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権利部(甲区)(所有権に関する事項) 

順位番号 �6�ﾈ,ﾉmｩ4��受付年月日.受付番号 侈�y逸(+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾈ馼ﾘ��
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株式会社ルシフエ-ルプt)ゼクト 
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権_刑部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) 
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農丘jj_ユ呈 ������粟�����iﾈ冷�
慮絶壁監匿銀行取引手形債権小切手債権 

港区南青山二丁目13番11号 
式会社須藤花店 虐政皇捜査千代田区大手町一丁E5番5号 株式会社富士銀行 (取:陵店青山守店) 基周塵虚目錠(ち)第5332号 

上蓋登記名義人義元変更 兌ﾙ�ﾃ�yD�8ﾈ紵?｢�底国平成14年4月l日太店移転 
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上蓋.抵当権一部籍- 兌ﾙ�ﾃ�yD�8ﾈ紵?｢�Y�.h�･�2�盟当量望1享鮎鮎具尭些学習6番1号 株式会社みずほホールディングス 

l番場抵当権共有普段式会社みずほ 兌ﾙ�ﾃ�yD�8ﾈ紵?｢�盟当量空1章鮎鮎暮春撃等凱番5号 式会社みずほ王担行 
コーポレート銀行の権利の一部の移 転 ��葵褫�5�8e�｢�

⊥劇抵当権共有者株式会社みずほ ��ﾃ�yD�8ﾈ紵?｢�盟当量望14年4月1日放棄 千代EE]区内幸町-丁目1番5号 式会社みずほ銀行 千代田区丸の内-丁目3番3号 株式会社みずほコ-ポレート銀行 
ホールディングスの権利の移転 塔�3畏b�
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ヱ_畳過皇臆塵塵仮登記 兌ﾙ�ﾃ�僖���ﾈ��?｢��c3s都畏b�塵良平成19年9月27Ej債権譲渡 塩利孟中央区自走格太町四丁目8番16号 トランスバリュー信託株式会社 
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ヱ_査過当塩吐息挽蓋理 兌ﾙ�ﾃ#�D�8ﾈ�)?｢�盈国平成21年2月27Ej東京国税居差押 
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平成19年8月8日債権譲渡(譲渡人株式 会社SF不動産クレジット)にかかる債権 平成19年9月5日債権譲渡(原契約同日金 銭消費貸借.譲渡人株式会社SF不動産ク レジット)にかかる債権 平成20年1月21日債権譲渡(原契約同日 金銭消費貸借.譲渡人株式会社SF不動産 クレジット)にかかる債権 平成20年3月7日債権譲渡(譲渡人株式 会社SF不動産クレジット)にかかる債権 平成20年3月18日債権譲渡(譲渡人株 式会社SF不動産クレジット)にかかる債権 平成20年3月31日債権誰渡(譲渡人株 式会社SF不動産クレジット)にかかる債権 債務者新宿区新宿五丁目9番23号アドヴア ンステートピル3階 サンフォレストリアルティ株式会社 権利者中央区日本橋室町三丁目2番15号 株式会社SFCG 

[互二互】■ 丙ﾍﾙ?��ﾒ�[査コ訂 
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共同担保日韓 

記号及び番号 �(ち)第5332号 劔+)�ｲ�平成9年3月19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 凉Xｾilｩ�9$井�葵�3c)MH,ﾉ7�&����ｲ�平成19年8月22日受付第33776号抹消 

2 俟�ｾi>ﾉ�(�)?�)ｩm｣3c9MH,ﾉ7�&����ｲ�平成19年8月22日受付第33776号抹消 

3 俟�ｾi(��(�)?�)･�-�-颱h�I&陷h蝎MHﾘi>ﾈ����蓼ﾔ葵�#(,ﾂ���ｲ�平成19年8月22日受付第33776号抹消 

4 定ｾhﾝi�(�(6ｩ)ｩm･�-ﾅ�颱iE�&陷hﾝ)MHﾘi>ﾉ�ｲ��蓼蓼ｨ�3c)MC8,ﾈﾉｩZ����ｲ�平成19年8月22日受付第33776号抹消 

[套二重] 剴c 兌ﾙ�ﾃ�僖繹ﾈ�#)?ｩ�9YIiX���

共同-担.保目録 

記号及び番号 �(ち)第78.96号 劔+)�ｲ�平成10年4月27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 兒hｾi>ﾉ�(�)?�)ｩm｣3c)MH,ﾉ7�&��捧Eb�平成19年8月22日受付第33776号抹消 

2 俟�ｾi>ﾉ�ｸ�)?�)ｩm｣8,ﾉ7停�崩��平成19年8月22日受付第33776号抹消 

3 俟�ｾi>ﾉ�(�)?�)･�-ﾈｨ颱h�I&陷h夐MHﾘhﾘ(將�nx蓼ﾔ葵�3c)MC(,ﾈﾉｩZ�����平成19年8月22日受付第33776号抹消 

4 豫I�儖ｨ�;ieﾙMI*ｸ徂夐MHﾘi>ﾉ�ｲ����平成19年8月22日受付第33776号抹消 

垣二重二】 兌蚕二萱] 兌ﾙ�ﾃ�僖繹ﾈ�#)?ｩ�9YIiX���

共同担保日韓 

記号及び番号lくそ,第8800号匝製l平成8年9月12日 

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

i 俟�ｾi>ﾉ�(�)?�)ｩm｣3s�MH,ﾉ7�&��且 兌ﾙ�ﾃ�ID綛ﾈ纖?ｨ�9WI�c�#H��3hﾘiiX���

2 �8���(�)?�)ｩm｣3s9MH,ﾉ7�&��且 兌ﾙ�ﾃ�ID綛ﾈ纖?ｨ�9WI�c�#C3hﾘiiX���

3 俟�ｾi>ﾉ�ｸ�)?�)ｩm｣rﾘ,ﾉ7�"�且 兌ﾙ�ﾃ�ID綛ﾈ纖?ｨ�9WI�c�#C8�ｳhﾘiiX���

4 俟�ｾi>ﾉ�(�)?�)ｩm｣3syMH,ﾉ7�&��且 兌ﾙ�ﾃ�ID綛ﾈ纖?ｨ�9WI�c�#C3hﾘiiX���

5 儺�;ﾙyX�H�蓼ﾔ�%S3s9MI&粤3s�MI&菘2��)&鵑3syMI&陷h夐MHﾘc3s9MFﾈ,ﾂ�ｬIZ��且 l 兌ﾙ�ﾃ�ID綛ﾈ纖?ｨ�9WI�c�#C3hﾘiiX���

垣=亘] 併�?��ﾒ�昭和63年法務省令第37号附則第3条の規定 により移記 


