
登記簿図書館 申込受付中 日本では当社以外にあり得ない、法務局にはない機能満載

▶ 登記情報が検索（名寄せ）出来ます
▶ 法務局より安く便利に登記情報が取得できる
法務局337円 336円（新規に取得）
 280円（登記簿図書館保有分）

▶ PDFではなくCSV（エクセル）出力可能
▶ 登記の変動をリアルタイムに監視できる
　 「登記見張り番」

初期費用
開発費用等
一切不要！
初期費用
開発費用等
一切不要！

月額基本料金月額基本料金月額基本料金

ゼ ロゼ ロ

▶ 分譲マンションの部屋番号と家屋番号の
不一致に完全対応の「マンション索引簿」

▶ 相続・処分の制限など登記原因や地域を絞って
　 検索できます「不動産登記受付帳」

▶ 登記情報社内共有機能
一度取得した登記情報が
社内の皆様で共有出来ます

登記情報予約取得機能
登記情報の取得日や
時間を指定出来ます 検  索登記簿図書館

名寄せ機能のご利用にあたっては、当社指定の審査がございます。審査結果によってはご希望に添えない場合がございますので、ご了承下さい。

http://登記簿図書館.com/

お問い合わせ

0120-490-894

のイメージ
（名寄せ機能）（名寄せ機能）

1 東京都大田区蒲田4丁目
2 東京都港区新橋○○
3 札幌市東区栄町△△
4 大阪市中央区谷町××
5 福岡市中央区舞鶴□□　　…など
　　　　　　　　　

click!

不動産

1株式会社 情報通信ネットワーク
2 株式会社 登記簿図書館
3 有限会社○○○
4 △△株式会社
5 ××株式会社 …など

click!

会　社

例えば佐野秀光を検索すると…

名寄せ結果
一覧表示画面

名寄せ結果
一覧表示画面

11 まず画面で名前・会社名を入力

22 画面に一覧が表示

検  索佐野秀光

名寄せが実現
日本初!

名寄せが実現
日本初!

今まで誰も
出来なかった
今まで誰も
出来なかった

33 住所をクリックすれば
登記情報が取得できます 33 会社名をクリックすれば

登記情報が取得できます

会社●社
あります

click!

佐野秀光が役員に入っている
会社登記情報を名寄せ

佐野秀光が所有者（甲区）
の不動産登記情報を名寄せ

不動産 会　社

会員数5000社突破！会員数5000社突破！
1日5万件の利用実績、保有登記情報1500万件。1日5万件の利用実績、保有登記情報1500万件。

発行　〒144-0052
東京都大田区蒲田4-22-2
株式会社 情報通信ネットワーク
広報部　TEL 0120-490-894

平成27年 特集-142号JTN NEWSJTN NEWS日本初への挑戦日本初への挑戦
株式会社 情報通信ネットワーク http://www.jouhou.co.jp/

この人（この会社）どんな資産を持っているの？この人（この会社）どんな資産を持っているの？

いままでは… 登記簿図書館（名寄せ機能）なら！

個人や会社の所有資産が知りたい

日本全国の登記
情報を調べなきゃ
わからないよ…

たとえば…

名前や会社名から
カンタンに
調べられるなんて！

登記簿図書館内にあるデータベース（約1500万件）の
登記情報の中の甲区の名前・会社名などで絞って検索が可能になりました！

まさに不動産登記情報検索の永遠の課題が
解決したとも言えます！
まさに不動産登記情報検索の永遠の課題が
解決したとも言えます！

代表取締役だけでなく取締役名でも名寄せ可能
民間の調査会社は代表取締役名でしか会社の検索ができませんでしたが、
登記簿図書館では取締役名でも名寄せが出来ます。

お任せください！お任せください！

登記簿図書館なら
名前・会社名から登記情報が検索可能

不動
産

会　
社

今まで誰も出来なかった今まで誰も出来なかった
登記情報の名寄せが実現登記情報の名寄せが実現

この人はどんな会社の役員に入っているの？この人はどんな会社の役員に入っているの？

この人（この会社）どんな資産を持ってるの？この人（この会社）どんな資産を持ってるの？
お任せください！

お任せください！

日本初！日本初！日本初！

当社し
か

出来な
い！当社し
か

出来な
い！



初期費用
開発費用等
一切不要！
初期費用
開発費用等
一切不要！

無料で閲覧が無料で閲覧できます。 有料で閲覧・印刷も有料で閲覧・印刷できます。

全国のブルーマップが全国のブルーマップが
無料で閲覧できます無料で閲覧できます

表札名なし 表札名あり

法務局 （（財）民事法務協会）の
インターネット登記情報サービスとの違い

法務局 （（財）民事法務協会）の
インターネット登記情報サービスとの違い

内容内容 JTNマップ・
登記簿図書館 では法務局法務局

ブルーマップ
印刷機能不可 有料で可能

分譲か賃貸かの
区別

不可 無料で可能

ブルーマップ
（表札名なし）

の閲覧
無料で可能 無料で可能

用途地域、建ぺい率、
容積率の記載

不可 有料で可能

地図上のメモ機能不可 無料で可能

スマートフォン対応不可 無料で可能
※登記簿図書館のみの対応となります

ブルーマップ
（表札名あり）

の閲覧
不可 有料で可能

マンション索引簿不可 無料で可能

利用時間平日8:30～21:00
土日祝祭日は休止 365日24時間稼働

※新規取得は法務局と同一の時間になります。

登記情報の
出力形式PDFのみ PDF（無料）、CSV（Excel形式）

年中無休！いつでも使えます

全国対応東京23区のみ

いつでも！どこでも！

部屋番号と家屋番号の不一致を解消！

CSV（エクセル）出力
ご利用料金表 1通（税抜）

50円所有者事項

全部事項 200円

※利用件数が多くなる場合には
　別途お見積もりさせて
　頂きます。

JTNマップご利用
ご利用料金表

コース②
月額料金 3,500円

利用件数 7件
追加料金

8件目以降～450円／件

コース③
月額料金 1,800円

利用件数 3件
追加料金

4件目以降～500円／件

一時利用
1件 600円

コース①
月額料金 12,000円

利用件数 24件
追加料金

25件目以降～400円／件

※一時利用はコース契約をさ
れていないお客様が、一時
的にご利用される場合の金
額となります。
※上記価格には消費税は含ま
れておりません。
※利用件数が多くなる場合に
は別途お見積もりさせて頂
きます。

株式会社 情報通信ネットワーク
株式会社 登記簿図書館

〒144-0052　東京都大田区蒲田4-22-2 http://www.jtn-map.com/

0I20-490-894
お問い合わせ

検  索JTNマップ

法務局にはない
機能・サービス！

日本初！日本初！

5 ブルーマップ（表札名あり）には
用途地域、建ぺい率、容積率が
地図上に記載されております。

7 当社のサービスの利用時間は、
365日24時間ご利用できます。
※法務局の地番検索サービスは
平日の8:30～21:00までに限定されております。

1 ブルーマップ（表札名あり）が
閲覧・印刷※できます。
※印刷は2015年 8月実施予定。

2 分譲マンションの部屋番号と
家屋番号の不一致を解消できる
マンション索引簿を
ご利用できるようになります。

6 スマートフォンで
登記情報の
閲覧・名寄せが出来ます。

2015年 8月実施予定

3 分譲マンションか賃貸マンションか
地図上で判別できます。

4
※営業の軌跡や顧客情報などが
　管理者ＩＤごとに社内で共有できます。

地図上にメモ機能が追加されます。
2015年 8月実施予定

分譲 賃貸

800

20

※登記簿図書館のみの対応となります

無料

無料

無料

発行　〒144-0052
東京都大田区蒲田4-22-2
株式会社 情報通信ネットワーク
広報部　TEL 0120-490-894

平成27年 特集-142号JTN NEWSJTN NEWS日本初への挑戦日本初への挑戦
株式会社 情報通信ネットワーク http://www.jouhou.co.jp/

Web上で

（表札名なし）


