平成30年4月20日 侏H淑[ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨｾ��ｸ��N��ﾘ妺:�?｢�耳�ｩU9�ｲ�
一一.._〇・。。、-` 剔�11873号 

上皇 劍ﾜ(ﾊ�ｧｨ��ｾ�(壓冷�
、、〇〇〇一一一一一 劔y��x��D����S3�RR�

拙著金　年20・00%(年365日の日割計 

算) 

債務者　東京都新宿区市谷田町三丁目21番地 

3-103 

ワールド設鮨工業株式会社 

抵当権者　埼玉県草加市金明町389番地1 

リ　べ　レ　ス　テ　株　式　会　社 

共同担保　目録((か第1926号 

34 �3�MH��3)MH嵋6�ﾉiX���平成30年4月20日 第11963号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨ����

35 �3�MH��39MH�見¥���平成30年4月20日 侏H宿��[ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�68ﾘx�2�

第11967号 ��c���39MI.�9hﾊ��

第2　30番根抵当権設定仮登記 

36 �#窺H��#儁Hﾚｩ.�9hﾊ�iX���平成30年7月2日 第20306号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ����

37 �*C9MI.�9hﾊ�iX���平成30年7月2日 舞20308号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ3�D緝ﾈ�#i?ｩ]俐��

38 �3�MH嵋6�ﾉiX���平成30年7月2日 第20309号 侏H宿��[ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ����



東京都新宿区北新宿1丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明歯　　　　　　　(土地)

共　同　担　保　目　録 

記号及び番号匡追里_旦里　　　　　　　　　　中車成4年3月5日 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ������������OR�

1 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�1 兌ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ�#i?ｨ�9WI�c����8ﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の2の建物 ��

2 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��539MI&�3���徂夐MHﾘb�1 兌ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ�#i?ｨ�9WI�c����8ﾘiiX���

北朝清一丁目　353番39の4の建物 ��

3 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��539MI&�3���徂夐MHﾘb�1 兌ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ�#i68�9WI�c����8ﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の6の建物 ��

4 ��h�ｾifｹ�h�自)ｨ����539MC3�,ﾉ7�&��⊥ 傴ｩ��S�D��(ﾈ�#�mｨ��'ﾉ��3�Ss畏i¥��

中島ビル株式会社持分 剄X 

平成17年5月26日受付第18183号抹消 

5 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��⊥ 兌ﾙ�ﾃID�(ﾈ��9?ｨ�9WI�c3塔XﾘiiX���

」」上古 丙�ﾔ洩r�昭和63年法務省令第37号附則第3条の規定 

により移記 

平成4年3月5日 

6 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��10 兌ﾙ�ﾃ�9D�(ﾈ緤?ｨ�9WI�c3#C�ﾘi,x���

平成17年5月26日受付第18183号抹消 

!金二百I 几)?�?��ﾒ�平成17年5月26日全部抹消 

共　同　担　保　目　録 

記号及び番号車道三〇主上　　　　　　　　　」醜1平成4年3月5日 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

1 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�王 兌ﾙ�ﾃ�yD�8ﾈ�#i?ｨ�9WI�h���ォﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の2の建物 

2 ��h�ｾifｹ�h�自)ｨ齪��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�王 兌ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ�#i?ｨ�9WI�h���ォﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の4の建物 

3 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�2 兌ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ�#i68�9WI�c���ォﾘiiX���

北新宿一丁目　3S3番39の6の建物 ��

4 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&��2 兌ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ�#i?ｨ�9WI�c���ォﾘiiX���

中島ビル株式会社詩分 ��

S ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��2 兌ﾙ�ﾃID�(ﾈ��8苓�9WI�c3塔XﾘiiX���

:÷工1」 �ﾒ�昭和63年法務省金筋37号附則第3条の規定 

により移記 

平成4年3月5日 

6 ��h･粟ifｹ�h�耳自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��11 兌ﾙ�ﾃ�9D�(ﾈ緤?ｨ�9WI�c3#C(ﾘi,x���

平成17年S月26日受付第18184号抹消 

」套二旦」 併|鍔�%X�b�平成17年5月26照全部抹消 



東京都新宿区北新宿1丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明書　　　　　　　(土地)

共　同　担　保　目　録 

紀号及び番号世上呈上上皇　　　　　　　　　i調製i平成4年3月5日 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

1 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�王 兌ﾙ�ﾃ��D���ﾈ�#�mｨ��'ﾉ��3��3畏iiR�

北新宿一丁目　353番39の2の建物 剌ﾁ 

2 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�3 兌ﾙ�ﾃ��D���ﾈ�#�?ｨ�9WI�c3��3畏iiR�

北朝清一丁目　353番39の4の建物 ��消 

3 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�3 兌ﾙ�ﾃ��D���ﾈ�#�?ｨ�9WI�c3��3畏iiR�

北新宿一丁日∴353番39の6の建物 ��消 

4 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&��王 兌ﾙ�ﾃ��D���ﾈ�#�68�9WI�c3��3畏iiR�

中島ビル株式会社持分 剌ﾁ 

5 ��h･粟ifｹ*�;�ｩ)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��王 兌ﾙ�ﾃID�(ﾈ��968�9WI�c3套8ﾘiiX���

亡査二重」 俐�ﾕ��ﾈ�b�昭和63年法務省令第37号附則第3条の規定 

により移記 

平成4年3月5日 

し遼二重二 ��i|��ｸ�ｹ%X�b�平成10年10月21日金部抹消 

共　同　担　保　目　録 

弼及び番号匡ユ_L生壁　　　　　　　　　i醜i平射7年3月16日 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

1 ��h�ｾifｹ�h��ｨ�X�X�X�Y)ｩmｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&��9 兌ﾙ�ﾃ#YD紿ﾈ��i?ｨ�9WI�c��3#(ﾘiiX���

中島ビル株式会社持分 ��

2 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��⊥〇三 兌ﾙ�ﾃ%9D紿ﾈ��i?ｨ�9WI�c��3#(ﾘiiX���

3 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�王 兌ﾙ�ﾃ%9D紿ﾈ��h���9WI�c��3#(ﾘiiX���

北新宿一丁目　3S3番39の2の建物 

4 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�S 兌ﾙ�ﾃ#YD紿ﾈ��i?ｨ�9WI�c��3#(ﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の4の建物 ��

5 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�5 兌ﾙ�ﾃ#YD紿ﾈ��i68�9WI�c��3#(ﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の6の建物 ��

」余二旦」 ��h侚�%X�b�平成25年4月16日全部抹消 

共　同　担　保　目　録 

記号及び番号 �(へ)窮う03号 劔+)�ｲ�平成26年う月20田 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�傀x見MHﾘb�予　　　　　備 

l ��h･粟ifｹ�h�ﾘ�i)ｩmｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&����ｸ�bﾒ�平成26年12月25日受付第39717号抹 

中島ビル株式会社持分 劍���

2 ��h�ｾifｹ�h��ｨ�X�X�Y)ｩmｨ��539MCC�,ﾉ7�&����b�平成26年12月2う円受付第39717号妹 

消 

*ト散のあるものは掴削項であることを′」汁。　　　　　　　　　　整理番号　KO3713　( 1/1 )　10/15



東京都新宿区北新宿1丁目3 5 3-4重　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明宙　　　　　　　(土地)

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

3 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�9 兌ﾙ�ﾃ#i�3�(ﾈ�#Y?ｨ�9WI�c3都�xﾘiiR�

北新宿一丁目　353番39の2の建物 ��消 

4 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�9 兌ﾙ�ﾃ#iD��(ﾈ�#Y?ｨ�9WI�c3都�xﾘiiR�

北新宿一丁目　353番39の4の建物 ��消 

S ��h�ｾifｹ�h�自)ｩ?ｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�阜 兌ﾙ�ﾃ#iD��(ﾈ�#Xﾏｸ�9WI�c3都�xﾘiiR�

北新宿一丁目　353番39の6の建物 剌ﾁ 

し垂二二亘臆 ��h皦�ｸ�ｹ%X�b�平成26年12月25し1全部抹消 

共　同　担　保　目　録 

諦号及び番号　(へ)第814号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顕製　平成26年7月2日 

看■漢書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音臆1看喜題臆臆喜喜漢書臆題 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

1 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩ?ｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&��14(あ) 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ�9WI�c�Sss畏iiX���

中島ピル株式会社持分 

2 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩ?ｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��17(あ) 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�68�9WI�c�Sss畏iiX���

3 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�10(あ) 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�68�9WI�c�Sss畏iiX���

北新宿一丁目　353番39の2の建物 ��

4 ��h･粟ifｹ*兀�ｩ)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�10(あ) 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ�9WI�h-ﾈ*Css畏iiX���

北新宿一丁目　353番39の4の建物 

5 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�10(あ) 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ�9WI�c�Sss畏iiX���

北新宿一丁目　353番39の6の建物 ��

」仝二鳥」 併mｹ?���b�平成28年5月30田全部抹消 

共　同　担　保　目　録 

記号及び番号　(へ)第815号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調製　平成26年7月2田 

獲臆臆■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菓○○1案S題■臆案漢書 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

1 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&��14小、〉 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ�9WI�c�*Css畏iiX���

中島ビル株式会社持分 ��

2 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��17旬り 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�苓��XI���3ss畏iiX���

3 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�10くり 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ�9WI�c�3ss畏iiX���

此所祐一丁目　3う3番39の2の建物 

4 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�10(↓) 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�mｨ��'ﾉ���3ss畏iiX���

北新街一丁自　353番39の4の建物 

S ��H��ｾifｹ�h�耳自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�10(い) 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ�9WI^ｳ�Sss畏iiX���

北新宿臆」一丁目∴353番39の6の建物 ��

し重二旦」 ��hｾ��U�%X�b�平成28年5月30日全部抹消 



東京都新宿区北新宿1丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明蜜　　　　　　　(土地)

共　同　担　保　目　録 

記号及び番号　(へ)第816号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調製　平成26年7月2日 

菓臆■e■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆臆○○題鵜■園臆漢書臆■ 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

1 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&��15 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ�9WI�c�Sss畏iiX���

中島ピル株式会社持分 ��

2 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��_」笠 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ�9WI^ｳ�Sss畏iiX���

3 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�11 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ�9WI�c�*Css畏iiX���

北新宿一丁目　353番39の2の建物 ��

4 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��8*C9MI&�3���徂夐MHﾘb�_⊥⊥ 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�3�68�9WI�c�3ss畏iiX���

北新宿一丁目　353番39の4の建物 

う ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�11 兌ﾙ�ﾃ#吋綛ﾈ�3�?ｨ�9WI^ｳ�Sss畏iiX���

北新宿一丁目　3S3番39の6の建物 ��

隆二亘」 兢��平成28年5月30日全部抹消 

共　同　担　保　目　録 

請及び番号匡上皇哩　　　　　　　　　l調製l平成26年10月7日 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������苒�

1 ��h･粟ifｹ�h�自)ｨ����3S9MC3�,ﾉ7�&��16 兌ﾙ�ﾃ#iD�-ﾃ�ﾈ�(-ﾉ?ｨ�9WI�c3##�(ﾘiiR�

中島ビル株式会社持分 ��消 

2 ��h･粟hﾙ�ｩY�ｩ)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��19 兌ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ�#�?ｨ�9WI�c3##�(ﾘiiR�

消 

3 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�12 兌ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ�#�?ｨ�9WI�c3##�(ﾘiiR�

北新宿一丁目　353番39の2の建物 ��消 

4 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�12 兌ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ�#�68�9WI�c3##�(ﾘihR�

北新宿一丁目　353番39の4の建物 ��消 

5 ��h�ｾifｹ�h�自)ｨ齪��539MI&�3���徂夐MHﾘb�12 兌ﾙ�ﾃ#iD���ﾈ�#�mｨ��'ﾉ��3##�(ﾘiiR�

北新宿一丁目　353番39の6の建物 ��消 

」全十臆旦」 ��i|捧��b�平成26年10月21日全都抹消 

共　同　担　保　目　録 

記号及び番号 �(へ)第2重18号 劔+)�ｲ�平成26年12月25口 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�傀x見MHﾘb�予　　　　　備 

l ��h�ｾifｹ�i�H自)ｩmｨ��539MC3�,ﾉ7�&������平成28年5月30日受付第1S779号抹消 

中島ビル株式会社持分 � 

2 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&����ｨ蓼�ｨ蔗�平成28年5月30臼受付第1う779号抹消 

3 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩ?ｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�抱�f��平成28年5月30日受付第15779号抹消 

北新宿一丁目　353番39の2の建物 

4 ��h�ｾhﾙ�ｨ�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�抱�f��平成28年う月30日受付第15779号抹消 



東京都新宿区北新宿1丁目3 S 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明書　　　　　(土地)

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

北新宿一一丁目　353番39の4の建物 �� 

5 ��i7hｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�15 兌ﾙ�ﾃ#吋�8ﾈ�3�?ｨ�9WI�c�Sss俘iiX���

北新宿一丁目　353番39の6の建物 ��

」奄二重二 ��igｸ�h齟�平成28年5月30日全部抹消 

共　同　担　保　目　録 

記号及び番号車型上里　　　　　　　　　i醜阜28年頂0日 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

1 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��三五 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)68�9WI�c#�3�hﾘiiX���

2 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�21 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�(苓���Y��#�3�hﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の2の建物 ��

3 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�21 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�hﾘiiX���

北新宿一丁目　3S3番39の4の建物 ��

4 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�21 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�hﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の6の建物 ��

5 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&��25 兌ﾙ�ﾃ8�ｩD繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�hﾘiiX���

ワールド設備工業株式会社持分 ��

」企」封 兢��平成30年7月2日全部抹消 

共　同　担　保　目　録 

請及び番号l坦掌理皇　　　　　　　　　　国平成28年5月30日 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

l ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��〇三〇旦 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)68�9WI�c#�3�hﾘiiX���

2 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��539MI&�3���徂夐MHﾘb�22 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)mｨ��'ﾉ��#�3�hﾘiiX���

北新宿一丁目　3S3番39の2の建物 ��

3 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�22 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�hﾘiiX���

北新宿-ヽ・丁目　353番39の4の建物 ��

4 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�22 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)68�9WI�c#�3�hﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の6の建物 ��

5 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&��26 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�hﾘiiX���

ワールド殺鯛工業株式会社持分 ��

」全_旦」 ��hｾ�?���b�平成30年7月2臼全部抹消 

共　同　担　保　目　録 

話号及び番号 宙*ﾘ-ﾂ��css俘b�調製 兌ﾙ�ﾃ#僖���ﾈ繦?｢�



東京都新宿区北新宿l丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明書　　　　　　(土地)

番　号 ��云ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

1 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�24 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨ�9WI�c��田8ﾘiiX���

北新宿-∴丁目　353番39の2の建物 ��

2 ��h�ｾifｹ�iY�ｩ)ｩmｨ��539MI&�3���徂夐MHﾘb�阜 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�mｨ��'ﾉ����田8ﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の3の建物 

3 ��i�粟ifｹ�hｶｸ自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�三上 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨ�9WI�c��田8ﾘiiX���

北新清一丁目　353番39の4の建物 

4 ��h�ｾifｹ�i��ｩ)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�24 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨ�9WI�c��田8ﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の6の建物 ��

5 ��h�ｾifｹ�i�(自)ｨｽｸ��3S9MC3�,ﾉ7�&��〇三〇主 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨ�9WI�c��田8ﾘiiX���

ワールド設備工業株式会社持分(順位5番、8番 

で登記した持分) 

6 ��h�ｾifｹ�iY�ｩ)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��王⊥ 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨ�9WI�c��田8ﾘiiX���

[杢二重二」 併:y?���b�平成30年4月20日金部抹消 

共　同　担　保　目　録 

記号及び番号I逆上〇三三塁　　　　　　　　　i醜十戒30年2月27日 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

1 ��iu�ｾifｹ�h�自)ｨﾙ���3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�上_旦 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨ�9WI�c��田8ﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の3の建物 

2 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�25 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨ�9WI�c��田8ﾘiiX���

北新宿-・丁目　353番39の4の建物 ��

3 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�_2〇三 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨ�9WI�c��田8ﾘiiX���

北新宿一丁目　353番39の6の建物 

4 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&��34 兌ﾙ�ﾃ3�D�8ﾈ�3��蓼*I8ﾈｹ馘�k�ｼy+x,ﾈﾕる�8ｹh�"�

ワールド設鯛工業株式会社持分 ��平成30年3月30田受付第10264号によ 

ワールド設備工業株式会社持分(順位5番、8番 凾闢o記 

で駕記した持分) 剳ｽ成30年4月20日受付第11963号抹消 

5 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��_⊇〇三 兌ﾙ�ﾃ3�D紿ﾈ�#�?ｨ�9WI�c��田8ﾘiiX���

6 ��h�ｾifｹ*兀�ｩ)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�2S 兌ﾙ�ﾃ3�ｸﾓHﾈ�#����9WI�c��田8ﾘiiX���

北新宿一丁日　3S3番39の2の建物 ��

」を二重」 併�)?��ﾒ�平成30年4月20日全部抹消 

共　同　担　保　目　録 

記号及び番号 �(ほ)第1926号 劍ﾇｩ�ｲ�平成30年4月20日 

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�傀x見MHﾘb�予　　　　　備 

1 ��h�ｾhﾙ�ｩY�ｩ)ｩmｨ��3S9MC3�,ﾉ7�&���3b�平成30年7月2日受付第20308号抹消 

ワールド毅備工業株式会社持分(順位5番で登記 � 

した持分) 

2 ��h�ｾhﾙ�ｨ�耳耳�X�Y)ｨﾉx��3S9MC3�,ﾉ7�&����ｨ蓼�｣��平成30年7月2口受付第20308号抹消 



東京都新宿区北新宿1丁目3 5 3-4 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　全部事項証明奮　　　　　　(土地)

番　号 �%9]ｸ,ﾉmｩ4�,X*�.侈�y�,ﾉUﾈ鹵�順位番号 冰ﾈ����������OR�

ワールド設備工業株式会社持分(順位8番で登記 �� 

した持分) 

3 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��539MC3�,ﾉ7�&��38 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�畏iiX���

ワールド設綿工業株式会社持分(順位9番で登記 ��

した持分) 

4 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�26 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�畏iiX���

北新宿一丁目　353番39の2の建物 ��

う ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���h夐MHﾘb�11 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�畏iiX���

北新宿一丁目　353番39の3の建物 ��

6 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�〇三〇五 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�畏iiX���

北新宿一丁目　3S3番39の4の建物 

7 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��539MI&�3���徂夐MHﾘb�三〇 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�畏iiX���

北新宿一丁目　353番39の5の建物 

8 ��h･粟ifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MI&�3���徂夐MHﾘb�主上_ 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�畏iiX���

北新宿一丁目　353番39の6の建物 

9 ��h�ｾifｹ�h�自)ｩmｨ��3S9MCC�,ﾉ7�&��主上_ 兌ﾙ�ﾃ3�D繆ﾈ�)?ｨ�9WI�c#�3�畏iiX���

高士 �+Xｼ･�%U��b�平成30年7月2日全部抹消 

これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した増面である。

(東京法務局新宿出張所管轄)

平成30隼1 1月8日

京都地方法務局　　　　　　　　　　　　　　謹話官 金　子　悪　事


