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「パーク・ハイム池袋本町」外7物件調査業務 東京都 物件調査業務 2021年7月 ～ 2021年12月

加須住宅　境界確定業務 境界確定 ～

上水戸住宅　境界確定業務 茨城県 境界確定 3,605㎡ 2021年3月 ～ 2021年10月

上並榎住宅　境界確定業務 群馬県 境界確定 3,249㎡ 2021年3月 ～ 2021年11月

栃の葉寮　境界確定業務 栃木県 境界確定 1,423㎡ 2021年3月 ～

横浜工事事務所　境界確定業務 神奈川県 境界確定 6,864㎡ 2021年3月 ～

港区芝五丁目26番計画に伴う越境物測量および覚書作成業務 東京都 越境物測量・覚書作成 2021年3月 ～

江東区新木場二丁目に係る境界確認測量 東京都 境界確認測量 14,230㎡ 2021年4月 ～ 2021年4月

文京区湯島二丁目　滅失登記申請業務 東京都 建物滅失登記 2021年5月 ～ 2021年5月

(仮称)和光市白子二丁目計画　周辺建物測量業務 埼玉県 立面測量 4,544㎡ 2021年6月 ～ 2021年6月

(仮称)台東区東浅草一丁目計画　追加越境測量業務 東京都 境界測量 2021年6月 ～ 2021年6月

(仮称)台東区東浅草一丁目計画　境界杭復元業務 東京都 境界杭復元 2021年6月 ～ 2021年6月

(仮称)江戸川区南篠崎B計画　追加登記申請業務 東京都 追加登記申請業務 2021年7月 ～

(仮称)江東区東砂6丁目計画　土地分筆登記業務 東京都 土地分筆登記業務 5,554㎡ 2021年7月 ～ 2021年7月

(仮称)江東区東陽五丁目計画 東京都 境界確定関係業務 9,212㎡ 2021年7月 ～

(仮称)江東区東陽五丁目計画 東京都 計画測量関係業務 12,000㎡ 2021年7月 ～ 2021年8月

(仮称)豊島区南大塚二丁目計画　境界杭確認測量業務 東京都 境界杭確認測量 2021年8月 ～ 2021年8月

中央区銀座七丁目計画　境界杭確認業務 東京都 境界杭確認業務 2021年8月 ～ 2021年8月

（仮称）文京区本郷一丁目計画 東京都 道路詳細測量業務 2021年8月 ～ 2021年9月

（仮称）文京区本郷一丁目計画 東京都 計画測量業務 1,084㎡ 2021年8月 ～ 2021年9月

（仮称）いなげや国分寺市東恋ヶ窪店新築工事 東京都 基準点追加測量、図面作成関係業務 2021年9月 ～ 2021年11月

国分寺市東恋ヶ窪案件　越境測量、覚書取得関係業務 東京都 越境測量、覚書取得関係業務 2021年9月 ～

（仮称）江東区大島四丁目計画　越境測量業務 東京都 越境測量業務 2021年8月 ～ 2021年9月

（仮称）豊島区南大塚二丁目計画 東京都 道路後退後ポイント出し作業 2021年9月 ～ 2021年9月

中央区銀座七丁目計画　越境報告図作成業務 東京都 越境報告図作成業務 2021年9月 ～ 2021年9月

（仮称）神田岩本町計画　境界杭復元、合筆、地積更正登記業務 東京都 境界杭復元、合筆、 地積更正登記業務 2021年10月 ～ 2021年11月

（仮称）文京区大塚三丁目計画　境界杭確認測量業務 東京都 境界杭確認測量業務 2021年10月 ～ 2021年11月

西池袋３丁目計画新築工事 東京都 境界チェック、復元測量業務 2021年10月 ～ 2021年10月

国分寺市東恋ヶ窪案件　行政立会業務 東京都 行政立会業務 2021年12月 ～ 2021年12月
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(仮称)世田谷区深沢七丁目計画　建物滅失登記申請作業 東京都 建物滅失登記 2020年8月 ～ 2020年8月

(仮称)世田谷区深沢七丁目計画　地積更正登記申請作業 東京都 地積更正 3,491㎡ 2020年8月 ～ 2020年8月

(仮称)墨田区本所三丁目計画　境界確定作業 東京都 境界確定 1,270㎡ 2020年8月 ～ 2020年10月

(仮称)墨田区本所三丁目計画　計画測量業務 東京都 計画測量 1,270㎡ 2020年8月 ～ 2020年8月

中野区東中野三丁目計画　地積更正登記、 土地分割測量･分割点設置測量、分筆登記業務 東京都 地積更正、分筆登記 751㎡ 2020年8月 ～ 2020年9月

(仮称)文京区大塚三丁目計画　土地合筆および地積更正登記申請業務 東京都 土地合筆、地積更正登記 479㎡ 2020年8月 ～ 2020年8月

港区元麻布一丁目 東京都 計画測量 1,131㎡ 2020年8月 ～ 2020年8月

(仮称)江戸川区南篠崎町計画(物件A) 計画測量業務 東京都 計画測量 1,323㎡ 2020年8月 ～ 2020年8月

(仮称)江戸川区南篠崎町計画(物件B) 計画測量業務 東京都 計画測量、登記 1,681㎡ 2020年8月 ～ 2021年4月

(仮称)江東区大島4丁目計画（境界確定関係業務） 東京都 境界確定 4,715㎡ 2020年8月 ～

(仮称)江戸川区南篠崎町A物件計画　近隣建物測量業務 東京都 建物測量 1,323㎡ 2020年8月 ～ 2020年9月

(仮称)江戸川区南篠崎町B物件計画　近隣建物測量業務 東京都 建物測量 1,681㎡ 2020年8月 ～ 2020年9月

(仮称)川崎市宮前区鷺沼4丁目計画　登記(地目変更、合筆、地積更正)業務 神奈川県 合筆、境界測量 5,317㎡ 2020年9月 ～ 2020年10月

(仮称)新宿区東榎町計画　測量業務（引照点測量、図面作成） 東京都 引照点測量、図面作成 463㎡ 2020年9月 ～ 2020年9月

(仮称)板橋区成増二丁目計画　測量業務 東京都 境界測量・登記関係業務 2,851㎡ 2020年9月 ～ 2021年4月

【入来ビル】建物現状測量業務 東京都 現況測量 350㎡ 2020年9月 ～ 2020年9月

国分寺市東恋ヶ窪案件　建物滅失登記 東京都 建物滅失登記 2020年11月 ～ 2020年11月

(仮称)板橋三丁目計画　滅失登記業務 東京都 建物滅失登記 2020年11月 ～ 2020年11月

(仮称)文京区本郷五丁目計画　測量業務 東京都 計画測量 1,795㎡ 2020年11月 ～ 2020年11月

(仮称)文京区本郷六丁目計画　測量業務 東京都 計画測量 878㎡ 2020年11月 ～ 2020年11月

(仮称)杉並区荻窪三丁目計画　土地合筆登記・地積更正 東京都 合筆、地積更正登記 603㎡ 2020年12月 ～ 2020年12月

大田区下丸子二丁目　杭復元関係作業 東京都 境界杭復元 2021年1月 ～ 2021年1月

東日本高速道路株式会社様所有地（14物件） 0 境界確定 1900年1月 ～

室蘭住宅　境界確定業務 北海道 境界確定 3,177㎡ 2021年3月 ～

盛岡東住宅　境界確定業務 岩手県 境界確定 2021年3月 ～ 2021年10月

常盤台住宅　境界確定業務 岩手県 境界確定 3,967㎡ 2021年3月 ～ 2021年12月

小針住宅　境界確定業務 新潟県 境界確定 2021年3月 ～ 2021年11月

六日町住宅　境界確定業務 新潟県 境界確定 2021年3月 ～ 2021年11月

高田住宅　境界確定業務 新潟県 境界確定 2021年3月 ～

北越寮　境界確定業務 新潟県 境界確定 2,313㎡ 2021年3月 ～ 2021年11月

鶴田住宅　境界確定業務 栃木県 境界確定 934㎡ 2021年3月 ～ 2021年11月

駒生住宅　境界確定業務 栃木県 境界確定 1,573㎡ 2021年3月 ～
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江東区枝川1丁目解体工事建物滅失登記申請作業 東京都 建物滅失登記 2019年10月 ～ 2019年11月

(仮称)江東区大島四丁目計画 東京都 計画測量 4,676㎡ 2019年11月 ～ 2019年11月

さいたま市浦和区仲町三丁目計画　建物滅失登記申請作業 埼玉県 建物滅失登記 2019年11月 ～ 2019年11月

国分寺東恋ヶ窪案件　現況測量、高低測量、真北測定業務 東京都 現況測量、高低測量、 真北測量 5,067㎡ 2019年11月 ～ 2019年12月

さいたま市浦和区常盤十丁目　境界杭復元作業 東京都 境界杭復元 2019年11月 ～ 2019年12月

文京区湯島二丁目　境界確定作業 東京都 境界確定・現況測量 670㎡ 2019年11月 ～ 2020年5月

(仮称)文京区湯島二丁目計画 東京都 高低、真北測量 670㎡ 2019年12月 ～ 2019年12月

新宿区大久保一丁目　境界確定業務 東京都 境界確定 365㎡ 2019年12月 ～ 2020年4月

銀座7丁目解体工事　建物滅失登記申請作業 東京都 建物滅失登記 2019年12月 ～ 2020年1月

国立市富士見台二丁目計画　地積更正登記業務 東京都 地積更正登記申請 926㎡ 2019年12月 ～ 2020年1月

「(仮称)豊島区西池袋三丁目(Ⅱ)計画」 東京都 境界確定、道路測量、 越境覚書取得 231㎡ 2019年12月 ～ 2020年8月

(仮称)杉並区荻窪三丁目計画 東京都 現況、高低、真北測量 603㎡ 2020年1月 ～ 2020年1月

杉並区荻窪三丁目　境界確定作業 東京都 境界確定 603㎡ 2020年1月 ～ 2020年4月

(仮称)豊島区南大塚二丁目計画 東京都 現況、高低、真北測量 627㎡ 2020年1月 ～ 2020年1月

千代田区麹町一丁目計画　測量業務 東京都 現況、高低、真北測量 97㎡ 2020年1月 ～ 2020年2月

港区六本木六丁目　境界確定作業 東京都 境界確定作業 120㎡ 2020年1月 ～ 2020年5月

(仮称)文京区大塚三丁目計画　既存建物解体工事　既存杭測量作業 東京都 既存杭測量、図面作成 2020年2月 ～ 2020年2月

(仮称)新宿区東榎町計画 東京都 現況、高低、真北測量 463㎡ 2020年2月 ～ 2020年2月

(仮称)豊島区南大塚二丁目計画　境界確定作業 東京都 境界確定 627㎡ 2020年2月 ～ 2020年5月

(仮称)板橋三丁目計画　測量業務 東京都 計画測量、合筆、地積更正 823㎡ 2020年2月 ～ 2020年12月

(仮称）大塚三丁目計画　建物滅失登記作業 東京都 建物滅失登記 2020年2月 ～ 2020年4月

大田区下丸子二丁目計画　計画測量関係作業 東京都 計画測量 1,105㎡ 2020年3月 ～ 2020年3月

「(仮称)豊島区西池袋三丁目(Ⅱ)計画」　建物滅失登記申請作業 東京 建物滅失登記 2020年4月 ～ 2020年5月

(仮称)文京区大塚三丁目計画　境界杭確認測量作業 東京都 境界杭確認測量 2020年4月 ～ 2020年5月

中央区築地六丁目　測量関係作業 東京都 測量関係 1,196㎡ 2020年5月 ～ 2020年7月

(仮称)練馬区豊玉南三丁目計画　計画測量業務 東京都 計画測量 2,062㎡ 2020年5月 ～ 2020年6月

大田区南雪谷3丁目　建物滅失登記申請作業 東京都 建物滅失登記 2020年7月 ～ 2020年8月

江東区東砂6丁目　測量作業 東京都 計画測量 5,554㎡ 2020年7月 ～ 2020年8月

江東区東砂6丁目　測量作業 東京都 境界確定 5,554㎡ 2020年7月 ～ 2020年8月

豊玉南三丁目　地積更正登記関係作業 東京都 地積更正登記 2,062㎡ 2020年7月 ～ 2020年7月

(仮称)練馬区豊玉南三丁目計画　近隣建物測量業務 東京都 近隣家屋立面測量 2020年7月 ～ 2020年8月

(仮称)台東区東浅草一丁目計画　計画測量業務 東京都 計画測量、登記 467㎡ 2020年7月 ～ 2020年10月
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大田区下丸子二丁目境界確定作業 東京都 境界確定 1,105㎡ 2019年1月 ～ 2019年9月

船橋市西習志野三丁目境界確定作業 千葉県 境界確定 950㎡ 2019年1月 ～ 2019年9月

SOSiLA川越(建物表題登記申請関係) 埼玉県 建物表題登記 2019年1月 ～ 2019年2月

SOSiLA川越(境界確認測量、越境測量、越境覚書作成業務) 埼玉県 境界確認、越境測量、 越境覚書作成 2019年2月 ～ 2019年2月

(仮称)川越市菅原町計画合筆、地積更正登記作業 埼玉県 合筆、地積更正登記申請 2019年2月 ～ 2019年2月

神田岩本町計画測量関係作業 東京都 計画測量 363㎡ 2016年2月 ～ 2019年3月

会計ビル(神田岩本町)境界確定作業 東京都 境界確定 120㎡ 2019年2月 ～ 2019年8月

山上ビル(神田岩本町)境界確定作業 東京都 境界確定 240㎡ 2019年2月 ～ 2019年8月

品川区双葉一丁目確認測量、図面作成作業 東京都 確認測量、図面作成 2019年2月 ～ 2019年2月

船橋市本郷町確認測量、図面作成作業 千葉県 確認測量、図面作成 2019年2月 ～ 2019年2月

文京区大塚三丁目計画測量業務 東京都 計画測量 479㎡ 2019年2月 ～ 2019年3月

文京区大塚三丁目境界確定業務 東京都 境界確定 479㎡ 2019年2月 ～ 2019年4月

(仮称)中野区東中野三丁目計画計画測量関係業務 東京都 計画測量 757㎡ 2019年3月 ～ 2019年3月

(仮称)中野区東中野三丁目計画境界確定関係業務 東京都 境界確定 757㎡ 2019年3月 ～ 2019年7月

所有地境界確定作業(横浜市中区野毛町二丁目) 神奈川県 境界確定 45㎡ 2019年3月 ～ 2019年3月

南青山Dビル建物変更登記申請作業 東京都 建物変更登記 2019年3月 ～ 2019年5月

(仮称)南大塚二丁目計画杭頭測量作業 東京都 杭頭測量 2019年4月 ～ 2019年5月

中央区築地6丁目ホテル計画(土地現況測量作業) 東京都 現況測量 1,129㎡ 2019年5月 ～ 2019年5月

郡上市八幡町計画(建物測量関係作業) 岐阜県 現況測量 2019年5月 ～ 2019年6月

豊島区西池袋三丁目計画測量関係作業 東京都 計画測量 231㎡ 2019年6月 ～ 2019年6月

さいたま市浦和区常盤十丁目計画 建物滅失登記申請作業 埼玉県 建物滅失登記 2019年6月 ～ 2019年6月

中央区銀座七丁目計画測量作業 東京都 計画測量 320㎡ 2019年7月 ～ 2019年7月

中央区銀座七丁目境界画定作業 東京都 境界確定 320㎡ 2019年7月 ～ 2019年7月

大田区大森北一丁目測量関係作業 東京都 境界確定 532㎡ 2019年7月 ～ 2020年2月

彩青山ビル滅失登記申請手続 東京都 建物滅失登記 2019年8月 ～ 2019年8月

南青山Ｄビル杭復元作業 東京都 境界杭復元 2019年8月 ～ 2019年8月

品川区南大井六丁目測量業務 東京都 境界確定 400㎡ 2019年8月 ～ 2020年2月

中央区日本橋人形町二丁目４計画測量業務 東京都 測量業務 1,534㎡ 2019年10月 ～ 2019年10月

世田谷区用賀一丁目地目変更登記作業 東京都 土地地目変更登記 2019年10月 ～ 2019年10月

国立市富士見台二丁目計画計画測量等業務 東京都 計画測量 926㎡ 2019年10月 ～ 2019年10月

世田谷区深沢七丁目計画境界確定業務 東京都 境界確定 3,540㎡ 2019年10月 ～ 2020年5月

江東区東砂6丁目計画測量業務 東京都 計画測量 9,352㎡ 2019年10月 ～ 2019年11月
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越谷市蒲生寿町 埼玉県 建物滅失登記 1,441㎡ 2017年12月 ～ 2017年12月

(仮称)練馬区高野台五丁目 東京都 近隣家屋立面測量 2,415㎡ 2017年12月 ～ 2017年12月

さいたま市浦和区常盤九丁目 埼玉県 計画測量 927㎡ 2017年12月 ～ 2018年2月

横浜市中区野毛町二丁目 神奈川県 計画測量 1,091㎡ 2018年1月 ～ 2018年2月

横浜市中区野毛町二丁目 神奈川県 境界確定 1,091㎡ 2018年1月 ～ 2018年4月

鶴ヶ島計画 埼玉県 建物表題登記 2018年1月 ～ 2018年2月

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目 神奈川県 計画測量 800㎡ 2018年1月 ～ 2018年2月

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目 神奈川県 境界確定 800㎡ 2018年1月 ～ 2018年2月

船橋市本郷町 千葉県 地積更正登記 2,099㎡ 2018年1月 ～ 2018年2月

港南区上大岡西三丁目 神奈川県 面積測量 15,240㎡ 2018年3月 ～ 2018年4月

(仮称)さいたま市浦和区常盤十丁目計画 埼玉県 境界確定 927㎡ 2017年4月 ～ 2018年4月

さいたま市浦和区常盤十丁目計画 埼玉県 境界確定 1,650㎡ 2018年4月 ～ 2018年9月

港区三田一丁目 東京都 境界確定 259㎡ 2018年5月 ～ 2018年7月

文京区千駄木三丁目 東京都 境界確定 160㎡ 2018年5月 ～ 2018年12月

鷺沼四丁目 神奈川県 境界確定 5,316㎡ 2018年6月 ～ 2018年11月

ORS代々木上原ヒルズ 東京都 境界立会関係 800㎡ 2018年7月 ～ 2018年7月

ORS代々木上原ヒルズ 東京都 土地合筆・分筆 800㎡ 2018年7月 ～ 2018年8月

川越市菅原町計画 埼玉県 境界確定 1,231㎡ 2018年8月 ～ 2018年11月

江東区富岡一丁目 東京都 境界確定 512㎡ 2018年8月 ～ 2018年11月

ローレルコート石神井公園 東京都 土地分筆登記申請用測量 2,183㎡ 2018年10月 ～ 2019年2月

さいたま市浦和区常盤十丁目計画 埼玉県 地積更正登記 1,650㎡ 2018年10月 ～ 2018年11月

(仮称)文京区本郷四丁目計画 東京都 測量 623㎡ 2018年10月 ～ 2018年10月

豊島区南大塚二丁目計画 東京都 測量 588㎡ 2018年11月 ～ 2018年11月

豊島区南大塚二丁目 東京都 境界確定 588㎡ 2018年11月 ～ 2019年2月

渋谷区恵比寿西一丁目 東京都 境界確定 103㎡ 2018年11月 ～ 2019年4月

竣工時赤坂二丁目 東京都 杭復元関係 403㎡ 2018年11月 ～ 2018年11月

中央区築地六丁目 東京都 境界確定 843㎡ 2018年11月 ～ 2019年4月

野毛町二丁目 神奈川県 越境測量 1,043㎡ 2018年12月 ～ 2020年2月

所沢市大字亀ヶ谷 埼玉県 境界確定 8,430㎡ 2018年12月 ～ 2019年9月

江東区東雲一丁目 東京都 境界確定 41,517㎡ 2019年1月 ～ 2020年5月

横浜市鶴見区駒岡五丁目境界確定作業 神奈川県 境界確定 766㎡ 2019年1月 ～ 2019年9月

湯河原町門川境界確定作業 神奈川県 境界確定 652㎡ 2019年1月 ～ 2019年9月
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さいたま市浦和区常盤九丁目 埼玉県 境界確定 927㎡ 2017年1月 ～ 2018年3月

渋谷区上原3丁目 東京都 境界確定 800㎡ 2017年1月 ～ 2017年12月

港区赤坂3丁目 東京都 境界確定 443㎡ 2017年2月 ～ 2017年6月

品川区二葉一丁目 東京都 境界確認 2,279㎡ 2017年2月 ～ 2017年2月

港区赤坂二丁目 東京都 計画測量 636㎡ 2017年3月 ～ 2017年3月

上大岡西三丁目 神奈川県 計画測量 15,336㎡ 2017年3月 ～ 2017年3月

コンシュリア南大井4丁目 東京都 計画測量 2017年3月 ～ 2017年6月

日本橋浜町二丁目 東京都 確定実測図作成 1,116㎡ 2017年3月 ～ 2017年3月

東日本橋三丁目 東京都 境界確定 169㎡ 2017年3月 ～ 2017年1月

江東区越中島2丁目 東京都 計画測量 797㎡ 2017年3月 ～ 2017年6月

板橋区成増2丁目 東京都 境界確定 2,782㎡ 2017年5月 ～ 2017年11月

（仮称）大田区西馬込1丁目プロジェクト 東京都 現場調査 敷地図・報告書作成 367㎡ 2017年7月 ～ 2017年7月

船橋市本郷町 千葉県 立面測量・杭位置測量 立面測量 2,099㎡ 2017年7月 ～ 2017年8月

新宿区市谷田町三丁目 東京都 境界杭復元 2017年7月 ～ 2017年8月

江戸川区北小岩五丁目 東京都 境界確定 140㎡ 2017年7月 ～ 2017年9月

(仮称)府中市白糸台4丁目計画 東京都 計画測量 1,329㎡ 2017年7月 ～ 2017年10月

ボッシュ東松山案件 埼玉県 現況測量、高低測量 真北測定 47,063㎡ 2017年8月 ～ 2017年8月

赤坂二丁目 東京都 杭復元 636㎡ 2017年8月 ～ 2017年8月

プリムローズ聖蹟ビル 東京都 建物滅失登記 2017年9月 ～ 2017年9月

杉並区高井戸東四丁目 東京都 境界確定 262㎡ 2017年9月 ～ 2017年12月

松戸市稔台六丁目 千葉県 境界確定 4,434㎡ 2017年9月 ～ 2018年3月

北区十条二丁目 東京都 建物滅失登記 2017年9月 ～ 2017年9月

北品川五丁目 東京都 測量 420㎡ 2017年10月 ～ 2017年10月

越谷市蒲生寿町駐車場敷地 埼玉県 測量 962㎡ 2017年10月 ～ 2017年11月

越谷市蒲生寿町 埼玉県 測量 1,441㎡ 2017年10月 ～ 2018年1月

ＯＲＳ上原三丁目 東京都 測量 800㎡ 2017年10月 ～ 2017年10月

千葉県長生郡一宮町 千葉県 地歴調査 2017年11月 ～ 2017年12月

千葉県長生郡一宮町 千葉県 面積測量 3,999㎡ 2017年11月 ～ 2017年12月

北品川五丁目 東京都 境界確定 420㎡ 2017年12月 ～ 2018年6月

西船一丁目 千葉県 現況、高低、真北測量 5,547㎡ 2017年12月 ～ 2017年12月

新宿区水道町 東京都 滅失登記申請 2017年12月 ～ 2018年3月

新宿区水道町 東京都 滅失登記申請 2017年12月 ～ 2018年3月

工期
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