
（JR-55）

添付書類3-399（首都圏）



（JR-55）

添付書類3-400（首都圏）



（JR-55）

添付書類3-401（首都圏）



（JR-55）

添付書類3-402（首都圏）



（参考55-1）

添付書類3-403（首都圏）



（参考55-1）

添付書類3-404（首都圏）



77.40m※

※孔口標高は、国土地理院発行の地理院地図（電子国土Web）より取得した値を表示しています。

（参考55-2）

添付書類3-405（首都圏）



（参考55-2）

添付書類3-406（首都圏）



（JR-56）

添付書類3-407（首都圏）



（JR-56）

添付書類3-408（首都圏）



（JR-56）

添付書類3-409（首都圏）



（JR-56）

添付書類3-410（首都圏）



（JR-57）

添付書類3-411（首都圏）



（JR-57）

添付書類3-412（首都圏）



（参考57-1）

添付書類3-413（首都圏）



（参考57-1）

添付書類3-414（首都圏）



57.10m※

※孔口標高は、国土地理院発行の地理院地図（電子国土Web）より取得した値を表示しています。

（参考57-2）

添付書類3-415（首都圏）



（参考57-2）

添付書類3-416（首都圏）



（JR-58）

添付書類3-417（首都圏）



（JR-58）

添付書類3-418（首都圏）



（参考58-1）

添付書類3-419（首都圏）



（参考58-1）

添付書類3-420（首都圏）



（参考58-2）

添付書類3-421（首都圏）



（参考58-2）

添付書類3-422（首都圏）



（JR-59）

添付書類3-423（首都圏）



（JR-59）

添付書類3-424（首都圏）



（JR-59）

添付書類3-425（首都圏）



（JR-59）

添付書類3-426（首都圏）



51.40m※

（参考59-1）

添付書類3-427（首都圏）



※孔口標高は、国土地理院発行の地理院地図（電子国土Web）より取得した値を表示しています。

（参考59-1）

添付書類3-428（首都圏）



（JR-60）

添付書類3-429（首都圏）



（JR-60）

添付書類3-430（首都圏）



（JR-60）

添付書類3-431（首都圏）



（JR-60）

添付書類3-432（首都圏）



46.50m※

（参考60-1）

添付書類3-433（首都圏）



※孔口標高は、国土地理院発行の地理院地図（電子国土Web）より取得した値を表示しています。

（参考60-1）

添付書類3-434（首都圏）



44.70m※

※孔口標高は、国土地理院発行の地理院地図（電子国土Web）より取得した値を表示しています。

（参考60-2）

添付書類3-435（首都圏）



（参考60-2）

添付書類3-436（首都圏）



（JR-61）

添付書類3-437（首都圏）



（JR-61）

添付書類3-438（首都圏）



（JR-61）

添付書類3-439（首都圏）



（JR-61）

添付書類3-440（首都圏）



（参考61-1）

添付書類3-441（首都圏）



（参考61-1）

添付書類3-442（首都圏）



（参考61-2）

添付書類3-443（首都圏）



（参考61-2）

添付書類3-444（首都圏）



（JR-62）

添付書類3-445（首都圏）



（JR-62）

添付書類3-446（首都圏）



（参考62-1）

添付書類3-447（首都圏）



（参考62-1）

添付書類3-448（首都圏）



（JR-63）

添付書類3-449（首都圏）



（JR-63）

添付書類3-450（首都圏）



（JR-63）

添付書類3-451（首都圏）



（JR-63）

添付書類3-452（首都圏）



（参考63-1）

添付書類3-453（首都圏）



（参考63-1）

添付書類3-454（首都圏）



（参考63-2）

添付書類3-455（首都圏）



（参考63-2）

添付書類3-456（首都圏）



※孔口標高は、国土地理院発行の地理院地図（電子国土Web）より取得した値を表示しています。

38.30m※

（参考63-3）

添付書類3-457（首都圏）



（参考63-3）

添付書類3-458（首都圏）



（JR-64）

添付書類3-459（首都圏）



（JR-64）

添付書類3-460（首都圏）



（JR-64）

添付書類3-461（首都圏）



（JR-64）

添付書類3-462（首都圏）



（参考64-1）

添付書類3-463（首都圏）



（参考64-1）

添付書類3-464（首都圏）



（JR-65）

添付書類3-465（首都圏）



（JR-65）

添付書類3-466（首都圏）



（JR-66）

添付書類3-467（首都圏）



（JR-66）

添付書類3-468（首都圏）



（参考66-1）

添付書類3-469（首都圏）



（参考66-1）

添付書類3-470（首都圏）



（参考66-2）

添付書類3-471（首都圏）



（参考66-2）

添付書類3-472（首都圏）



（参考66-3）

添付書類3-473（首都圏）



（参考66-3）

添付書類3-474（首都圏）



（参考66-4）

添付書類3-475（首都圏）



（参考66-4）

添付書類3-476（首都圏）



（JR-67）

添付書類3-477（首都圏）



（JR-67）

添付書類3-478（首都圏）



（JR-67）

添付書類3-479（首都圏）



（JR-67）

添付書類3-480（首都圏）



（JR-68）

添付書類3-481（首都圏）



（JR-68）

添付書類3-482（首都圏）



（JR-68）

添付書類3-483（首都圏）



（JR-68）

添付書類3-484（首都圏）



（JR-68）

添付書類3-485（首都圏）



（JR-68）

添付書類3-486（首都圏）



（JR-69）

添付書類3-487（首都圏）



（JR-69）

添付書類3-488（首都圏）



（JR-69）

添付書類3-489（首都圏）



（JR-69）

添付書類3-490（首都圏）



（JR-70）

添付書類3-491（首都圏）



（JR-70）

添付書類3-492（首都圏）



（JR-71）

添付書類3-493（首都圏）



（JR-71）

添付書類3-494（首都圏）



（JR-71）

添付書類3-495（首都圏）



（JR-71）

添付書類3-496（首都圏）



（参考71-1）

添付書類3-497（首都圏）



（参考71-1）

添付書類3-498（首都圏）



（JR-72）

添付書類3-499（首都圏）



（JR-72）

添付書類3-500（首都圏）



（JR-73）

添付書類3-501（首都圏）



（JR-73）

添付書類3-502（首都圏）



（JR-73）

添付書類3-503（首都圏）



（JR-73）

添付書類3-504（首都圏）



（JR-74）

添付書類3-505（首都圏）



（JR-74）

添付書類3-506（首都圏）



（JR-75）

添付書類3-507（首都圏）



（JR-75）

添付書類3-508（首都圏）



（JR-75）

添付書類3-509（首都圏）



（JR-75）

添付書類3-510（首都圏）



（JR-76）

添付書類3-511（首都圏）



（JR-76）

添付書類3-512（首都圏）



（JR-77）

添付書類3-513（首都圏）



（JR-77）

添付書類3-514（首都圏）



（JR-77）

添付書類3-515（首都圏）



（JR-77）

添付書類3-516（首都圏）



（JR-78）

添付書類3-517（首都圏）



（JR-78）

添付書類3-518（首都圏）



（JR-79）

添付書類3-519（首都圏）



（JR-79）

添付書類3-520（首都圏）



（JR-80）

添付書類3-521（首都圏）



（JR-80）

添付書類3-522（首都圏）



（JR-80）

添付書類3-523（首都圏）



（JR-80）

添付書類3-524（首都圏）



（JR-81）

添付書類3-525（首都圏）



（JR-81）

添付書類3-526（首都圏）



（JR-82）

添付書類3-527（首都圏）



（JR-82）

添付書類3-528（首都圏）



（JR-82）

添付書類3-529（首都圏）



（JR-82）

添付書類3-530（首都圏）



（参考82-1）

添付書類3-531（首都圏）



（参考82-1）

添付書類3-532（首都圏）



（JR-83）

添付書類3-533（首都圏）



（JR-83）

添付書類3-534（首都圏）



（JR-83）

添付書類3-535（首都圏）



（JR-83）

添付書類3-536（首都圏）



（JR-84）

添付書類3-537（首都圏）



（JR-84）

添付書類3-538（首都圏）



（JR-84）

添付書類3-539（首都圏）



（JR-84）

添付書類3-540（首都圏）



（JR-85）

添付書類3-541（首都圏）



（JR-85）

添付書類3-542（首都圏）



（JR-86）

添付書類3-543（首都圏）



（JR-86）

添付書類3-544（首都圏）



（JR-87）

添付書類3-545（首都圏）



（JR-87）

添付書類3-546（首都圏）



（JR-88）

添付書類3-547（首都圏）



（JR-88）

添付書類3-548（首都圏）



（JR-89）

添付書類3-549（首都圏）



（JR-89）

添付書類3-550（首都圏）



（JR-89）

添付書類3-551（首都圏）



（JR-89）

添付書類3-552（首都圏）



（JR-90）

添付書類3-553（首都圏）



（JR-90）

添付書類3-554（首都圏）



（JR-91）

添付書類3-555（首都圏）



（JR-91）

添付書類3-556（首都圏）



（JR-92）

添付書類3-557（首都圏）



（JR-92）

添付書類3-558（首都圏）



（JR-92）

添付書類3-559（首都圏）



（JR-92）

添付書類3-560（首都圏）



（JR-93）

添付書類3-561（首都圏）



（JR-93）

添付書類3-562（首都圏）



（JR-93）

添付書類3-563（首都圏）



（JR-93）

添付書類3-564（首都圏）



（JR-94）

添付書類3-565（首都圏）



（JR-94）

添付書類3-566（首都圏）



（JR-94）

添付書類3-567（首都圏）



（JR-94）

添付書類3-568（首都圏）



（JR-95）

添付書類3-569（首都圏）



（JR-95）

添付書類3-570（首都圏）



（JR-96）

添付書類3-571（首都圏）



（JR-96）

添付書類3-572（首都圏）



（JR-97）

添付書類3-573（首都圏）



（JR-97）

添付書類3-574（首都圏）



（JR-97）

添付書類3-575（首都圏）



（JR-97）

添付書類3-576（首都圏）



（JR-98）

添付書類3-577（首都圏）



（JR-98）

添付書類3-578（首都圏）



（JR-99）

添付書類3-579（首都圏）



（JR-99）

添付書類3-580（首都圏）



（JR-99）

添付書類3-581（首都圏）



（JR-99）

添付書類3-582（首都圏）



（JR-100）

添付書類3-583（首都圏）



（JR-100）

添付書類3-584（首都圏）



（JR-101）

添付書類3-585（首都圏）



（JR-101）

添付書類3-586（首都圏）



（JR-101）

添付書類3-587（首都圏）



（JR-101）

添付書類3-588（首都圏）



（参考101-1）

添付書類3-589（首都圏）



（参考101-1）

添付書類3-590（首都圏）



（JR-102）

添付書類3-591（首都圏）



（JR-102）

添付書類3-592（首都圏）



（JR-103）

添付書類3-593（首都圏）



（JR-103）

添付書類3-594（首都圏）



（JR-103）

添付書類3-595（首都圏）



（JR-103）

添付書類3-596（首都圏）



（JR-104）

添付書類3-597（首都圏）



（JR-104）

添付書類3-598（首都圏）



（JR-105）

添付書類3-599（首都圏）



（JR-105）

添付書類3-600（首都圏）



（JR-106）

添付書類3-601（首都圏）



（JR-106）

添付書類3-602（首都圏）



（JR-106）

添付書類3-603（首都圏）



（JR-106）

添付書類3-604（首都圏）



（JR-107）

添付書類3-605（首都圏）



（JR-107）

添付書類3-606（首都圏）



（JR-108）

添付書類3-607（首都圏）



（JR-108）

添付書類3-608（首都圏）



（JR-109）

添付書類3-609（首都圏）



（JR-109）

添付書類3-610（首都圏）



（JR-109）

添付書類3-611（首都圏）



（JR-109）

添付書類3-612（首都圏）



（JR-109）

添付書類3-613（首都圏）



（JR-109）

添付書類3-614（首都圏）



（参考109-1）

添付書類3-615（首都圏）



（参考109-1）

添付書類3-616（首都圏）



（JR-110）

添付書類3-617（首都圏）



（JR-110）

添付書類3-618（首都圏）



（JR-110）

添付書類3-619（首都圏）



（JR-110）

添付書類3-620（首都圏）



（JR-110）

添付書類3-621（首都圏）



（JR-110）

添付書類3-622（首都圏）



（JR-110）

添付書類3-623（首都圏）



（JR-110）

添付書類3-624（首都圏）



（JR-111）

添付書類3-625（首都圏）



（JR-111）

添付書類3-626（首都圏）



（JR-111）

添付書類3-627（首都圏）



（JR-111）

添付書類3-628（首都圏）



（JR-112）

添付書類3-629（首都圏）



（JR-112）

添付書類3-630（首都圏）



（JR-112）

添付書類3-631（首都圏）



（JR-112）

添付書類3-632（首都圏）



（参考112-1）

添付書類3-633（首都圏）



（参考112-1）

添付書類3-634（首都圏）



（JR-113）

添付書類3-635（首都圏）



（JR-113）

添付書類3-636（首都圏）



（JR-113）

添付書類3-637（首都圏）



（JR-113）

添付書類3-638（首都圏）



（JR-114）

添付書類3-639（首都圏）



（JR-114）

添付書類3-640（首都圏）



（JR-114）

添付書類3-641（首都圏）



（JR-114）

添付書類3-642（首都圏）



（JR-115）

添付書類3-643（首都圏）



（JR-115）

添付書類3-644（首都圏）



（JR-116）

添付書類3-645（首都圏）



（JR-116）

添付書類3-646（首都圏）



（JR-116）

添付書類3-647（首都圏）



（JR-116）

添付書類3-648（首都圏）



（JR-117）

添付書類3-649（首都圏）



（JR-117）

添付書類3-650（首都圏）



（JR-118）

添付書類3-651（首都圏）



（JR-118）

添付書類3-652（首都圏）



（JR-118）

添付書類3-653（首都圏）



（JR-118）

添付書類3-654（首都圏）



（JR-119）

添付書類3-655（首都圏）



（JR-119）

添付書類3-656（首都圏）



（JR-120）

添付書類3-657（首都圏）



（JR-120）

添付書類3-658（首都圏）



（JR-121）

添付書類3-659（首都圏）



（JR-121）

添付書類3-660（首都圏）



（JR-121）

添付書類3-661（首都圏）



（JR-121）

添付書類3-662（首都圏）



（JR-122）

添付書類3-663（首都圏）



（JR-122）

添付書類3-664（首都圏）



（JR-123）

添付書類3-665（首都圏）



（JR-123）

添付書類3-666（首都圏）



（JR-124）

添付書類3-667（首都圏）



（JR-124）

添付書類3-668（首都圏）



（JR-124）

添付書類3-669（首都圏）



（JR-124）

添付書類3-670（首都圏）



（JR-125）

添付書類3-671（首都圏）



（JR-125）

添付書類3-672（首都圏）



（JR-125）

添付書類3-673（首都圏）



（JR-125）

添付書類3-674（首都圏）



（JR-126）

添付書類3-675（首都圏）



（JR-126）

添付書類3-676（首都圏）



（JR-127）

添付書類3-677（首都圏）



（JR-127）

添付書類3-678（首都圏）



（JR-128）

添付書類3-679（首都圏）



（JR-128）

添付書類3-680（首都圏）



（JR-128）

添付書類3-681（首都圏）



（JR-128）

添付書類3-682（首都圏）



（JR-129）

添付書類3-683（首都圏）



（JR-129）

添付書類3-684（首都圏）



（JR-130）

添付書類3-685（首都圏）



（JR-130）

添付書類3-686（首都圏）



（JR-131）

添付書類3-687（首都圏）



（JR-131）

添付書類3-688（首都圏）



（JR-131）

添付書類3-689（首都圏）



（JR-131）

添付書類3-690（首都圏）



（JR-132）

添付書類3-691（首都圏）



（JR-132）

添付書類3-692（首都圏）



（JR-132）

添付書類3-693（首都圏）



（JR-132）

添付書類3-694（首都圏）



（JR-133）

添付書類3-695（首都圏）



（JR-133）

添付書類3-696（首都圏）



（JR-133）

添付書類3-697（首都圏）



（JR-133）

添付書類3-698（首都圏）



（JR-134）

添付書類3-699（首都圏）



（JR-134）

添付書類3-700（首都圏）



（JR-135）

添付書類3-701（首都圏）



（JR-135）

添付書類3-702（首都圏）



（JR-136）

添付書類3-703（首都圏）



（JR-136）

添付書類3-704（首都圏）



（JR-136）

添付書類3-705（首都圏）



（JR-136）

添付書類3-706（首都圏）



（JR-137）

添付書類3-707（首都圏）



（JR-137）

添付書類3-708（首都圏）



（JR-138）

添付書類3-709（首都圏）



（JR-138）

添付書類3-710（首都圏）



（JR-138）

添付書類3-711（首都圏）



（JR-138）

添付書類3-712（首都圏）



（JR-139）

添付書類3-713（首都圏）



（JR-139）

添付書類3-714（首都圏）



（JR-139）

添付書類3-715（首都圏）



（JR-139）

添付書類3-716（首都圏）



（JR-140）

添付書類3-717（首都圏）



（JR-140）

添付書類3-718（首都圏）



（JR-140）

添付書類3-719（首都圏）



（JR-140）

添付書類3-720（首都圏）



（JR-141）

添付書類3-721（首都圏）



（JR-141）

添付書類3-722（首都圏）



（JR-141）

添付書類3-723（首都圏）



（JR-141）

添付書類3-724（首都圏）


	(000k726m) JR-1【ＪＲ：関東地区地質調査（37）】
	(000k210m) JR-2【ＪＲ：首都圏（1） 東京No.1】
	(000k027m) JR-3【ＪＲ：首都圏（1） 東京No.2】
	000k202m JR-4【ＪＲ：首都圏（1） 東京No.3】
	000k308m JR-5【ＪＲ：首都圏（1） 東京No.4】
	000k491m JR-6【ＪＲ：首都圏（1） 東京No.5】
	000k582m JR-7【ＪＲ：関東地区地質調査（1）】
	000k817m 参考7-1 【公表：Kunijiban】
	000k921m 参考7-2 【公表：東京の地盤】
	000k936m JR-8【ＪＲ：首都圏（2） 東京No.1】
	001k346m 参考8-1 【公表：東京の地盤】
	001k458m JR-9【ＪＲ：首都圏（1） 東京No.6】
	001k549m JR-10【ＪＲ：東京都区部】
	001k596m 参考10-1 【公表：東京の地盤】
	001k977m 参考10-2 【公表：東京の地盤】
	002k139m JR-11【ＪＲ：首都圏 東京No.1】
	002k227m 参考11-1 【公表：東京の地盤】
	002k515m JR-12【ＪＲ：首都圏大深度 東京No.2】
	003k015m JR-13【ＪＲ：首都圏（2） 東京No.2】
	003k410m JR-14【ＪＲ：首都圏（2） 東京No.3】
	003k770m JR-15【ＪＲ：首都圏 東京No.3】
	004k137m JR-16【ＪＲ：首都圏（2） 東京No.4】
	004k489m JR-17【ＪＲ：首都圏（2） 東京No.5】
	004k727m 参考17-1 【公表：東京の地盤】
	005k014m 参考17-2 【公表：東京の地盤】
	005k087m JR-18【ＪＲ：首都圏（2） 東京No.6】
	005k287m JR-19【ＪＲ：関東地区地質調査（33）】
	005k806m 参考19-1 【公表：東京の地盤】
	005k847m JR-20【ＪＲ：首都圏（2） 東京No.7】
	005k900m 参考20-1 【公表：東京の地盤】
	006k054m 参考20-2 【公表：東京の地盤】
	006k328m JR-21【ＪＲ：首都圏 東京No.5】
	006k408m 参考21-1 【公表：東京の地盤】
	006k652m 参考21-2 【公表：東京の地盤】
	006k843m JR-22【ＪＲ：首都圏 東京No.6】
	006k968m 参考22-1 【公表：東京の地盤】
	007k313m JR-23【ＪＲ：首都圏 東京No.7】
	007k738m 参考23-1 【公表：東京の地盤】
	007k758m JR-24【ＪＲ：首都圏 東京No.8】
	007k884m 参考24-1 【公表：東京の地盤】
	007k930m 参考24-2 【公表：東京の地盤】
	007k983m 参考24-3 【公表：東京の地盤】
	008k103m 参考24-4 【公表：東京の地盤】
	008k262m JR-25【ＪＲ：首都圏（2） 東京No.8】
	008k489m 参考25-1 【公表：東京の地盤】
	008k626m JR-26【ＪＲ：首都圏 東京No.9】
	008k761m 参考26-1 【公表：東京の地盤】
	008k845m 参考26-2 【公表：東京の地盤】
	009k044m JR-27【ＪＲ：関東地区地質調査（2）】
	009k239m 参考27-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	009k444m JR-28【ＪＲ：関東地区地質調査（31）】
	009k689m JR-29【ＪＲ：首都圏（1） 川崎No.1】
	009k873m 参考29-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	009k950m 参考29-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	009k977m JR-30【ＪＲ：首都圏（2） 川崎No.1】
	010k019m 参考30-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	010k147m 参考30-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	010k290m JR-31【ＪＲ：首都圏（2） 川崎No.3】
	010k548m 参考31-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	010k619m 参考31-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	010k692m 参考31-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	010k709m 参考31-4 【公表：ガイドマップかわさき】
	010k919m JR-32【ＪＲ：首都圏 川崎No.2】
	011k129m 参考32-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	011k227m 参考32-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	011k440m 参考32-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	011k493m JR-33【ＪＲ：関東地区地質調査（47）】
	011k515m 参考33-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	011k671m 参考33-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	011k760m 参考33-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	012k008m JR-34【ＪＲ：首都圏 川崎No.2】
	012k130m 参考34-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	012k376m 参考34-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	012k518m JR-35【ＪＲ：関東地区地質調査（27）】
	012k753m 参考35-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	012k909m JR-36【ＪＲ：首都圏 川崎No.3】
	013k036m 参考36-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	013k201m JR-37【ＪＲ：関東地区地質調査（39）】
	013k300m 参考37-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	013k410m 参考37-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	013k517m 参考37-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	013k545m JR-38【ＪＲ：首都圏 川崎No.4】
	013k652m 参考38-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	013k831m 参考38-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	013k869m JR-39【ＪＲ：首都圏 川崎No.5】
	014k034m 参考39-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	014k187m 参考39-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	014k274m JR-40【ＪＲ：首都圏（1） 川崎No.2】
	014k490m JR-41【JR：大深度地質調査（川崎No.1）】
	014k699m 参考41-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	014k867m JR-42【ＪＲ（機構）：機構1（川崎No.1）】
	014k959m 参考42-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	014k975m 参考42-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	015k116m 参考42-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	015k178m 参考42-4 【公表：ガイドマップかわさき】
	015k215m 参考42-5 【公表：ガイドマップかわさき】
	015k317m 参考42-6 【公表：ガイドマップかわさき】
	015k408m 参考42-7 【公表：ガイドマップかわさき】
	015k454m JR-43【ＪＲ：関東地区地質調査（40）】
	015k515m 参考43-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	015k618m 参考43-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	015k688m 参考43-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	015k793m 参考43-4 【公表：ガイドマップかわさき】
	015k884m 参考43-5 【公表：ガイドマップかわさき】
	016k017m JR-44【ＪＲ（機構）：機構6（川崎No.1）】
	016k171m 参考44-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	016k230m 参考44-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	016k362m 参考44-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	016k455m 参考44-4 【公表：ガイドマップかわさき】
	016k519m JR-45【ＪＲ（機構）：機構1（川崎No.2）】
	016k628m 参考45-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	016k718m 参考45-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	016k800m 参考45-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	016k940m 参考45-4 【公表：ガイドマップかわさき】
	017k052m 参考45-5 【公表：ガイドマップかわさき】
	017k123m JR-46【ＪＲ：関東地区地質調査（8）No.2】
	017k225m 参考46-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	017k351m 参考46-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	017k449m 参考46-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	017k598m JR-47【ＪＲ（機構）：機構1（川崎No.4）】
	017k650m 参考47-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	017k700m 参考47-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	017k813m 参考47-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	017k909m 参考47-4 【公表：ガイドマップかわさき】
	018k036m JR-48【ＪＲ（機構）：機構6（川崎No.2）】
	018k098m 参考48-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	018k346m 参考48-2 【非公表：川崎市】
	018k437m JR-49【ＪＲ（機構）：機構1（川崎No.5）】
	018k603m 参考49-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	018k814m JR-50【ＪＲ：首都圏（2） 川崎No.4】
	018k958m 参考50-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	019k003m 参考50-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	019k089m 参考50-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	019k164m 参考50-4 【公表：ガイドマップかわさき】
	019k229m 参考50-5 【公表：ガイドマップかわさき】
	019k303m JR-51【ＪＲ（機構）：機構8（川崎No.1）】
	019k388m 参考51-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	019k560m 参考51-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	019k827m JR-52【ＪＲ（機構）：機構8（川崎No.2）】
	019k981m 参考52-1 【非公表：川崎市】
	020k036m 参考52-2 【非公表：川崎市】
	020k218m 参考52-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	020k270m JR-53【ＪＲ：関東地区地質調査（44）】
	020k412m 参考53-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	020k600m JR-54【ＪＲ（機構）：機構1（川崎No.3）】
	020k704m 参考54-1 【非公表：神奈川県広域水道企業団】
	020k831m 参考54-2 【非公表：神奈川県広域水道企業団】
	021k012m JR-55【ＪＲ：関東地区地質調査（29）】
	021k110m 参考55-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	021k242m 参考55-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	021k437m JR-56【ＪＲ（機構）：機構4（川崎No.1）】
	021k497m JR-57【ＪＲ（機構）：機構1（川崎No.6）】
	021k630m 参考57-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	021k888m 参考57-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	022k151m JR-58【ＪＲ（機構）：機構4（川崎No.2）】
	022k330m 参考58-1【非公表：横浜市】
	022k496m 参考58-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	022k720m JR-59【ＪＲ：関東地区地質調査（48）】
	022k825m 参考59-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	022k908m JR-60【ＪＲ（機構）：機構10（川崎No.1）】
	023k140m 参考60-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	023k213m 参考60-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	023k368m JR-61【ＪＲ（機構）：機構10（川崎No.2）】
	023k490m 参考61-1 【非公表：川崎市】
	023k587m 参考61-2 【非公表：川崎市】
	023k720m JR-62【JR：大深度地質調査（川崎No.5）】
	023k851m 参考62-1 【非公表：川崎市】
	023k950m JR-63【ＪＲ（機構）：機構10（川崎No.3）】
	024k058m 参考63-1 【公表：ガイドマップかわさき】
	024k189m 参考63-2 【公表：ガイドマップかわさき】
	024k424m 参考63-3 【公表：ガイドマップかわさき】
	024k506m JR-64【ＪＲ（機構）：機構12（川崎No.1）】
	024k597m 参考64-1 【非公表：川崎市】
	024k830m JR-65【JR：大深度地質調査（川崎No.6）】
	024k935m JR-66【ＪＲ（機構）：機構12（川崎No.2）】
	025k205m 参考66-1 【非公表：川崎市】
	025k348m 参考66-2 【公表：かながわ地質情報MAP】
	025k404m 参考66-3 【公表：かながわ地質情報MAP】
	025k437m 参考66-4 【公表：かながわ地質情報MAP】
	025k471m JR-67【ＪＲ：関東地区地質調査（35）】
	025k665m JR-68【JR：神奈川県内非常口（都市部）観測井設置ほか（片平No.9-1）】
	025k830m JR-69【ＪＲ（機構）：機構2（町田No.7）】
	026k038m JR-70【JR：大深度地質調査（町田No.1）】
	026k210m JR-71【ＪＲ（機構）：中幹多摩丘陵】
	026k248m 参考71-1 【公表：東京の地盤】
	026k444m JR-72【JR：大深度地質調査（町田No.2）】
	026k613m JR-73【ＪＲ（機構）：機構11（町田No.1）】
	026k880m JR-74【JR：大深度地質調査（町田No.3）】
	027k151m JR-75【ＪＲ（機構）：機構2（町田No.6）】
	027k335m JR-76【JR：大深度地質調査（町田No.4）】
	027k370m JR-77【ＪＲ：関東地区地質調査（57）】
	027k503m JR-78【JR：大深度地質調査（町田No.5）】
	027k737m JR-79【JR：大深度地質調査（町田No.6）】
	027k944m JR-80【ＪＲ（機構）：機構11（町田No.2）】
	028k126m JR-81【JR：大深度地質調査（町田No.7）】
	028k256m JR-82【ＪＲ（機構）：機構11（町田No.3）】
	028k397m 参考82-1 【公表：東京の地盤】
	028k918m JR-83【ＪＲ（機構）：機構13（町田No.1）】
	029k016m JR-84【ＪＲ（機構）：機構2（町田No.5）】
	029k107m JR-85【JR：大深度地質調査（町田No.8）】
	029k341m JR-86【JR：大深度地質調査（町田No21）】
	029k454m JR-87【ＪＲ（機構）：機構13（町田No.2）】
	029k673m JR-88【JR：大深度地質調査（町田No.9）】
	029k709m JR-89【ＪＲ：関東地区地質調査（11）】
	029k885m JR-90【JR：大深度地質調査（町田No.10）】
	030k092m JR-91【JR：大深度地質調査（町田No.11）】
	030k279m JR-92【ＪＲ（機構）：機構7（町田No.1）】
	030k467m JR-93【ＪＲ（機構）：機構7（町田No.2）】
	030k895m JR-94【ＪＲ（機構）：機構2（町田No.4）】
	031k072m JR-95【JR：大深度地質調査（町田No.12）】
	031k285m JR-96【JR：大深度地質調査（町田No.13）】
	031k426m JR-97【ＪＲ（機構）：機構7（町田No.3）】
	031k653m JR-98【JR：大深度地質調査（町田No.14）】
	031k910m JR-99【ＪＲ（機構）：機構9（町田No.1）】
	032k105m JR-100【JR：大深度地質調査（町田No.15）】
	032k345m JR-101【ＪＲ（機構）：機構9（町田No.2）】
	032k402m 参考101-1 【公表：東京の地盤】
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	032k937m JR-104【JR：大深度地質調査（町田No.17）】
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	033k720m JR-108【JR：大深度地質調査（町田No.20）】
	033k866m JR-109【ＪＲ（機構）：機構2（町田No.1）】
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	035k874m JR-115【ＪＲ（機構）：関東地区地質調査（大都市部）14_No14-1】
	036k275m JR-116【ＪＲ：関東地区地質調査（１６）】
	036k524m JR-117【ＪＲ（機構）：関東地区地質調査（大都市部）14_No14-2】
	037k084m JR-118【ＪＲ：関東地区地質調査（５２）】
	037k564m JR-119【ＪＲ：神奈川県駅調査設計（２）地質調査（非開削部）B-2】
	037k685m JR-120【ＪＲ：神奈川県駅調査設計（２）地質調査（非開削部）B-1】
	037k799m JR-121【JR：首都圏大深度（２）丸田運輸】
	037k810m JR-122【ＪＲ：神奈川県駅地下水調査（イ）No.2_駅北東部】
	037k927m JR-123【ＪＲ：神奈川県駅調査設計（２）地質調査（駅設計用）駅中央部】
	038k106m JR-124【JR：首都圏大深度（１）真田駐車場】
	038k110m JR-125【ＪＲ：神奈川県駅調査設計（２）地質調査（駅設計用）駅西部】
	038k122m JR-126【ＪＲ：神奈川県駅地下水調査ほか（イ）No.1_駅北西部】
	038k318m JR-127【ＪＲ：神奈川県駅地下水調査ほか（ロ）駅西側立坑部】
	038k401m JR-128【ＪＲ：関東地区地質調査（３２）】
	039k032m JR-129【ＪＲ（機構）：関東地区地質調査（大都市部）14_No14-6】
	039k366m JR-130【ＪＲ：首都圏大深度地質調査（ニ）No.15_39.4km付近】
	039k400m JR-131【ＪＲ：関東地区地質調査（４９）】
	039k636m JR-132【JR：首都圏大深度（１）二本松ふれあいの森】
	039k740m JR-133【ＪＲ：首都圏大深度地質調査（ニ）No.16_39.7km付近】
	040k413m JR-134【ＪＲ（機構）：関東地区地質調査（大都市部）14_No14-7】
	040k761m JR-135【JR：首都圏大深度（１）笹野氏畑地】
	040k866m JR-136【ＪＲ：関東地区地質調査（６）】
	041k011m JR-137【JR：首都圏大深度（１）井上養鶏場】
	041k149m JR-138【ＪＲ（機構）：関東地区地質調査（大都市部）14_No14-3】
	041k312m JR-139【JR：首都圏大深度（１）安室氏畑地】
	041k468m JR-140【ＪＲ：関東地区地質調査（５４）】
	041k535m JR-141【ＪＲ（機構）：関東地区地質調査（大都市部）14_No14-5】



