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October 26, 2016 00:40

新橋4丁目地上げの歴史はながい。

現場登記をみれば間組が地上げを始めていた物件でありました。
 

昭和63年開始、新生銀行関連を通じてイディアルプロパティが地上げ継続。
 

野崎元司法書士殺しと公正証書原本不実記載事件で、リーマンの手先と露見するので
 

手放して、結局NTT都市開発が京栄商事経由で取得。
 

昨年所有権移転された高橋礼子さんの土地と並べて登記事項をPDFで置きます。
 

昭和63年以前間組も誰かから当該土地を買ったのですが、それが高橋礼子さんの
 

土地であった可能性はある。134-1が元番ですから分筆されているから。
 

（イディアル小笠原リーマン物件）
 

港区新橋４丁目１３４－１０不動産登記（土地全部事項）2016071501862415.PDF
 

（高橋さん物件）
 

港区新橋４丁目１３４－１不動産登記（土地全部事項）2016071197391101.PDF
 

 

さて、いかのお断り書きのように青山の大家さんは激おこであります。
 

一階テナント以外、みんな出ろ。
 

うさんくさい奴はとにかく出ろ。
 

ギャラリー
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なにをやってしまったのでしょうか。
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最新記事

細野豪志の説明責任。

子供を殺すと香典袋

香典袋に「お前の子を殺
す」という香典を入れる。
（１）

税務というお仕事。そして
「なんでやねん」ドツキ漫
才。籠池辻元。

結果はしぬまでわからな
い。

平昌に仕事でゆくのか、単
なる観光で終わるか。

吉本芸人の経済行為。

故人住吉会西口総裁と亀
井静香、笠岡和雄、国際新
聞I。

アクセスジャーナル記事に
ついて。（一部の参考用）

諸々、続く些事が瑣事にな
る。
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風評被害が収まるまで賃貸業まで中止です。
 

その理由は以下の通り。
 

  

みらい合同会社、ドリーム投資組合で塩見ホールディングスが出資金詐欺を
 

このビルに入り込んで、働いていたのであります。
 

老人の金、被害総額30億以上、逮捕者芳賀、山岡、萩原、他多数。
 

入れ込んだ奴は誰だ。テナント某でしょう。
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役所の注意勧告書には二つのみらい合同がある。
 

当然もう一つ登記がある。
 

みらい合同会社法人登記簿（全部事項）2015070331028973.PDF
 

このように同じ名前の会社を二つ作り詐欺を働くのが詐欺師でして、
 

この会社代表が、
 

セブンシーズホールディング、アルデプロの執行役員なんであります。
 

（いまはどうなったかしらない。）
 

銀座九龍城ビルをいうなら、
 

湖雲寺、南青山三丁目、真珠宮ビル、TSKビル2階なんですよ。
 

 

 

https://db.tt/QVLqxvBp
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関連記事

⼆つに破れた⽇本最⼤の
任侠組織⼭⼝組
5⽉ 17, 2016

原⽥勝美の詐欺⾏為を告訴し逮捕するためにご協⼒くだ
さい
7⽉ 18, 2013  社会問題  コメント１つ  5,380 Views

この記事には次のことが書かれています [詳細を隠す]

1 １億１千万円詐取 会社役員の男逮捕 神奈川県警
2 もしよかったらあなたの御意⾒をお聞かせ下さい。

2.1 関連

 

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

神奈川県茅ケ崎市松が丘にある株式会社夢⽞館という会社で不動産業を営んでいる原⽥勝美⽒は、オレオレ詐欺の⾸謀者
の資⾦運⽤を任されている、帝国ホテルに事務所を構えるネズミ講グループの仕事を請け負っていると豪語し、⾃ら設⽴
した会社は、暴⼒団関係者を働かせていると、遠まわしに威圧をかけ、様々な詐欺話を持ちかけ、お⾦をだまし取ってい
るという。 インターネットで原⽥勝美の名前を調べても、簡単にその悪⾏が散⾒できる。

村上ファンドの村上世彰の弟⼦と称して、シンガポールの会社に投資すればクレジットラインで資⾦が導⼊でき、
運⽤によりかなりの配当⾦が得られるという話です。

しかし投資家は何も得られていないどころか元⾦すら返却されていない。

50代の⽅々が狙われています。 気を付けてください。

私は、神楽坂のセブンシーズホールディングス�鰍ﾅ、その関連⼦会社のセブンシズアセットマネジメント�鰍ﾌデ
ィレクターである原⽥勝美⽒から、シンガポールの投資について２００７年の初めに説明を受けました。

海外の投資の内容は『我々は、世界中の財閥と繋がりを持っており、仲間であり、彼らが、1億ドルのクレジット
ラインを引いてくれ、その資⾦を、バージンアイランド籍の会社をシンガポールに作り、その会社がバークレイ銀
⾏で運⽤する。』という説明だった。

http://kokusaipress.jp/263647
http://kokusaipress.jp/category/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e5%95%8f%e9%a1%8c
http://kokusaipress.jp/1023#comments
http://kokusaipress.jp/1023#
http://kokusaipress.jp/1023#i
http://kokusaipress.jp/1023#i-2
http://kokusaipress.jp/1023#i-3
javascript:void(0);
http://kokusaipress.jp/263647
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新橋を根城に詐欺を繰り返す原⽥勝美

原⽥勝美⽒⽈く『村上ファンドの村上世彰⽒は我々
の会⻑であり、今回のシンガポールの投資の話は、
村上世彰⽒が考案したプログラムであり、ノウハウ
である』であると⾔っていた。

上場会社であるセブンシーズホールディングス�鰍ﾌ
本社を舞台にして、また村上ファンドの村上世彰⽒
を師匠のように⾒⽴て、原⽥勝美は、その関連⼦会
社の役員と称していた。

原⽥勝美と中尾康博はグルです。帝国ホテルタワー
を舞台に⼆⼈でマッチポンプで騙してます。お互い
に責任をなすり付けていますが、まちがなくグルで
す。皆さんもだまされないように。⼆⼈とも⼝が旨
く何百⼈も騙されています。

夢⽞館原⽥勝美は数々の悪⾏を重ねている。不動産
の仲介⼿数料の横領は当たり前だ。こんな業者とは
仕事したくないな。

またおそらく原⽥勝美にだまされたであろう⼈の怒りの声
も⾒受けられる。

原⽥勝美は最低の⼈間です。茅ヶ崎で不動産会社やってますが、毎⽇東京に出て来ては騙す相⼿を探し⾔葉巧みに
ペテン師が本業です。こんな奴は絶対に許せない。早く警察に捕まればいい。

海外の投資話のトラブル以外に、本業の不動産取引のトラブルは沢⼭ある。皆さん気をつけましょう。

原⽥勝美に不動産融資でお⾦を借りて⾃殺者が出て原⽥勝美も中尾も笑っているから⼈間じゃ無い…絶対に許せな
い。

このように、本誌がつかんだ原⽥勝美⽒の悪⾏以外にも、相当数の苦しんでいる被害者がいるものと思われる。 今回、本
誌が取材をした被害者は、今後、原⽥勝美を⺠事だけでなく、刑事でも訴える準備をしているという。しかし、原⽥勝美
⽒の⼿⼝が巧妙なために、刑事告訴を受理してもらうのに苦戦をしているという。 そこで、本誌を通して、原⽥勝美⽒に
被害に遭った⼈や、原⽥勝美を知る⼈から、情報を集めてほしいとの要望を受けた。原⽥勝美の悪⾏をゆるせない、そん
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な⽅は、ぜひ、情報をお寄せ下さい。 また原⽥勝美を刑事告訴し、逮捕してもらうために、原⽥勝美被害者の会を作るそ
うなので、もしご興味ある⽅は、本誌までご⼀報いただきたい。

追記︓

原⽥勝美は終に逮捕されました。

１億１千万円詐取 会社役員の男逮捕 神奈川県警
2013.11.28 20:27

 神奈川県警捜査２課と茅ケ崎署は２８⽇、詐欺の疑いで、茅ケ崎市緑が浜の会社役員、原⽥勝美容疑者（４５）を逮捕
した。容疑を否認しているという。

逮捕容疑は、平成１９年５⽉、財務省が管理する都内２カ所の国有地計３１５坪を優先して払い下げるための仲介の内⾦
名⽬で、都内の不動産会社から１億１千万円をだまし取ったとしている。

同課によると、原⽥容疑者は同社を経営する６０代男性に「財務省の⼈間をオレは知っている」などと話して信⽤させて
いたという。国有地はいずれも、払い下げの対象ではなかった。
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