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銀座中央ビルという商材。

新橋4丁目元地主Ｔさん失踪が今年の3月12日。こう報道されて

いる。

愛宕署署員がＴさんを自宅まで送った翌日には失踪している。

心配した町内会長が捜索願。

新橋4丁目を登記を見たら、おなじみの方達ばかり。

愛宕署が捜査を始めたことをマスコミが書いたからとマスコミが

書きますが、

捜査本部を作るかどうかは別にして捜査は始めますよ。

それくらい登場する面子が濃いですから。

私はそう思う。

マスコミと一部のネット誌が平和恒産と書き立てるので現場を見

に行き、

占有者がいると確認。占有者も出てきて何かをお探しですかと

言うから、

人殺しを探しているとお答えした。冗談でありました。

さて、平和恒産仲田とすでにがんがん書かれているから、私も

検討しますが、

別にこのＨ恒産Ｎ氏がどうのという気はない。

ただ、銀座九龍城ビルと面白く書かれているビルの争奪戦で登

記に出てくる会社ではある。

中央区築地４丁目１４－１０不動産登記（全部事項）2014100229

778225.pdf

（甲区25番）

ピュアコーポレーションというのがＮ氏の会社です。
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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。

MS blog
私小説的体験ブログ。
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この九龍城ビルもただの雑居ビルでこの物件を巡りいじくり回し

ているのには理由があるはず

です。

ようするに、隣にＳ竹の施設があり、細い道路（多分42条二項道

路）もありで、

未使用に近い土地があり、再開発するとでかいビルが建つ可能

性あるから、

儲かるかもという思惑で動き始めた地上屋さんがいた。

良くあるはなしで、このビル争奪戦の弁護士バッチは誰で、金融

屋金主は誰で、

手口まで考えないと面白くない。

金融屋はＴとＲ、そこに色々整理で参加してきてグチャ付いた。

登記名義人が商業登記をいたずらした雰囲気があり、魔術も霊

能弁護士もいそうです。

表面に出でてくるのは、錯覚した地上屋ばかりで上手く行くわけ

がない。

地上げにも事件も哲学が必要だから。

さて、この築地の銀座中央ビル争奪戦で東京ソックスが出てく

る。

代々木の方に支店を持つ金融関係で有名です。

この物件の本質的部分は新宿区のビルにあると思う。

新宿区百人町１丁目２１１－３１不動産登記（土地全部事項）

(1).pdf

基本は相続問題があるでしょうし、昔から話題になっていた物件

です。

Ｓ魂塾とか話題の弁護士がいじくり回していた。

 

１　こういう物件の歴史があるから、新橋4丁目で話題にな

る。

まあ曖昧な表現ですが、ここまではわかる。

ただ、それは風説に過ぎない。

三京、ＣＫ、そして新橋4丁目近隣物件の登場人物群こそＴさん

知っていたでしょう。

原点に返って、

魔術霊感天才福岡とか越中とか相富士とか赤富士とかを見直

しているのが、

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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愛宕署ではないか。

銀座中央ビル登記を見ると高度な目眩ましがある。

そこら辺も検討されていますよ。

世の中甘くない。

二匹目の泥鰌はいない。
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