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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第1集 多摩ニュータウン遺跡№4・7・86・379・422・454・456遺跡 昭和55年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1981 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第1集 多摩ニュータウン遺跡No.457・482・483・509・533・534・
565・750・782・804・855・860遺跡

昭和55年度（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1981 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第1集 多摩ニュータウン遺跡No.466・513・519・540・564・566・
588・591・722・749・805遺跡

昭和55年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1981 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第1集 多摩ニュータウン遺跡No.3・101・359・563・395・419・424・
426遺跡

昭和55年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1981 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第2集 多摩ニュータウン遺跡No.125・144・145・146遺跡 昭和56年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1982 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第2集 多摩ニュータウン遺跡No.205・206・207・359・395遺跡 昭和56年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1982 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第2集 多摩ニュータウン遺跡No.559・561・575・670・671・703・
704・711・722・724・740・759・796・799・856・857・860遺

昭和56年度（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1982 東京都八王子市、東京都多摩市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第2集 多摩ニュータウン遺跡No.423・719・457・509・528・544・
545・546・547・752遺跡

昭和56年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1982 東京都八王子市、東京都多摩市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第2集 多摩ニュータウン遺跡No.3・782遺跡 昭和56年度（第5分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1982 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第2集 多摩ニュータウン遺跡No.514・774・775・19・556遺跡 昭和56年度（第6分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1982 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第3集 多摩ニュータウン遺跡No.513遺跡1 東京都埋蔵文化財センター 1982 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第4集 多摩ニュータウン遺跡No.57・145・207・362・363・387・393・
396・423・510・511・577遺跡除籍

昭和57年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1983 東京都八王子市、東京都多摩市、東京都稲城市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第4集 多摩ニュータウン遺跡No.419・420・525・635・636・637遺跡 昭和57年度（第2分冊 東京都埋蔵文化財センター 1983 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第4集 多摩ニュータウン遺跡No.581・582・583・584・587・604・
605・638・659・670遺跡

昭和57年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1983 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第4集 多摩ニュータウン遺跡No.661・671・672・673・674・675・
676・677・680・720・750・753・754・796遺跡

昭和57年度（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1983 東京都八王子市、東京都多摩市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第4集 多摩ニュータウン遺跡No.740・769・858・861遺跡 昭和57年度（第5分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1983 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第5集 多摩ニュータウン遺跡No.27・107・108・122・206・278・296・
297・356・358遺跡

昭和58年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1984 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第5集 多摩ニュータウン遺跡No.382・383・384・386・390・392・
396・398遺跡

昭和58年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1984 東京都八王子市、東京都稲城市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第5集 多摩ニュータウン遺跡No.407・414・420・421・424・426・484
遺跡

昭和58年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1984 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第5集 多摩ニュータウン遺跡No.488・491・521・524・531・593・
594・595・603遺跡

昭和58年度（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1984 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第5集 多摩ニュータウン遺跡No.607・608・634・611・620・622・
630・632・633・665・666・684・699・702遺跡

昭和58年度（第5分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1984 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第5集 多摩ニュータウン遺跡No.726・727・728・742・751・755・
783・818・834・850・852遺跡

昭和58年度（第6分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1984 東京都八王子市、東京都多摩市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第5集 多摩ニュータウン遺跡No.740遺跡 昭和58年度（第7分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1984 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第6集 多摩ニュータウン遺跡No.769遺跡　奈良・平安時代編 東京都埋蔵文化財センター 1985 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第7集 多摩ニュータウン遺跡No.5・90・125・352・433・732・733・
734・737・818遺跡

昭和59年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1986 東京都八王子市
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第7集 多摩ニュータウン遺跡No.186・401・679・402・678・406・
450・460遺跡

昭和59年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1986 東京都八王子市、東京都多摩市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第7集 多摩ニュータウン遺跡No.796・799遺跡 昭和59年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1986 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第7集 多摩ニュータウン遺跡No.9・91A・462・91B・271・452・426・
512・592・597・813・815・826・880遺跡

昭和59年度（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1986 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第8集 多摩ニュータウン遺跡No.182・279・389・391・421・450・
463・744・799・800・818遺跡

昭和60年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1987 東京都八王子市、東京都町田市、東京都多摩市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第8集 多摩ニュータウン遺跡No.5・91・386・451A・452遺跡 昭和60年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1987 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第8集 多摩ニュータウン遺跡No.92・116・125・355・388・389・431・
426・433・495・631・738・814・827・863遺跡

昭和60年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1987 東京都八王子市、東京都多摩市、東京都稲城市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第8集 多摩ニュータウン遺跡No.513遺跡 昭和60年度（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1987 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第8集 多摩ニュータウン遺跡No.271・452遺跡 昭和60年度（第5分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1987 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第9集 多摩ニュータウン遺跡No.536・362・363・325・354・864遺跡 昭和61年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1988/03/31 東京都八王子市、東京都稲城市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第9集 多摩ニュータウン遺跡No.692・693・694・685・688遺跡 昭和61年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1988/03/31 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第10集 多摩ニュータウン遺跡No.286・401・402・490・721・800遺跡 昭和62年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1989/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第10集 多摩ニュータウン遺跡No.387・389・626・627・682遺跡 昭和62年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1989/03/31 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第10集 多摩ニュータウン遺跡No.89・469・470・73遺跡 昭和62年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1989/03/31 東京都町田市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第10集 多摩ニュータウン遺跡No.113・524・306・424・426・723・
802・803・872遺跡

昭和62年度（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1989/03/31 東京都八王子市、東京都稲城市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第10集 多摩ニュータウン遺跡No.426遺跡 昭和62年度（第5分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1989/03/31 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第10集 多摩ニュータウン遺跡No.228・380・880遺跡 昭和62年度（第6分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1989/03/31 東京都八王子市、東京都稲城市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第11集 多摩ニュータウン遺跡No.200・287・646・789遺跡 昭和63年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第11集 多摩ニュータウン遺跡No.174・287・471・472・853遺跡 昭和63年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第11集 多摩ニュータウン遺跡No.105B・880遺跡 昭和63年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都八王子市、東京都稲城市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第12集 多摩ニュータウン遺跡No.231・366・182・809・812遺跡 平成元年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都八王子市、東京都稲城市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第12集 多摩ニュータウン遺跡No.450・287・387・389・339・939遺跡 平成元年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都八王子市、東京都町田市、東京都多摩市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第12集 多摩ニュータウン遺跡No.3・10・11・473・474遺跡 平成元年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第12集 多摩ニュータウン遺跡No.213・382・384遺跡 平成元年度（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都八王子市、東京都稲城市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第12集 多摩ニュータウン遺跡No.113・802・803・197・435・481・
613・615遺跡

平成元年度（第5分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都八王子市、東京都町田市、東京都稲城市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第12集 多摩ニュータウン遺跡No.231・366・182・809・812遺跡 平成元年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第12集 多摩ニュータウン遺跡No.450・287・387・389・339・939遺跡 平成元年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第12集 多摩ニュータウン遺跡No.3・10・11・473・474遺跡 平成元年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第12集 多摩ニュータウン遺跡No.213・382・384遺跡 平成元年度（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第12集 多摩ニュータウン遺跡No.113・802・803・197・435・481・
613・615遺跡

平成元年度（第5分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1991/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第13集 飛田給北遺跡 調布基地道路1号線埋蔵文化財発掘調査報告書 東京都埋蔵文化財センター 1992/03/31 東京都府中市、調布市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第14集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795遺跡 平成2年度（第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1992/03/31 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第14集 多摩ニュータウン遺跡No.177・201・266・301・496・520・869
遺跡

平成2年度（第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1992/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第14集 多摩ニュータウン遺跡No.107・108・109・496遺跡 平成2年度（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1992/03/31 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第14集 多摩ニュータウン遺跡No.245・341・243・339遺跡 平成2年度（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1992/03/31 東京都町田市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第15集 多摩ニュータウン遺跡No.405遺跡 平成3年度 (第1分冊) 東京都埋蔵文化財センター 1993/03/31 東京都八王子市松木9号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第15集 多摩ニュータウン遺跡No.243・244・227遺跡 平成3年度(第2分冊) 東京都埋蔵文化財センター 1993/03/31 東京都町田市小山28-2，699～2，988・八王子市鑓水2，454
他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第15集 多摩ニュータウン遺跡No.471遺跡 平成3年度(第3分冊) 東京都埋蔵文化財センター 1993/03/31 東京都稲城市坂浜21号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第15集 多摩ニュータウン遺跡No.219・303・304・307遺跡 平成3年度(第4分冊) 東京都埋蔵文化財センター 1993/03/31 東京都八王子市鑓水2，672、2，673-2～4、2，675・鑓水2，
654-4他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第15集 多摩ニュータウン遺跡No.342遺跡 平成3年度(第5分冊) 東京都埋蔵文化財センター 1993/03/31 東京都町田市小山24号2，685-1～15他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第16集 多摩ニュータウン遺跡No.300遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1994/03/31 東京都八王子市南大沢4号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第17集 丸の内三丁目遺跡 東京国際フォーラム建設予定地の江戸遺跡の調査（第1.2.3分
冊）

東京都埋蔵文化財センター 1994/09/30 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第18集 多摩ニュータウン遺跡No.67遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1995/03/31 東京都八王子市

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第19集 多摩ニュータウン遺跡No.113・837・950・951・852遺跡 平成4年度(第1分冊) 東京都埋蔵文化財センター 1995/03/31 東京都八王子市下柚木734他　町田市相原町小平502他　町田
市小山31号3.373他　町田市小山32号3.394他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第19集 多摩ニュータウン遺跡No.493・916・917・926遺跡 平成4年度(第2分冊) 東京都埋蔵文化財センター 1995/03/31 東京都八王子市下柚木1.096他　町田市小山17号2.084他　町
田市小山18号2.219

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第19集 多摩ニュータウン遺跡No.527・644・658・789遺跡 平成4年度(第3分冊) 東京都埋蔵文化財センター 1995/03/31 東京都八王子市南大沢2.022　八王子市南大沢　八王子市別所
多摩市諏訪6丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第20集 多摩ニュータウン遺跡No.241・836・841遺跡ほか 先行調査報告1 東京都埋蔵文化財センター 1995/03/31 東京都八王子市鑓水1422-2、1467、1900、2408

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第21集 多摩ニュータウン遺跡No.109・233・838・236・319・294・911
遺跡

先行調査報告2 東京都埋蔵文化財センター 1995/03/31 東京都八王子市下柚木、鑓水　町田市小山

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第22集 多摩ニュータウン遺跡No.174・218・223遺跡ほか 先行調査報告3 東京都埋蔵文化財センター 1996/03/31 東京都八王子市上柚木1986ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第23集 多摩ニュータウン遺跡No.134・140・141遺跡ほか 東京都埋蔵文化財センター 1996/03/31 東京都八王子市南大沢1830-3

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第24集 多摩ニュータウン遺跡　No.64・175・178・241・281・293遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1996/03/31 東京都八王子市大塚他
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第25集 多摩ニュータウン遺跡No.194・301・828遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1996/03/31 東京都町田市小山13号1843-1他・東京都八王子市鑓水2740・
東京都八王子市上柚木169

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第26集 多摩ニュータウン遺跡No.190・229・314・211・930・931・
338・906遺跡

東京都埋蔵文化財センター 1996/03/31 東京都町田市小山14号他・々18-2217・々18-2216

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第27集 多摩ニュータウン遺跡No.72・166・224・225・343・435・802・
847・892・927遺跡

東京都埋蔵文化財センター 1996/03/31 東京都八王子市堀之内5号470ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第28集 多摩ニュータウン遺跡No.114・237・245・341・533・534・540
遺跡

東京都埋蔵文化財センター 1996/03/31 東京都八王子市下柚木1086ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第29集 府中市No.29遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1996/03/31 東京都府中市朝日町地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第30集 尾張藩上屋敷跡遺跡1 東京都埋蔵文化財センター 1996/03/31 東京都新宿区市谷本村町5-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第31集 多摩ニュータウン遺跡No.490・810遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1996/08/31 東京都八王子市上柚木1928・1951

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第32集 多摩ニュータウン遺跡No.200遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1996/10/15 東京都町田市小山15号2057-1～4

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第33集 多摩ニュータウン遺跡No.106・904・905遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1996/10/31 東京都八王子市堀之内25-1999・25-1996・8-245、246

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第34集 多摩ニュータウン遺跡No.114・387・404・410・424・431・
621・623・624・625・652・669・671・681・713遺跡

先行調査報告4 東京都埋蔵文化財センター 1996/12/31 東京都八王子市下柚木1,086他・松木84-1他・松木1,406他・
別所817他・堀之内・松木68他・松木910・松木899他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第35集 多摩ニュータウン遺跡No.457遺跡（本文・図版編） 東京都埋蔵文化財センター 1996/12/31 東京都多摩市鶴牧771-2、722、766～768、高岸2046、2124
～2129

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第36集 多摩ニュータウン遺跡No.446遺跡　旧石器・縄文時代編 先行調査報告5 東京都埋蔵文化財センター 1997/01/20 東京都八王子市東中野2-201

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第37集 汐留遺跡1（第1分冊～第5分冊、付図編） 旧汐留貨物駅跡地内の調査 東京都埋蔵文化財センター 1997/03/31 東京都港区東新橋1-5他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第38集 多摩ニュータウン遺跡No.90・234・287・288・289・833・837・
839・840・958・959・961遺跡

東京都埋蔵文化財センター 1997/03/31 東京都多摩市落合唐木田1・町田市相原町境峯256.258・八王
子市松木1,027他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第39集 多摩ニュータウン遺跡No.103・237・962・328・333・334・
953・955・956・957遺跡

東京都埋蔵文化財センター 1997/03/31 東京都八王子市堀之内7号・町田市小山蚕種石337他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第40集 尾張藩上屋敷跡遺跡発掘調査報告書2 東京都埋蔵文化財センター 1997/03/31 東京都新宿区市谷本町5-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第41集 多摩ニュータウン遺跡No.201・913・914遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1997/06/30 東京都町田市小山15号1.988他・15号2.056・15号2.0041、
2.003

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第42集 多摩ニュータウン遺跡No.335・919・938遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1997/08/15 東京都町田市小山35号3785他・17号2017、2103-1・20号
2266、2267

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第43集 多摩ニュータウン遺跡No.167・402・678・411・523・539・
613・614・615・684・688B・689・691・693遺跡

先行調査報告6 東京都埋蔵文化財センター 1997 東京都八王子市上由木2.207ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第44集 多摩ニュータウン遺跡No.197・309遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1998/03/31 東京都町田市小山13号1874-1～8他・東京都八王子市鑓水
1985-1他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第45集 多摩ニュータウン遺跡No.22・519・32・453・468・500・436遺
跡

東京都埋蔵文化財センター 1997/10/31 東京都多摩市連光寺諏訪坂、貝取南田・貝取16号・落合1-14-
2・南野2ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第46集 菅原神社台地上遺跡 第1分冊-先土器時代、縄文時代編.2-弥生時代以降編.3-自然科
学分析、成果と考察、写真図版編

東京都埋蔵文化財センター 1994/09/30 東京都板橋区成増5-4

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第47集 多摩ニュータウン遺跡No.475.476・799遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1998/01/16 東京都稲城市坂浜21、29・八王子市越野106-1他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第48集 多摩ニュータウン遺跡No.246・345・916・922・925・926・
928・941・942・945遺跡

先行調査報告7 東京都埋蔵文化財センター 1998/01/16 東京都町田市小山28号3007ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第49集 多摩ニュータウン遺跡No.210・211・212・239、240・811-B・
921・926・933・937・926遺跡

東京都埋蔵文化財センター 1998/02/15 東京都町田市小山18号2213-1-8他
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（8） 東京都埋蔵文化財センター 1999/08/31 東京都八王子市堀之内5号470他・堀之内・堀之内442-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（9） 東京都埋蔵文化財センター 1999/08/31 東京都八王子市堀之内5号470他・堀之内・堀之内442-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（付図編） 東京都埋蔵文化財センター 1999/08/31 東京都八王子市堀之内5号470他・堀之内・堀之内442-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（3）（第1分冊～第
12分冊）

縄文時代編（遺構挿図） 東京都埋蔵文化財センター 1998/03/31 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（5）（第1分冊～第
12分冊）

縄文時代編（土器実測図） 東京都埋蔵文化財センター 1998/03/31 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（6）（第1分冊～第
12分冊）

縄文時代編（土器拓影図） 東京都埋蔵文化財センター 1998/03/31 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（10）（第1分冊～第
12分冊）

縄文時代編（遺構図版） 東京都埋蔵文化財センター 1998/03/31 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（11）（第1分冊～第
12分冊）

縄文時代編（遺構図版） 東京都埋蔵文化財センター 1998/10/31 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（12）（第1分冊～第
12分冊）

縄文時代編（土器・土製品図版） 東京都埋蔵文化財センター 1998/10/31 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（4）（第1分冊～第
12分冊）

縄文時代（遺物出土状態図） 東京都埋蔵文化財センター 1998/12/28 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（7）（第1分冊～第
12分冊）

縄文時代（土器・土製品実測図、観察表） 東京都埋蔵文化財センター 1998/12/28 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（1）（第1分冊～第
12分冊）

総説、旧石器・縄文時代草創期 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（1）（第1分冊～第
12分冊）

総説、旧石器・縄文時代草創期 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（2） 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市堀之内5号470他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡№72・795・796遺跡（20） 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都八王子市堀之内5号470他・441-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡№72・795・796遺跡（13） 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都八王子市堀之内5号470他・442-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡No.72・795・796遺跡（15） 東京都埋蔵文化財センター 2004/10/29 東京都八王子市堀之内5号470他・堀之内442-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡 No.72・795・796遺跡（22） 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡 No.72・795・796遺跡（付図2） 東京都埋蔵文化財センター 2006/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡 No.72・795・796遺跡(16) 東京都埋蔵文化財センター 2006/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡 No.72・795・796遺跡（14） 東京都埋蔵文化財センター 2009/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡 No.72・795・796遺跡（17） 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡 No.72・795・796遺跡(18) 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡 No.72・795・796遺跡(19) 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第50集 多摩ニュータウン遺跡 No.72・795・796遺跡(21) 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第51集 多摩ニュータウン遺跡No.209・328遺跡 先行調査報告8 東京都埋蔵文化財センター 1998/03/31 東京都町田市小山17号2.089他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第52集 多摩ニュータウン遺跡No.249・947・948・949・944遺跡 先行調査報告9 東京都埋蔵文化財センター 1998/03/31 東京都町田市小山31号3.373他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第53集 尾張藩上屋敷跡遺跡3 東京都埋蔵文化財センター 1998/03/31 東京都新宿区市谷本町5-1陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第54集 多摩ニュータウン遺跡No.27遺跡1 東京都埋蔵文化財センター 1998/03/31 東京都多摩市永山1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第54集 多摩ニュータウン遺跡No.27遺跡2 東京都埋蔵文化財センター 1998/03/31 東京都多摩市永山1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第55集 島屋敷遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1998/11/30 東京都三鷹市新川4外

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第56集 多摩ニュータウン遺跡No.924遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1998/08/14 東京都町田市小山19-2、228

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第57集 多摩ニュータウン遺跡No.245・341遺跡1 （第1分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1998/09/16 東京都町田市小山23-3005他・28-2990他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第57集 多摩ニュータウン遺跡No.245・341遺跡2 （第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1998/09/16 東京都町田市小山23-3005他・28-2990他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第58集 多摩ニュータウン遺跡No.344遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1998/10/31 東京都町田市小山18号219番他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第59集 多摩ニュータウン遺跡No.327・329・330遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1999/01/29 東京都町田市小山32号3424-1～2・八王子市鑓水ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第60集 三吉野遺跡群 東京都埋蔵文化財センター 1998/10/31 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野欠上～下モ原・あ
きる野市瀬戸岡天神前

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第61集 多摩ニュータウン遺跡No.918遺跡 （本文・図版編） 東京都埋蔵文化財センター 1999/02/15 東京都町田市小山16号2.068他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第62集 多摩ニュータウン遺跡No.396・399・505・643・187、653・
683・695・696・697・705・712・729730・731・747・758遺跡

先行調査報告10 東京都埋蔵文化財センター 1999/02/15 東京都八王子市松木ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第63集 多摩ニュータウン遺跡No.2・12・13・520・862・865・867・
868・871・873・876遺跡

先行調査報告11 東京都埋蔵文化財センター 1999/02/15 東京都稲城市百村3号ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第64集 多摩ニュータウン遺跡No.107遺跡　旧石器・縄文時代編 東京都埋蔵文化財センター 1999/02/15 東京都八王子市松木911-1他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第64集 多摩ニュータウン遺跡No.107遺跡　中世・近世以降編 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市松木911-1他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第64集 多摩ニュータウン遺跡No.107遺跡　古代編 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市松木911-1他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第65集 多摩ニュータウン遺跡No.71・890・891・893・894・896・897・
898・899、900遺跡

先行調査報告12 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市堀之内2000・7-647・7-665他・7-699他・696
ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第66集 多摩ニュータウン遺跡No.213・331・645・646・903遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市上柚木132他・町田市小山35-3850-9～12ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第67集 多摩ニュータウン遺跡No.125遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市松木205他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第68集 多摩ニュータウン遺跡No.446遺跡 先行調査報告13 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市東中野2号201

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第69集 多摩ニュータウン遺跡No.9遺跡 先行調査報告14（第1分冊・第2分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都稲城市坂浜

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第69集 多摩ニュータウン遺跡No.9遺跡 先行調査報告14（第3分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都稲城市坂浜2045他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第69集 多摩ニュータウン遺跡No.9遺跡 先行調査報告14（第4分冊） 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都稲城市坂浜



シリーズ名 書名 副書名 発行機関 発行年月日 遺跡所在地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第70集 尾張藩上屋敷跡遺跡発掘調査報告書4 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都新宿区市谷本村町5-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第71集 多摩ニュータウン遺跡No.113・115遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市下柚木734他・1158他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第72集 多摩ニュータウン遺跡No.450・451・452遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都多摩市乞田谷戸根925-イ他・落合上ノ根12-15他・上ノ
根45他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第73集 多摩ニュータウン遺跡No.401・679・421・496・503・388遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1999/03/31 東京都八王子市下松木220-1ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第74集 多摩ニュータウン遺跡No.446遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1999/08/31 東京都八王子市東中野2号201

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第75集 多摩ニュータウン遺跡No.753遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1999/10/31 東京都多摩市鶴牧2

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第76集 多摩ニュータウン遺跡No.46遺跡 東京都埋蔵文化財センター 1999/11/30 東京都多摩市諏訪6

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第77集 日野市栄町遺跡 日野都市計画道路3・4・8号線用地内の発掘調査報告 東京都埋蔵文化財センター・
東京都建設局

2000/02/29 東京都日野市栄町2

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第78集 武蔵台遺跡 都立府中病院新外来棟増改修工事に伴う調査報告 東京都埋蔵文化財センター・
東京都建設局

2000/02/22 東京都府中市武蔵台2-9-2

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第79集 汐留遺跡2（第1分冊～第5分冊・図版編） 旧汐留貨物駅跡地内の調査 東京都埋蔵文化財センター 2000/03/31 東京都港区東新橋1-5

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第80集 多摩ニュータウン遺跡No.247・248遺跡（本文・図版編） 東京都埋蔵文化財センター 2000/03/31 東京都町田市小山28号3008-1～3・小山28号2960-1、2他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第81集 多摩ニュータウン遺跡No.939遺跡2 東京都埋蔵文化財センター 2000/02/29 東京都町田市小山24号2723他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第82集 多摩ニュータウン遺跡No.339遺跡（本文・図版編） 東京都埋蔵文化財センター 2000/03/31 東京都町田市小山24号2750他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第83集 美山町赤根遺跡（C地区） 一般国道468号線（首都圏中央連絡自動車道美山地区）新設工
事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

東京都埋蔵文化財センター 2000/03/31 東京都八王子市美山1175-4他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第84集 多摩ニュータウン遺跡No.250・436遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2000/03/31 東京都町田市小山35号3761他・東京都八王子市堀之内6号565
他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第85集 多摩ニュータウン遺跡No.213・320・454・.512・815・816・.817
遺跡

東京都埋蔵文化財センター 2000/03/31 東京都八王子市柚木132他・他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第86集 尾張藩上屋敷跡遺跡発掘調査報告書5 本文・絵図集成編 東京都埋蔵文化財センター 2000/08/31 東京都新宿区市谷本村町5-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第87集 尾張藩上屋敷跡遺跡発掘調査報告書6 東京都埋蔵文化財センター 2001/01/31 東京都新宿区市谷本村町5-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第88集 多摩ニュータウン遺跡No.31・259・91・201・230・317・318・
439・910・964遺跡

東京都埋蔵文化財センター 2000/11/30 東京都多摩市貝取16号他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第89集 日野市栄町遺跡2 日野市都市計画道路3・4・8号線用地内の発掘調査報告 東京都埋蔵文化財センター 2001/03/31 東京都日野市栄町2

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第90集 代継・富士見台・西龍ヶ崎遺跡 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道あきる野地区）新設
工事事業地域における埋蔵文化財発掘調査報告書

東京都埋蔵文化財センター 2000/12/28 東京都あきる野市油平地内・下代継地内・牛沼地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第91集 川口町十内入東遺跡 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道川口野地区）新設工
事事業地域における埋蔵文化財発掘調査報告書

東京都埋蔵文化財センター 2000/12/28 東京都八王子市川口町40

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第92集 多摩ニュータウン遺跡No.520遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2001/01/31 東京都多摩市聖ケ丘5・稲城市坂浜23、25号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第93集 袋低地遺跡 赤羽北地区都市施設整備再開発事業にともなう調査 東京都埋蔵文化財センター 2001/03/31 東京都北区赤羽2-32

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第94集 八王子市No.396遺跡 八王子市都市計画道路3・4・32号線整備事業に伴う調査報告 東京都埋蔵文化財センター 2001/03/31 東京都八王子市堀之内1236
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第95集 天神前遺跡・瀬戸岡古墳群・上賀多遺跡・新道通遺跡・南小宮遺
跡

都市計画道路都道秋多3・4・6号線用地内における埋蔵文化財
発掘調査報告

東京都埋蔵文化財センター 2001/03/31 東京都あきる野市瀬戸岡天神前・瀬戸岡・瀬戸岡上賀多・瀬
戸岡新道通・草花3291-1外

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第96集 多摩ニュータウン遺跡No.210遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2001/03/31 東京都町田市小山18号2213-1、1～8他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第97集 尾張藩上屋敷跡遺跡発掘調査報告書7 東京都埋蔵文化財センター 2001/03/31 東京都新宿区市谷本村町5-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第98集 尾張藩上屋敷跡遺跡8 東京都埋蔵文化財センター 2001/03/31 東京都新宿区市谷本村町5-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第99集 多摩ニュータウン遺跡No.194・312・760・837遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2001/03/31 東京都町田市小山13号1843-1他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第100集 多摩ニュータウン遺跡No.471-B遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2001/05/31 東京都稲城市坂浜36

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第101集 東京都新宿区　百人町三丁目西遺跡5 東京都中央卸売場淀橋市場施設整備に伴う埋蔵文化財発掘調
査報告

東京都埋蔵文化財センター 2001/03/31 東京都新宿区北新宿4-2-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第102集 多摩ニュータウン遺跡No.191・336・740・886・887遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都町田市小山4号421、427他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第103集 多摩ニュータウン遺跡No.960遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都町田市小山36号3990

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第104集 多摩ニュータウン遺跡No.939遺跡3　旧石器～近世以降（図版編） 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都町田市小山36号3990

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第104集 多摩ニュータウン遺跡No.939遺跡3（1）・（2）・付図 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都町田市小山24号2723他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第105集 富士見遺跡群　溜淵遺跡 練馬区関町4-25所在の都営住宅建て替えに伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2002/01/15 東京都練馬区関町南4-25

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第106集 西龍ヶ崎遺跡第3次調査 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道あきる野区）新設工
事事業地域における埋蔵文化財発掘調査報告書

東京都埋蔵文化財センター 2002/02/10 東京都あきる野市牛沼地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第107集 板橋山之上遺跡 都市基盤整備公団による板橋一丁目地区施設棟建設に伴う調
査

東京都埋蔵文化財センター 2001/12/31 東京都板橋区板橋1-53

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第107集 板橋山之上遺跡 都市基盤整備公団による板橋一丁目地区施設棟建設に伴う調
査

東京都埋蔵文化財センター 2001/12/31 東京都板橋区板橋1-53

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第108集 多摩ニュータウン遺跡No.200遺跡（第2・3次調査）2　図版編除籍 東京都埋蔵文化財センター 2002/01/31 東京都町田市小山15号2057-1～4

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第108集 多摩ニュータウン遺跡No.200遺跡（第2・3次調査）2　図版編 東京都埋蔵文化財センター 2002/01/31 東京都町田市小山15号2057-1～4

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第108集 多摩ニュータウン遺跡No.200遺跡（第2・3次調査）1・2（本文編
（1）・（2）

東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都町田市小山町16号2068他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第109集 市谷本村町遺跡 尾張藩上屋敷跡ー市ヶ谷北地区ー 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都新宿区市谷本村町42

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第110集 多摩ニュータウン遺跡№20・４８０遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都多摩市諏訪4・稲城市坂浜24.29

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第111集 富士見池北遺跡　東京都練馬区除籍 都営住宅関町北4丁目第4団地建て替え事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書

東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都練馬区関町北4-445他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第111集 富士見池北遺跡　東京都練馬区 都営住宅関町北4丁目第4団地建て替え事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書

東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都練馬区関町北4-445他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第112集 島屋敷遺跡（島屋敷物語あり） 第3次調査 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都三鷹市新川5他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第113集 尾張藩上屋敷跡遺跡9 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都新宿区市谷本村町5-1他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第114集 尾張藩上屋敷跡遺跡10 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都新宿区市谷本村町5-1
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第115集 市谷本村町遺跡（尾張藩上屋敷跡）ー市ヶ谷西地区ー 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/25 東京都新宿区市谷本村町9-5

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第116集 弁天町遺跡 都営弁天町団地建替事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都新宿区弁天町121

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第117集 方南峰遺跡C地点 都営方南二丁目第2団地建替にともなう調査 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都杉並区方南2-518

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第118集 東京都新宿区　内藤町遺跡 都立新宿高等学校改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都新宿区内藤町11-4

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第119集 尾張藩上屋敷遺跡11 東京都埋蔵文化財センター 2002/03/31 東京都新宿区市谷本村町5-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第120集 お茶の水貝塚ー三楽病院若葉寮地区ー 東京都埋蔵文化財センター 2002/10/31 東京都文京区湯島1-5-28

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第121集 多摩ニュータウン遺跡No.72・435・235・294・315・915・916・
917・937遺跡

東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都八王子市越野２号137他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第122集 東寺方・落川北・落川南遺跡　多摩市 多摩都市計画道路3・4・19号線整備事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告

東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都多摩市東寺方・落川地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第123集 西台後藤田遺跡第3地点 都営西台一丁目団地（第2期）建替事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査報告

東京都埋蔵文化財センター 2003/01/31 東京都板橋区西台1-408

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第124集 狭山遺跡　瑞穂町 東京都建設局による残堀川整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都瑞穂町箱根ケ崎11-1他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第125集 汐留遺跡3（第1分冊～第6分冊） 旧汐留貨物駅跡地内の調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都港区東新橋1-5他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第126集 八王子市　戸吹遺跡 新滝山街道四工区（戸吹地区）建設に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都八王子市戸吹町１３７３他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第126集 八王子市　戸吹遺跡 新滝山街道四工区（戸吹地区）建設に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都八王子市戸吹町１３７３他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第127集 東京都練馬区　南田中遺跡・田島遺跡・富士見台三丁目遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都練馬区貫井4-44他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第128集 多摩ニュータウン遺跡No.211・230・328・954・402・769・799
遺跡

本文編（1） 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都町田市小山20号2305他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第128集 多摩ニュータウン遺跡No.211・230・328・954・402・769・799
遺跡

図版編（2） 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都町田市小山20号2305他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第129集 多摩ニュータウン遺跡No.313遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都町田市小山36号3990・3991他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第130集 武蔵国分寺跡関連遺跡 地方主要道17号線栄町三丁目交差点改良事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/02/28 東京都府中市栄町三丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第131集 大六天遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都北区赤羽台2-2他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第132集 多摩ニュータウン遺跡No.243・24遺跡 旧石器・縄文時代編 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都町田市小山28号2669-2998

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第133集 大橋遺跡 第3次調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都目黒区大橋2-17-18

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第134集 宇和島藩伊達家屋敷跡遺跡　港区 新国立美術展示施設（ナショナルギャラリー・仮称）建設に
伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2003/03/31 東京都港区六本木七丁目22-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第135集 信濃町南遺跡 環状3号線（信濃町地区）整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/08/31 東京都新宿区信濃町34

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第136集 武蔵国分寺跡遺跡北方地区　［全3分冊］ 西国分寺地区土地区画整理事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/11/28 東京都国分寺市泉町

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第136集 武蔵国分寺跡遺跡北方地区　第3分冊 西国分寺地区土地区画整理事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/11/28 東京都国分寺市泉町



シリーズ名 書名 副書名 発行機関 発行年月日 遺跡所在地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第137集 多摩ニュータウン遺跡№520遺跡（1） 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都多摩市聖ケ丘5～稲城市坂浜23号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第137集 多摩ニュータウン遺跡№520遺跡（2） （1）、（2） 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都多摩市聖ケ丘5～稲城市坂浜23号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第138集 下野谷遺跡第11次調査 石神井川整備工事（北その2）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 東京都埋蔵文化財センター 2003/10/31 東京都西東京市東伏見2丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第139集 永田町二丁目遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2003/10/31 東京都千代田区永田町二丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第140集 府中市　武蔵国府関連遺跡 都市計画道路3・4・9号線および3・4・22号線延伸事業に伴
う調査

東京都埋蔵文化財センター 2003/09/30 東京都府中市宮町1他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第141集 宇和島藩伊達家屋敷跡遺跡 政策研究大学院大学建設に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/09/30 東京都港区六本木7-22-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第142集 八王子市　多摩ニュータウン遺跡№436遺跡 寺沢地区新都市住宅市街地開発事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2003/12/26 東京都八王子市堀之内字6号615-2他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第143集 八王子市　鍛冶屋敷・池の下遺跡除籍 高尾街道（都道46号線＝八王子あきる野線）拡幅工事に伴う
発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2004/01/30 東京都八王子市元八王子2丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第143集 八王子市　鍛冶屋敷・池の下遺跡 高尾街道（都道46号線＝八王子あきる野線）拡幅工事に伴う
発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2004/01/30 東京都八王子市元八王子2丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第144集 武蔵国府関連遺跡 一般都道229号線歩道設置工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/01/31 東京都府中市若松町1丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第145集 多摩ニュータウン遺跡№201・347・909・646・940・444・105遺
跡

東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都町田市小山15号1988他・八王子市南大沢2031-2他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第146集 多摩ニュータウン遺跡No.920遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都町田市小山17号2095他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第147集 千代田区　外神田四丁目遺跡（第2分冊・遺物編1） 秋葉原駅付近土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都千代田区外神田4-14他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第147集 千代田区　外神田四丁目遺跡（第3分冊・遺物編2） 秋葉原駅付近土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都千代田区外神田4-14他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第147集 千代田区　外神田四丁目遺跡（第1分冊・遺構編） 秋葉原駅付近土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都千代田区外神田4-14他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第147集 千代田区　外神田四丁目遺跡（第1分冊・遺構編） 秋葉原駅付近土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都千代田区外神田4-14他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第147集 千代田区　外神田四丁目遺跡（第4分冊・遺物編3・分析編） 秋葉原駅付近土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都千代田区外神田4-14他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第148集 板橋区坂下三丁目遺跡 コーシャハイム坂下建設にともなう調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都板橋区坂下3-9

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第149集 武蔵国分寺跡関連遺跡（武蔵台西地区） 府中都市計画道路3・3・8号線建設事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都府中市武蔵台2丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第150集 下柳沢遺跡第5次調査 配水管新設工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都西東京市東伏見3

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第151集 多摩ニュータウン遺跡No.235・316・482遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都町田市相原町境峰233他・小山36号3947・稲城市坂浜
28号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第151集 多摩ニュータウン遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都町田市相原町境峰233他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第152集 多摩ニュータウン遺跡No.192遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都町田市小山4号401-1、408-1409-12他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第153集 多摩ニュータウン遺跡No.237･962･238･239･240･342・343・
663・664遺跡

東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都町田市小山８号2・境峰264ほか・小山24号2685・小山
18号2214・八王子市松木685・別所355

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第154集 多摩ニュータウン遺跡No.196・197・332・351・932遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都町田市小山13号1874他・35号1874-1～8他・35号3850-
1～8・小山20-2262・小山24号2723他
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第155集 多摩ニュータウン遺跡 No.243・244遺跡（古墳時代以降） 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第155集 多摩ニュータウン遺跡 No.243・244遺跡（古墳時代以降） 東京都埋蔵文化財センター 2004/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第156集 南池袋遺跡日出小学校地区 環状第5-1号線（雑司ヶ谷地区）建設事業 東京都埋蔵文化財センター 2004/07/31 東京都豊島区南池袋2-45-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第157集 文京区　駕籠町南遺跡 本駒込二丁目団地建替え事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/10/31 東京都文京区本駒込2-12-16

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第158集 稲城市　多摩ニュータウン№9遺跡 上谷戸基盤整備工事に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2004/11/30 東京都稲城市若葉台1-2104外

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第159集 武蔵国府関連遺跡 府中市都市計画道路3・4・7号線及び3・4・22号線整備事業
に伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2005/02/20 東京都府中市清水が丘2丁目地内・宮西町2丁目・宮西町1丁目
地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第160集 東京都日野市　四ツ谷前遺跡 日野市都市計画道路3・4・8号整備事業（栄町）に伴う発掘調
査報告

東京都埋蔵文化財センター 2004/10/30 東京都日野市栄町一丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第160集 東京都日野市　四ツ谷前遺跡除籍 日野市都市計画道路3・4・8号整備事業（栄町）に伴う発掘調
査報告

東京都埋蔵文化財センター 2004/10/30 東京都日野市栄町一丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第161集 八王子市　船田遺跡 都営長房団地建替工事事業に伴う第3次調査 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第161集 八王子市　船田遺跡 都営長房団地建替工事事業に伴う第3次調査 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第162集 港区　萩藩毛利家屋敷跡遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第162集 港区　萩藩毛利家屋敷跡遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第162集 港区　萩藩毛利家屋敷跡遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第162集 港区　萩藩毛利家屋敷跡遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第163集 新宿区　新宿六丁目遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第163集 新宿区　新宿六丁目遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第164集 東京都あきる野市　西龍ヶ崎遺跡（第4・5次調査） 一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道あきる野地区)新設工
事事業地域における埋蔵文化財発掘調査報告

東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第165集 八王子市　多摩ニュータウンNo.446遺跡 平成16年度堀之内地区埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第166集 多摩ニュータウン遺跡 No.70遺跡No.442遺跡No.902遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第167集 多摩ニュータウン遺跡 No.461・464・745遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2005/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第168集 多摩ニュータウン遺跡 No.874遺跡No.884遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2006/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第169集 向柳原町遺跡 台東区　東京都台東地区単位制高等学校の改築及び大規模改
修工事に伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2005/07/31 東京都台東区浅草橋5丁目一番

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第170集 豊島区　南池袋遺跡南池袋2丁目地区 環状第5の1号線(雑司ヶ谷地区)建設事業その2に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告

東京都埋蔵文化財センター 2005/06/30 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第171集 国分寺市　武蔵国分寺跡遺跡　恋ヶ窪廃寺跡遺跡 国分寺3・4・3国分寺駅国立線整備事業に伴う発掘調査　国分
寺3・4・14是政恋ヶ窪線整備事業に伴う発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2005/10/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第172集 東京都中央区　明石町(第2次)遺跡 警視庁単身待機宿舎築地警察署築地寮改築工事に係る調査 東京都埋蔵文化財センター 2005/11/30 東京都
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第173集 八王子市　鍛冶屋敷遺跡 平成17年度高尾街道(都道46号線=八王子あきる野線)拡幅工
事に伴う発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2005/11/30 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第174集 府中市　武蔵国府関連遺跡 配水本管新設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2005/12/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第175集 八王子市　椚田遺跡E地区 送水管新設工事に伴う発掘調査報告 東京都埋蔵文化財センター 2005/12/22 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第176集 東京都新宿区　市谷本村町遺跡 市谷本村町マンション計画に伴う発掘調査報告書 東京都埋蔵文化財センター 2005/12/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第177集 東京都新宿区　市谷加賀町二丁目遺跡 日本銀行本店加賀町家族寮(仮称)の建替えに伴う埋蔵文化財
発掘調査報告書

東京都埋蔵文化財センター 2005/12/22 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第178集 世田谷区　太子堂下本村遺跡 (仮称)旧国立小児病院跡地土壌改良及び開発・(仮称)太子堂
(第1工区)賃貸住宅建替事業に伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2006/02/28 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第179集 渋谷区　神宮前一丁目遺跡 神宮前都有地埋蔵文化財発掘調査報告 東京都埋蔵文化財センター 2006/03/15 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第180集 新宿区　尾張藩上屋敷跡遺跡 防衛庁新設建物建設工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2006/02/28 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第181集 国分寺市　武蔵国分寺跡遺跡 主要地方道所沢府中線第17号府中街道改良事業(国分寺市西元
町三丁目地内)に伴う発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2006/03/15 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第182集 明王下遺跡 八王子市　(仮称)新滝山街道整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2006/03/31 東京都八王子市丹木町三丁目220番地先

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第183集 国分寺市 武蔵国分寺跡遺跡 国分寺3・4・3国分寺駅国立線整備事業に伴う発掘調査（その
2）

東京都埋蔵文化財センター 2006/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第184集 多摩ニュータウン遺跡 No.91A・462遺跡、No.390遺跡、No.471遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2006/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第185集 多摩ニュータウン遺跡 No.432・907・908遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2006/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第186集 多摩ニュータウン遺跡 No.9・10・381・382・383遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2006/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第187集 多摩ニュータウン遺跡 No.14･15･30･42･54･76･95･124･278･379･445･885･481･
681･709･710・741・748・866遺跡

東京都埋蔵文化財センター 2006/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第188集 杉並区No.182遺跡 (仮称)広町(第1期)賃貸住宅建替事業に伴う埋蔵文化財発掘調
査

東京都埋蔵文化財センター 2006/05/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第189集 汐留遺跡 旧汐留貨物駅跡地内の調査 東京都埋蔵文化財センター 2006/09/30 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第190集 東京都板橋区 大谷口二丁目遺跡 補助第26号線(大山地区)拡幅に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2006/09/30 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第191集 府中市 武蔵国府関連遺跡 都立農業高等学校耐震補強及び一部改築工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2006/08/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第192集 八王子市 大原C遺跡(第3次) 南八王子土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2006/08/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第193集 多摩ニュータウン遺跡 No.436・446遺跡 東京都埋蔵文化財センター 2006/07/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第194集 府中市 武蔵国府関連遺跡 都市計画道路3・4・18号線整備事業に伴う調査 都市計画道路
3・4・22号線整備事業に伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2006/08/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第195集 西東京市　下野谷遺跡第15次調査 石神井川整備工事(北その2)に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 東京都埋蔵文化財センター 2006/10/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第196集 世田谷区 丸山東遺跡 都立園芸高等学校耐震補強その他改修工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2006/09/30 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第197集 東京都豊島区 染井遺跡 放射第9号線(白山通り)拡幅に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2006/12/28 東京都
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第198集 豊島区 南池袋遺跡 南池袋三丁目地区 環状第5の1号線(雑司が谷地区)建設事業その3に伴う埋蔵文化
財発掘調査報告

東京都埋蔵文化財センター 2007/01/17 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第199集 世田谷区 岡本前耕地遺跡 東京都世田谷地区総合学科高校(仮称)改築に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2006/12/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第200集 あきる野市 草花遺跡・草花古墳群 都道秋多3･4･6号線整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2007/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第201集 あきる野市 中高瀬遺跡 秋多3・3・9号線整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2007/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第202集 新宿区 内藤町遺跡(環状第5の1号線地区) 環状第5の1号線(新宿御苑)整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2007/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第203集 狛江市 橋場遺跡 都市計画道路調布3・4・17号線(元和泉)整備事業に伴う埋蔵
文化財調査

東京都埋蔵文化財センター 2007/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第204集 八王子市 鍛冶屋敷遺跡 高尾街道(都道46号線=八王子あきる野線)拡幅工事に伴う発掘
調査

東京都埋蔵文化財センター 2007/02/28 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第205集 八王子市 要石遺跡 北野街道(都道173号線=上館日野線)山王坂地区安全施設整備
事業に伴う発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2007/02/28 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第206集 板橋区 西台後藤田遺跡第3地点(第2次調査) 都営西台一丁目団地（第2期）内道路建設に係る調査 東京都埋蔵文化財センター 2007/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第207集 八王子市丹木遺跡群<大町遺跡 南谷遺跡 南谷東遺跡> (仮称)新滝山街道整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2007/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第208集 目黒区 大橋遺跡 第4次調査 東京都埋蔵文化財センター 2007/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第209集 あきる野市橋場遺跡 秋多3・3・9号線整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2007/09/28 東京都あきる野市草花1537外

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第210集 日野市 山王上遺跡 多摩平団地立替事業（第2期）に伴うL区（3次）の埋蔵文化
財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2007/09/14 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第211集 西東京市 下野谷遺跡第18次調査 石神井川整備工事（北その3）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 東京都埋蔵文化財センター 2007/11/30 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第212集 日野市 No.16遺跡  一般国道20号日野バイパス（日野地区）改築工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2007/11/30 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第213集 日野市 No.16遺跡・神明上遺跡  一般国道20号日野バイパス（日野地区）改築工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2007/12/20 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第214集 日野市神明上遺跡 一般国道20号日野バイパス（日野地区）改築工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2007/12/31 東京都日野市神明一丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第215集 日野市 No.51遺跡 多摩平団地建替工事（第2期）に伴うH区の埋蔵文化財発掘調
査

東京都埋蔵文化財センター 2007/12/21 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第216集 千代田区 和泉伯太藩・武蔵岡部藩上屋敷跡遺跡 平成18年度参議院新議員会館整備等事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2007/12/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第217集 新宿区 若松町遺跡 2（豊前小倉藩下屋敷跡遺跡） 平成19年度 環状4号線（河田町）整備事業に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2008/01/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第218集 南谷遺跡 (仮称)新滝山街道整備事業伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 東京都埋蔵文化財センター 2007/12/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第219集 新宿区 尾張徳川家下屋敷跡 国立国際医療センター新棟整備第1期工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2008/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第220集 林ノ上遺跡ー第十一次調査ー 送水管新設工事に伴う埋蔵文化財の調査 東京都埋蔵文化財センター 2008/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第221集 北区 七社神社前遺跡 警視庁単身待機宿舎滝野川警察署滝野川寮改築工事に伴う調
査

東京都埋蔵文化財センター 2008/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第222集 柏木淀橋町遺跡 北新宿地区第二種市街地再開発事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2008/03/31 東京都
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第223集 文京区 大塚遺跡 茗荷谷駅前地区市街地再開発事業に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2008/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第224集 余田遺跡 一般都道176号線 (雨間立体) 整備事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査

東京都埋蔵文化財センター 2008/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第225集 千駄ヶ谷大谷戸遺跡(環状第5の1号線地区) 環状第5の1号線 明治通り(千駄ヶ谷) 整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2008/10/30 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第226集 港区愛宕遺跡Ⅰ 環状第二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴
う埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2009/01/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第227集 八王子市多摩ニュータウン№441・446遺跡 平成18～20年度堀之内地区埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2008/12/28 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第228集 府中市 武蔵国府関連遺跡 東京都消防庁府中消防署建替工事に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2008/12/26 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第229集 南入経塚遺跡 ー第3次調査ー 東京都埋蔵文化財センター 2008/11/28 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第230集 文京区 千駄木三丁目北遺跡 公務員宿舎｢千駄木宿舎｣建替えに伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2009/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第231集 八王子市 中田遺跡 都営八王子中野町団地(4期)埋蔵文化財発掘調査委託 東京都埋蔵文化財センター 2009/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第232集 新宿区 戸山ヶ原上ノ台遺跡 子ども家庭総合センター(仮称)の建設に伴う埋蔵文化財発掘
調査

東京都埋蔵文化財センター 2009/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第233集 千駄ヶ谷大谷戸遺跡・ 内藤町遺跡(環状第5の1号線地区) 環状第5の1号線(千駄ヶ谷・新宿御苑)整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2009/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第234集 江戸城跡 北の丸公園地区の調査 東京都埋蔵文化財センター 2009/03/31 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第235集 八王子市 椚谷遺跡（八王子市No.49遺跡）　第1分冊本文編 新滝山街道整備事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2009/10/30 東京都八王子市戸吹町2015-1番地外

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第235集 八王子市 椚谷遺跡（八王子市No.49遺跡）　第2分冊図版編 新滝山街道整備事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2009/10/30 東京都八王子市戸吹町2015-1番地外

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第236集 八王子市 鶴舞遺跡（八王子市No.1029遺跡） 新滝山街道整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2009/10/30 東京都八王子市宮下町635番1から629番2

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第237集 文京区 春日二丁目西遺跡 国際仏教学大学院大学建設予定地内における埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2009/12/31 東京都文京区春日二丁目8番

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第238集 国立市　国立市No.27遺跡 都立国立高等学校耐震補強工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2010/01/25 東京都国立市東四丁目25番地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第239集 府中市　武蔵国分寺跡関連遺跡・武蔵台遺跡　第1分冊 多摩総合医療センター（仮称）等建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査　概要･旧石器時代本文編

東京都埋蔵文化財センター 2010/03/31 東京都府中市武蔵台二丁目5-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第239集 府中市　武蔵国分寺跡関連遺跡・武蔵台遺跡　第2分冊 多摩総合医療センター（仮称）等建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査　旧石器時代遺構挿図・図版編

東京都埋蔵文化財センター 2010/03/31 東京都府中市武蔵台二丁目5-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第239集 府中市　武蔵国分寺跡関連遺跡・武蔵台遺跡　第3分冊 多摩総合医療センター（仮称）等建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査　旧石器時代遺物挿図・図版編

東京都埋蔵文化財センター 2010/03/31 東京都府中市武蔵台二丁目5-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第239集 府中市　武蔵国分寺跡関連遺跡・武蔵台遺跡　第4分冊 多摩総合医療センター（仮称）等建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査　縄文時代以降編(本文･表・図版）

東京都埋蔵文化財センター 2010/03/31 東京都府中市武蔵台二丁目5-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第239集 府中市　武蔵国分寺跡関連遺跡・武蔵台遺跡　第5分冊 多摩総合医療センター（仮称）等建設工事に伴う埋蔵文化財
発掘調査　縄文時代以降編（挿図）

東京都埋蔵文化財センター 2010/03/31 東京都府中市武蔵台二丁目5-3他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第240集 日野市　山王上遺跡 多摩平団地建替事業（第2期その2）に伴うK区J区の埋蔵文化
財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2010/03/31 東京都日野市多摩平2丁目4番地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第241集 文京区　後楽二丁目南遺跡 後楽二丁目西地区第一種市街地再開発事業に伴う埋蔵文化財
発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2010/03/31 東京都文京区後楽二丁目6番地他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第242集 豊島区　染井遺跡2 放射線第9号線（Ⅲ期）拡幅事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2010/03/31 東京都豊島区巣鴨三丁目～五丁目地内
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第243集 文京区　大塚町・大塚・大塚二丁目北遺跡 一般国道254号小日向拡幅事業に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2010/03/31 東京都文京区小日向四丁目6-21から大塚二丁目16-8

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第244集 世田谷区　殿竹遺跡（第3次調査） 都立松沢病院外構整備工事及び公園整備工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2010/03/31 東京都世田谷区上北沢二丁目松沢病院敷地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第245集 世田谷区　殿竹遺跡（第2次調査） 東京都医学系総合研究所（仮称）の整備に伴う埋蔵文化財発
掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2010/07/30 東京都世田谷区上北沢二丁目1番6号ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第246集 新宿区　内藤町遺跡 新宿御苑大温室の整備に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2010/07/30 東京都新宿区内藤町11番地新宿御苑内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第247集 北区 道合遺跡　第1分冊 独立行政法人都市再生機構による赤羽台団地（第Ⅰ期
2BL）建替事業に伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2010/08/31 東京都北区赤羽台1・2丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第247集 北区 道合遺跡　第2分冊 独立行政法人都市再生機構による赤羽台団地（第Ⅰ期
2BL）建替事業に伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2010/08/31 東京都北区赤羽台1・2丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第248集 八王子市　鍛冶屋敷遺跡 高尾街道（都道46号線＝八王子あきる野線）拡幅工事に伴う
発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2010/07/30 東京都八王子市元八王子町二丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第249集 練馬区　池淵遺跡（第9次調査） 石神井公園建物工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2010/10/29 東京都練馬区石神井町5丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第250集 調布市　 飛田給北遺跡第9地点 補助競技場整備に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/02/25 東京都調布市飛田給一丁目地内・西町

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第251集 文京区護国寺境内遺跡 重文護国寺月光殿（旧日光院客殿）建造物保存修理事業に伴
う発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2010/12/28 東京都文京区大塚五丁目40番1号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第252集 新宿区　水野原遺跡Ⅴ 都営若松町アパート埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2010/10/28 東京都新宿区若松町1番

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第253集 府中市武蔵国府関連遺跡 都立農業高等学校実習棟改築その他工事に伴う埋蔵文化財発
掘調査報告

東京都埋蔵文化財センター 2011/01/28 東京都府中市寿町1-10-2

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第254集 港区愛宕下遺跡Ⅱ　第1分冊 港区No.149遺跡　環状二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地
再開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2011/03/31 東京都港区新橋四丁目他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第254集 港区愛宕下遺跡Ⅱ　第2分冊 港区No.149遺跡　環状二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地
再開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2011/03/31 東京都港区新橋四丁目他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第254集 港区愛宕下遺跡Ⅱ　第3分冊 港区No.149遺跡　環状二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地
再開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2011/03/31 東京都港区新橋四丁目他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第254集 港区愛宕下遺跡Ⅱ　第4分冊 港区No.149遺跡　環状二号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地
再開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2011/03/31 東京都港区新橋四丁目他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第255集 八王子市吉原遺跡 （八王子市No.1030遺跡）　－新滝山街道整備事業に伴う埋
蔵文化財発掘調査－

東京都埋蔵文化財センター 2011/03/31 東京都八王子市宮下町地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第256集 北区中里峽上遺跡 （仮称）北区中里マンション計画に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/03/31 東京都北区中里三丁目21番地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第257集 日野市神明上遺跡 東京消防庁日野消防署新築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/03/31 東京都日野市神明2丁目14番地の3号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第258集 千代田区溜池遺跡　第1分冊 衆議院新議員会館整備等事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/03/31 東京都千代田区永田町二丁目1番地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第258集 千代田区溜池遺跡　第2分冊 衆議院新議員会館整備等事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/03/31 東京都千代田区永田町二丁目1番地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第259集 新宿区百人町三丁目西遺跡Ⅶ 淀橋市場リニューアル事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/03/31 東京都新宿区北新宿四丁目2番1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第260集 豊島区　巣鴨遺跡 巣鴨自動車営業所庁舎建て替え工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/07/31 東京都豊島区巣鴨二丁目9-8

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第261集 足立区　若宮八幡神社遺跡 補助第261号線整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/09/30 東京都足立区伊興二～四丁目・西伊興二丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第262集 北区　西ヶ原貝塚　第1分冊 西ヶ原一丁目地区都市再生機構用地に係る埋蔵文化財発掘調
査

東京都埋蔵文化財センター 2011/09/30 東京都北区西ヶ原一丁目地内
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第262集 北区　西ヶ原貝塚　第2分冊 西ヶ原一丁目地区都市再生機構用地に係る埋蔵文化財発掘調
査

東京都埋蔵文化財センター 2011/09/30 東京都北区西ヶ原一丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第262集 北区　西ヶ原貝塚　第3分冊 西ヶ原一丁目地区都市再生機構用地に係る埋蔵文化財発掘調
査

東京都埋蔵文化財センター 2011/09/30 東京都北区西ヶ原一丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第262集 北区　西ヶ原貝塚　付図 東京都埋蔵文化財センター 2011/09/30 東京都北区西ヶ原一丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第263集 新宿区　市谷仲之町遺跡Ⅹ 統幕市ヶ谷（22）埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/09/30 東京都新宿区市谷仲之町2-36

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第264集 豊島区　巣鴨遺跡2 放射第9号線（Ⅲ期）拡幅事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/10/31 東京都豊島区巣鴨三丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第265集 板橋区　前野兎谷東遺跡 都営前野町四丁目第5団地建替事業に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/12/28 東京都

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第266集 目黒区　氷川遺跡 都営大橋二丁目アパート建替事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2012/02/19 東京都目黒区大橋二丁目13番ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第267集 日野市　山王上遺跡 多摩平団地建替事業（第Ⅲ期）に伴うN区・O区の埋蔵文化財
発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2012/01/31 東京都日野市多摩平二丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第268集 北区　御殿前遺跡 西ヶ原一丁目地区都市再生機構用地に係る埋蔵文化財発掘調
査（2期調査）

東京都埋蔵文化財センター 2012/02/15 東京都北区西ヶ原一丁目31番地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第269集 千代田区　永田町一丁目遺跡 中央合同庁舎第8号館整備等事業に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2011/11/30 東京都千代田区永田町一丁目6番地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第270集 八王子市　吉原遺跡（八王子市№1030遺跡） 新滝山街道整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2012/03/31 東京都八王子市宮下町地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第271集 大島町　大島八重川遺跡 東京都教職員大島（八重川第二）（仮称）住宅建設工事に伴
う調査

東京都埋蔵文化財センター 2012/03/31 東京都大島町元町三丁目15-5・6

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第272集 北区　田端西台通遺跡 －東京都都市計画事業田端二丁目付近土地区画整備事業に伴
う埋蔵文化財発掘調査－第1分冊

東京都埋蔵文化財センター 2012/03/31 東京都北区田端2・3・5丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第272集 北区　田端西台通遺跡 －東京都都市計画事業田端二丁目付近土地区画整備事業に伴
う埋蔵文化財発掘調査－第2分冊

東京都埋蔵文化財センター 2012/03/31 東京都北区田端2・3・5丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第273集 八王子市　中田遺跡Ⅱ　第一分冊　本文編 都営中野山王三丁目団地（5期）埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2012/06/30 東京都八王子市中野山王三丁目2327番地1ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第273集 八王子市　中田遺跡Ⅱ　第二分冊　自然科学分析・写真図版編 都営中野山王三丁目団地（5期）埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2012/06/30 東京都八王子市中野山王三丁目2327番地1ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第274集 府中市　武蔵国府関連遺跡 府中合同庁舎改築事業に伴う発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2012/11/30 東京都府中市宮西町一丁目26番地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第275集 中央区　新川二丁目遺跡 警視庁単身待機宿舎新川寮（仮称）改築工事に伴う埋蔵文化
財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2012/12/28 東京都中央区新川二丁目21番地18号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第276集 新宿区　尾張徳川家下屋敷遺跡Ⅶ （Ｈ24）若松住宅埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2012/12/28 東京都新宿区戸山1丁目20番地1ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第277集 府中市　朝日町神明台遺跡 警視庁第七機動隊新営工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2013/01/31 東京都府中市朝日町3丁目16番8,21他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第278集 日野市　山王上遺跡 多摩平団地建替事業（第Ⅲ期）に伴うＯ区（保育園及び商店
街地区）の埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2013/03/31 東京都日野市多摩平二丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第279集 台東区　上野忍岡遺跡群　国際子ども図書館地点 国際子ども図書館増築棟新営工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2013/03/31 東京都台東区上野公園12-49

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第280集 北区　道合遺跡 独立行政法人都市再生機構による赤羽台団地（第Ⅰ期2BL）
建替事業に伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2013/03/31 東京都北区赤羽台一・二丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第281集 大島町　充仁荘遺跡 東京都教職員大島（元町第二）住宅（仮称）建設工事に伴う
調査

東京都埋蔵文化財センター 2013/03/29 東京都大島町元町三丁目14-4

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第282集 青梅市裏宿遺跡 青梅3・4・4新青梅街道線街路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘
調査

東京都埋蔵文化財センター 2013/08/31



シリーズ名 書名 副書名 発行機関 発行年月日 遺跡所在地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第283集 府中市　武蔵台遺跡 旧都立府中病院解体に伴うインフラ切り回し工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2013/10/31 東京都府中市武蔵台二丁目9番地の2

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第284集 北区　中里峽上遺跡Ⅱ （仮称）北区中里マンション計画に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2013/11/30 東京都北区中里三丁目20番地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第285集 国分寺市　武蔵国分寺跡 東京都立多摩図書館改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2013/11/30 東京都国分寺市泉町二丁目102番地11

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第286集 港区　愛宕下遺跡Ⅲ　第1分冊　本文編・史料編 環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区虎ノ門一丁目 西新橋二丁目 新橋四丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第286集 港区　愛宕下遺跡Ⅲ　第2分冊　遺構図版編・芝口地区Ⅰ・Ⅱ 環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区虎ノ門一丁目 西新橋二丁目 新橋四丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第286集 港区　愛宕下遺跡Ⅲ　第3分冊　 遺構図版編・芝口地区Ⅲ・Ⅳ 環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区虎ノ門一丁目 西新橋二丁目 新橋四丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第286集 港区　愛宕下遺跡Ⅲ　第4分冊　遺構図版編・愛宕下地区Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ

環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区虎ノ門一丁目 西新橋二丁目 新橋四丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第286集 港区　愛宕下遺跡Ⅲ　第5分冊　遺構図版編・愛宕下地区Ⅳ・Ⅴ・
Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ

環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区虎ノ門一丁目 西新橋二丁目 新橋四丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第286集 港区　愛宕下遺跡Ⅲ　第6分冊　遺構図版編・西久保地区Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ

環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区虎ノ門一丁目 西新橋二丁目 新橋四丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第286集 港区　愛宕下遺跡Ⅲ　第7分冊　遺構図版編・西久保地区Ⅳ・Ⅴ 環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区虎ノ門一丁目 西新橋二丁目 新橋四丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第286集 港区　愛宕下遺跡Ⅲ　第8分冊　遺構図版編・芝口地区・愛宕下地
区Ⅰ

環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区虎ノ門一丁目 西新橋二丁目 新橋四丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第286集 港区　愛宕下遺跡Ⅲ　第9分冊　遺構図版編 愛宕下地区Ⅱ・西久保
地区

環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区虎ノ門一丁目 西新橋二丁目 新橋四丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第286集 港区　愛宕下遺跡Ⅲ　第10分冊　自然科学分析編 環状第2号線新橋・虎ノ門地区第二種市街地再開発事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区虎ノ門一丁目 西新橋二丁目 新橋四丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第287集 八王子市　塚場遺跡(八王子市No.110遺跡) 八王子3・4・28街路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都八王子市石川町2647-1番地外

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第288集 あきる野市　草花遺跡・草花古墳群 秋多3・4・6号線整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/02/28 東京都あきる野市草花716-8地先他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第289集 新宿区　新小川町遺跡Ⅱ 放射第25号線（新小川町地区）整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都新宿区新小川町地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第290集 港区 品川台場（第五）遺跡 品川ふ頭再編整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/03/31 東京都港区港南五丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第291集 中央区　築地五丁目遺跡 東京国税局(仮称）整備等事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/06/30 東京都中央区築地5丁目2番地8号地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第292集 新宿区　市谷薬王寺町遺跡Ⅴ　市谷柳町遺跡Ⅱ　第1分冊 環状第3号線(薬王寺）整備事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/07/31 東京都新宿区市谷薬王寺地内・柳町地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第292集 新宿区　市谷薬王寺町遺跡Ⅴ　市谷柳町遺跡Ⅱ　第2分冊 環状第3号線(薬王寺）整備事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/07/31 東京都新宿区市谷薬王寺地内・柳町地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第293集 三鷹市　北野遺跡 東京外かく環状道路仮橋敷設に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/09/30 東京都三鷹市北野四丁目地先

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第294集 新宿区　市谷本村町遺跡 防研市ヶ谷（24）埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/09/30 東京都新宿区市谷本村町9-5

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第295集 府中市　武蔵国分寺跡関連遺跡 都立武蔵台学園増築及び改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/10/31 東京都府中市武蔵台二丁目8番28号　都立武蔵台学園

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第296集 北区　桐ヶ丘遺跡 都立桐ヶ丘二丁目団地（GNO2街区）に係る調査 東京都埋蔵文化財センター 2014/10/31 東京都北区赤羽北三丁目16番地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第297集 目黒区　氷川遺跡 都営大橋二丁目アパート建替事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2015/02/28 東京都目黒区大橋二丁目640番ほか
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第298集 豊島区　巣鴨遺跡3 巣鴨自動車営業所庁舎建て替え二期工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2015/03/31 東京都豊島区巣鴨二丁目9番地8

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第299集 中央区　築地五丁目遺跡 東京国税局(仮称）整備等事業に伴う埋蔵文化財発掘調査その
2

東京都埋蔵文化財センター 2014/12/31 東京都中央区築地5丁目2番地8号地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第300集 府中市　武蔵国府関連遺跡 東京都北多摩南部建設事務所改修工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査

東京都埋蔵文化財センター 2015/03/31 東京都府中市緑町1-27-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第301集 港区　品川台場（第五）遺跡2 平成26年度品川埠頭再編整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2015/03/31 東京都港区港南五丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第302集 千代田区　江戸城跡三の丸地区 皇宮警察本部大手待機所建替え工事に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2015/06/30 東京都千代田区　千代田1-4

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第303集 北区　道合遺跡　赤羽上ノ台遺跡　第1分冊 独立行政法人都市再生機構による赤羽台団地（第Ⅲ期）建替
事業に伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2015/08/31 東京都北区赤羽台1･2丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第303集 北区　道合遺跡　赤羽上ノ台遺跡　第2分冊 独立行政法人都市再生機構による赤羽台団地（第Ⅲ期）建替
事業に伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2015/08/31 東京都北区赤羽台1･2丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第304集 北区　田端西台通遺跡 東京都住宅供給公社田端住宅（旧印刷局敷地及び1号棟）事業
に伴う埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2015/08/31 東京都北区田端五丁目13-1ほか

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第305集 日野市　山王上遺跡 平成26･27年度　多摩平団地建替事業（第Ⅲ期）に伴うO区の
埋蔵文化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2015/09/30 東京都日野市多摩平二丁目地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第306集 港区　旗本花房家屋敷跡遺跡 警視庁麻布警察署庁舎改築工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2015/12/28 東京都港区六本木四丁目7番地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第307集 北区　道合遺跡 独立行政法人都市再生機構による赤羽台団地（第Ⅱ期）建替
事業に伴う調査

東京都埋蔵文化財センター 2016/02/29 東京都北区赤羽台一丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第308集 千代田区　永田町一丁目遺跡Ⅱ 中央合同庁舎第8号館整備等事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2016/02/29 東京都千代田区永田町一丁目4番8・9号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第308集 千代田区　永田町一丁目遺跡Ⅱ 中央合同庁舎第8号館整備等事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 42429 東京都千代田区永田町一丁目4番8･9号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第309集 あきる野市　水草木遺跡 一般都道伊奈福生線（第165号）道路整備事業に伴う埋蔵文化
財調査

東京都埋蔵文化財センター 2016/03/31 東京都あきる野市伊奈612-1外

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第310集 世田谷区　桜木遺跡Ⅸ 補助第128号線（桜）整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2016/03/14 東京都世田谷区桜一丁目27番他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第311集 あきる野市　草花遺跡・草花古墳群 一般都道伊奈福生線（第165号）草花地区道路整備事業に伴う
埋蔵文化財調査

東京都埋蔵文化財センター 2016/03/31 東京都あきる野市草花1421・1422・1424・434

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第312集 中野区　江古田遺跡Ⅳ 江古田三丁目地区工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2016/03/31 東京都中野区江古田3丁目1101番24、28地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第313集 府中市　武蔵国府関連遺跡 東京都北多摩南部建設事務所改修工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2016/03/31 東京都府中市緑町1丁目27番地1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第314集 北区　御殿前遺跡 西ヶ原研修合同庁舎（仮称）の整備に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2016/03/31 東京都北区西ヶ原二丁目2の1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第314集 北区　御殿前遺跡　第2分冊 西ヶ原研修合同庁舎（仮称）の整備に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/02/28 東京都北区西ヶ原二丁目2の1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第314集 北区　御殿前遺跡　第3分冊 西ヶ原研修合同庁舎（仮称）の整備に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/02/28 東京都北区西ヶ原二丁目2の1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第315集 あきる野市　門口遺跡 東京都関連施設解体事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/01/31 東京都あきる野市網代

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第316集 青梅市　天ヶ瀬遺跡 青梅3・4・4新青梅街道線街路整備事業に伴う埋蔵文化財調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/01/31 東京都青梅市天ヶ瀬町地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第317集 北区　道合遺跡 東京都市計画道路補助線街路第85号線（赤羽台Ⅱ期）整備事
業に伴う埋蔵文化財調査

東京都埋蔵文化財センター 2017/03/31 東京都北区赤羽台一丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第318集 北区　道合遺跡　赤羽上ノ台遺跡 独立行政法人都市再生機構による赤羽台団地下水道整備工事
に伴う埋蔵文化財調査

東京都埋蔵文化財センター 2017/03/31 東京都北区赤羽台1・2丁目他
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東京都埋蔵文化財センター調査報告　第319集 新宿区　霞ヶ丘町遺跡　・　渋谷区　千駄ヶ谷北ノ脇遺跡　第1分
冊

新国立競技場整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/06/30 東京都新宿区霞ヶ丘町6番・10番他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第319集 新宿区　霞ヶ丘町遺跡　・渋谷区　千駄ヶ谷北ノ脇遺跡　第2分冊 新国立競技場整備事業に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/06/30 東京都新宿区霞ヶ丘町6番・10番他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第320集 世田谷区　騎兵山遺跡Ⅲ 警視庁有家族者待機寮駒場住宅改築工事に伴う調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/11/30 東京都世田谷区池尻四丁目3番地

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第321集 三鷹市　天神山遺跡 東京外かく環状道路（関越～中央）中央JCTにおける埋蔵文
化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2017/10/31 東京都三鷹市新川二丁目地先

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第322集 八王子市　中田遺跡Ⅲ 都営中野山王三丁目団地（5-2期）埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/11/30 東京都中野山王三丁目2349番地1外

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第323集 文京区　小日向一丁目北遺跡 東京都住宅供給公社茗荷谷用地（茗荷谷住宅跡地）埋蔵文化
財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2017/11/30 東京都文京区小日向一丁目23番26（住居表示）　　同　54番4
（地名地番）

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第324集 世田谷区　田直遺跡 東京外かく環状道路建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/11/30 東京都世田谷区大蔵五丁目地先

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第325集 世田谷区　殿山横穴墓群　（第2次調査） 東京外かく環状道路建設事業に伴う埋蔵文化財発掘調査　附
編：外かく環状道路東名ジャンクション（仮称）建設工事に

東京都埋蔵文化財センター 2017/11/30 東京都世田谷区大蔵五丁目20番

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第326集 港区　紀伊和歌山藩徳川家屋敷跡　第3遺跡 赤坂御用地事務所・収蔵庫棟新築工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査

東京都埋蔵文化財センター 2017/10/31 東京都港区元赤坂二丁目

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第327集 新宿区　左門町遺跡 警視庁四谷警察署庁舎改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/12/25 東京都新宿区左門町6-5

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第328集 港区　旧白金御料地遺跡 東京都庭園美術館レストラン改築工事に伴う埋蔵文化財発掘
調査

東京都埋蔵文化財センター 2017/12/28 東京都港区白金台五丁目21番

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第329集 世田谷区　桜木遺跡Ⅹ 補助第128号線（桜）整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2017/12/31 東京都世田谷区桜一丁目27番他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第330集 あきる野市　水草木遺跡 一般都道伊奈福生線（第165号）整備事業に伴う埋蔵文化財発
掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2018/02/28 東京都あきる野市伊奈地内

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第331集 三鷹市・調布市　北野遺跡 東京外かく環状道路（関越～中央）中央JCTにおける埋蔵文
化財発掘調査

東京都埋蔵文化財センター 2018/01/31 東京都三鷹市北野四丁目地先・東京都調布市緑ケ丘一丁目地
先

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第332集 新宿区　市谷本村町遺跡　第一分冊 市ヶ谷（27）埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2018/03/30 東京都新宿区市谷本村町5-1、9-5、10-1他

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第332集 新宿区　市谷本村町遺跡　第ニ分冊 市ヶ谷（27）埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2018/03/30 東京都新宿区市谷本村町5-1、9-5、10-1

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第333集 新宿区　市谷柳町遺跡Ⅲ・南榎町遺跡Ⅳ 環状三号線弁天町地区事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2018/03/31 東京都新宿区市谷柳町・原町一丁目・榎町

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第334集 府中市　武蔵台遺跡　武蔵国分寺跡関連遺跡　第1分冊　旧石器時
代編

都立府中療育センター改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2018/03/31 東京都府中市武蔵台二丁目9番地2号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第334集 府中市　武蔵台遺跡　武蔵国分寺跡関連遺跡　第2分冊　縄文時代
以降編

都立府中療育センター改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2018/03/31 東京都府中市武蔵台二丁目9番地2号

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第335集 豊島区　巣鴨遺跡4 放射第9号線（Ⅲ期）整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2018/03/30 東京都豊島区巣鴨三丁目32番

東京都埋蔵文化財センター調査報告　第336集 北区　十条台遺跡群Ⅰ 十条地区沿道一体整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査 東京都埋蔵文化財センター 2018/03/31 東京都北区十条一・二丁目
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