
みなとみらい 21中央地区 60・61・62街区の登記情報について 

 

標記について、「みなとみらい 21中央地区 60・61・62街区開発事業者募集要項（登録・提

案募集）」に登記情報を修正及び追加します。 

 

１ 募集街区の修正 

  平成 29年３月 31日に分筆登記が完了しましたので、下記のとおり修正します。 

 【修正前の内容】 

街区 所在地 
公簿

地目 

公簿及び実測 

地積（㎡） 
所管局 

用途地域 

（建ぺい率/容積率） 

６０ 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番２ 
宅地 

12,524.60  財政局 

商業地域 

（８０％/６００％） 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番３ 2,476.30  港湾局 

６０街区 合 計 １５,０００.９０  

６１ 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番１ 

宅地 

30,770.64 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番４ 7,739.07  港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番５ 1,432.81  港湾局 

６１街区 合 計 ３９,９４２.５２  

６２ 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番２ 

宅地 

13,147.62  港湾局 

商業地域 

（８０％/４００％） 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番３ 7,845.72 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番 12※ (貸付け)745.46 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番 13※ (貸付け)445.71  港湾局 

横浜市西区みなとみらい一丁目 14番２ 3.83 港湾局 

６２街区 合 計 ２２,１８８.３４  

 合 計 ７７,１３１.７６   

※ 護岸背後５ｍ範囲（1,191.17㎡）は貸付けとします。 

 

修正後の内容は次頁 



 

【修正後の内容】 

街区 所在地 
公簿

地目 

公簿及び実測 

地積（㎡） 
所管局 

用途地域 

（建ぺい率/容積率） 

６０ 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番２ 
宅地 

12,524.60  財政局 

商業地域 

（８０％/６００％） 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番３ 2,476.30  港湾局 

６０街区 合 計 １５,０００.９０  

６１ 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番１ 

宅地 

30,428.90 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番４ 7,568.94  港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番５ 1,279.37  港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 10 15.67 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 11 51.16 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 12 12.29 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 13 179.04 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 14 18.05 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 15 65.53 財政局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 16 170.12 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 17 56.56 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 18 71.59 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 19 2.45 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 20 12.24 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目２番 21 10.55 港湾局 

６１街区 合 計 ３９,９４２.４６  

６２ 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番２ 

宅地 

13,147.62  港湾局 

商業地域 

（８０％/４００％） 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番３ 7,845.72 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番 12※ (貸付け)745.46 港湾局 

横浜市西区みなとみらい六丁目３番 13※ (貸付け)445.71  港湾局 

横浜市西区みなとみらい一丁目 14番２ 3.83 港湾局 

６２街区 合 計 ２２,１８８.３４  

 合 計 ７７,１３１.７０   

※ 護岸背後５ｍ範囲（1,191.17㎡）は貸付けとします。 

 

 みなとみらい21中央地区60・61・62街区開発事業者募集要項（登録・提案募集）２ページの

内容が一部修正となります。 



２ 地上権（追加情報） 

   みなとみらい21中央地区61街区の一部には、地域冷暖房施設の設置を目的とした地上権

が平成29年４月４日に登記されましたので、下記の内容を「みなとみらい21中央地区60・

61・62街区開発事業者募集要項（登録・提案募集）」の追加情報とします。 

  （下記は参考であり、地上権は登記によります。） 

 

【横浜市西区みなとみらい六丁目】 

２番 10 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 7.770ｍから東京湾平均海面の下 6.410ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 5.770ｍから東京湾平均海面の下 6.410ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 5.770ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 
(3)東京湾平均海面の上 7.770ｍから東京湾平均海面の上 5.770ｍの
範囲は、入退場の阻害となる構築物等を設置しないこと。 

２番 11 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 3.970ｍから東京湾平均海面の下 6.410ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 3.970ｍから東京湾平均海面の下 6.410ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 5.770ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 

２番 12 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 8.770ｍから東京湾平均海面の下 6.410ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 5.770ｍから東京湾平均海面の下 6.410ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 5.770ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 
(3)東京湾平均海面の上 8.770ｍから東京湾平均海面の上 5.770ｍの
範囲は、搬入の阻害となる構築物等を設置しないこと。 

２番 13 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 2.970ｍから東京湾平均海面の下 2.500ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 2.970ｍから東京湾平均海面の下 2.500ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 5.770ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 

２番 14 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 2.970ｍから東京湾平均海面の下 4.680ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 2.970ｍから東京湾平均海面の下 4.680ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 5.500ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 



 

２番 15 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 2.340ｍから東京湾平均海面の下 2.930ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 2.340ｍから東京湾平均海面の下 2.930ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 5.350ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 

２番 16 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 2.340ｍから東京湾平均海面の下 2.930ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 2.340ｍから東京湾平均海面の下 2.930ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 5.350ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 

２番 17 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 2.340ｍから東京湾平均海面の下 2.930ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 2.340ｍから東京湾平均海面の下 2.930ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 5.350ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 

２番 18 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 3.300ｍから東京湾平均海面の下 13.11ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 3.300ｍから東京湾平均海面の下 13.11ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 4.900ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 

２番 19 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 3.300ｍから東京湾平均海面の下 13.11ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 3.300ｍから東京湾平均海面の下 13.11ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 4.900ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 

２番 20 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 4.900ｍから東京湾平均海面の下 13.11ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 4.900ｍから東京湾平均海面の下 13.11ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 4.900ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 
(3)東京湾平均海面の上 7.900ｍから東京湾平均海面の上 4.900ｍの
範囲は、搬入の阻害となる構築物等を設置しないこと。 



 

２番 21 

地上権者 みなとみらい二十一熱供給株式会社 
目 的 地域冷暖房施設の設置 
範 囲 東京湾平均海面の上 6.900ｍから東京湾平均海面の下 13.11ｍの間 

特 約 

(1)東京湾平均海面の上 4.900ｍから東京湾平均海面の下 13.11ｍの
範囲は、掘削又は土地の形質を変更しないこと。 
(2)東京湾平均海面の上 4.900ｍにおける載荷重を１㎡につき、10ｔ
以下とする。 
(3)東京湾平均海面の上 6.900ｍから東京湾平均海面の上 4.900ｍの
範囲は、入退場の阻害となる構築物等を設置しないこと。 
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