
 

No （受付・届出情報）届出
年月日 施設所在地 施設方書 （住宅に関する事項）条例第２条ただし書きの規定適用 

1 平成30年6月15日 赤堤二丁目３６番３号  ○ 

2 平成30年6月15日 赤堤四丁目４２番１４号 メゾンヴェルテ赤堤１０３ ○ 

3 平成30年11月19日 池尻二丁目２５番４号 １０３  

4 平成30年6月15日 池尻二丁目３３番７号   

5 平成30年12月10日 大原二丁目１４番４号   

6 平成30年8月23日 大原二丁目１４番１７号   

7 平成30年6月15日 奥沢二丁目４４番１５号  ○ 

8 平成30年6月15日 奥沢三丁目１８番１９号   

9 平成30年6月15日 粕谷一丁目１１番２５号  ○ 

10 令和元年12月12日 上馬二丁目５番３号 ＦＡ三軒茶屋２０４  

11 平成30年6月15日 上馬三丁目１１番７号  ○ 

12 令和2年2月14日 上馬三丁目１７番１号   

13 平成30年7月18日 上馬四丁目１１番１２号 ２０１ ○ 

14 平成30年7月18日 上馬四丁目１１番１２号 ２０２ ○ 

15 平成31年4月26日 上馬四丁目２６番１７号  ○ 

16 令和元年9月2日 上祖師谷五丁目６番６号 コンタクトジャパン ○ 

17 平成30年6月15日 上野毛三丁目１４番１３号 ＴＨＥ ＡＯＣＡ ＴＯＫＹＯ 上野毛
２０１  

18 平成30年6月15日 上野毛三丁目１４番１３号 ＴＨＥ ＡＯＣＡ ＴＯＫＹＯ 上野毛
２０２  

19 平成30年6月15日 上野毛三丁目１４番１３号 ＴＨＥ ＡＯＣＡ ＴＯＫＹＯ 上野毛
３０１  

20 平成30年6月15日 上野毛三丁目１４番１３号 ＴＨＥ ＡＯＣＡ ＴＯＫＹＯ 上野毛
３０２  
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21 平成30年6月15日 上野毛三丁目１４番１３号 ＴＨＥ ＡＯＣＡ ＴＯＫＹＯ 上野毛
４０１  

22 平成30年6月15日 上野毛三丁目１４番１３号 ＴＨＥ ＡＯＣＡ ＴＯＫＹＯ 上野毛
４０２  

23 平成30年6月15日 上野毛三丁目１４番１３号 ＴＨＥ ＡＯＣＡ ＴＯＫＹＯ 上野毛
５０１  

24 令和3年12月27日 上野毛四丁目１８番６号  ○ 

25 平成30年6月15日 北烏山三丁目２４番９号   

26 平成31年3月20日 北沢一丁目１４番７号  ○ 

27 令和元年9月6日 北沢一丁目２４番８号   

28 平成31年2月21日 北沢一丁目２８番３号 一番奥  

29 令和2年4月20日 北沢一丁目２８番９号 １Ｆ  

30 令和2年4月20日 北沢一丁目２８番９号 ２Ｆ  

31 令和3年1月15日 北沢一丁目４２番２０号   

32 平成31年2月14日 北沢二丁目１番１５号 吉江マンション２０２  

33 平成31年1月16日 北沢二丁目７番６号 テクノプラザ下北沢８０２  

34 平成30年12月18日 北沢二丁目７番６号 テクノプラザ下北沢９０３  

35 平成31年2月19日 北沢二丁目１３番１３号 葉山ハイツ３０２  

36 平成30年7月3日 北沢二丁目２３番１２号 アドレス下北沢１０２  

37 平成30年7月3日 北沢二丁目２３番１２号 アドレス下北沢１０１  

38 令和5年1月25日 北沢二丁目２６番３号 ヤマトハイツ１０６  

39 平成30年9月20日 北沢五丁目２０番１１号 メゾン井口２０１  

40 平成30年9月20日 北沢五丁目２０番１１号 メゾン井口２０３  
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41 平成30年11月12日 北沢五丁目２２番８号 クレッセントハウス・ササキ２０３  

42 平成30年11月12日 北沢五丁目２２番８号 クレッセントハウス・ササキ３０２  

43 平成30年11月6日 北沢五丁目３４番１６号 ビラ・ウィスタリア２０１  

44 平成30年11月6日 北沢五丁目３４番１６号 ビラ・ウィスタリア２０２  

45 平成30年11月6日 北沢五丁目３４番１６号 ビラ・ウィスタリア２０３  

46 平成30年11月6日 北沢五丁目３４番１６号 ビラ・ウィスタリア３０２  

47 平成30年11月6日 北沢五丁目３４番１６号 ビラ・ウィスタリア３０３  

48 平成30年12月13日 北沢五丁目３４番１６号 ビラ・ウィスタリア１０３  

49 平成30年6月15日 北沢五丁目３８番２１号  ○ 

50 令和5年3月6日 喜多見九丁目６番１８号   

51 平成31年2月6日 経堂三丁目３番８号   

52 平成30年6月15日 駒沢三丁目２１番１９号 パークハウス駒沢２０１ ○ 

53 平成30年6月15日 駒沢三丁目２１番１９号 パークハウス駒沢２０２ ○ 

54 平成30年6月22日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町１０１ ○ 

55 平成30年6月22日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町１０３ ○ 

56 平成30年6月22日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町１０８ ○ 

57 平成30年6月22日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町１１３ ○ 

58 平成30年6月22日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２０２ ○ 

59 平成30年6月22日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２０５ ○ 

60 平成30年6月22日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２０６ ○ 
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61 平成30年6月22日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２１３ ○ 

62 平成30年6月22日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２１５ ○ 

63 平成30年12月5日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町３０７ ○ 

64 平成30年12月5日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２０８ ○ 

65 令和元年6月19日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町１０２ ○ 

66 令和元年6月19日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町１０６ ○ 

67 令和元年6月19日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２１０ ○ 

68 令和元年6月19日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２１１ ○ 

69 令和3年3月11日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町３０６ ○ 

70 令和3年3月11日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２０１ ○ 

71 令和3年3月11日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町１１１ ○ 

72 令和3年4月13日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町３１１ ○ 

73 令和3年4月13日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町３０５ ○ 

74 令和3年4月13日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２０３ ○ 

75 令和3年4月13日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２０７ ○ 

76 令和3年4月13日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町１１２ ○ 

77 令和3年4月13日 駒沢三丁目２５番２３号 ホワイトテラス桜新町２１２ ○ 

78 令和2年3月10日 豪徳寺一丁目２２番１４号 ＫＳハウス  

79 令和元年10月28日 桜三丁目１０番６号  ○ 

80 令和2年4月6日 桜丘三丁目３３番２号 ユーケイハイムⅡ２０３  
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81 平成30年8月14日 桜丘二丁目１３番８号  ○ 

82 令和元年10月9日 桜丘三丁目３３番２号 ユーケイハイム２ １０３  

83 令和2年4月6日 桜丘三丁目３３番２号 ユーケイハイムⅡ２０１  

84 平成30年6月15日 桜丘五丁目６番１２号  ○ 

85 令和4年11月10日 桜上水四丁目２０番２号  ○ 

86 平成30年11月26日 三軒茶屋一丁目２７番１７号 グリーンヒルズ北原２０３ ○ 

87 平成30年11月26日 三軒茶屋一丁目２７番１７号 グリーンヒルズ北原２０２ ○ 

88 平成30年7月3日 三軒茶屋一丁目３６番２号 プリンセスライン三軒茶屋３０２  

89 令和4年12月5日 三軒茶屋一丁目４０番１１号 ベル・ルージュ３０１  

90 令和2年10月28日 三軒茶屋二丁目２６番５号   

91 平成30年7月26日 三軒茶屋二丁目３０番４号 アミカファースト２０１  

92 平成30年10月12日 三軒茶屋二丁目４０番３号   

93 平成30年6月15日 三軒茶屋二丁目４３番２０号 錦ビル４０１  

94 平成30年6月15日 下馬二丁目２６番２２号  ○ 

95 令和元年7月5日 瀬田二丁目２０番１５号 ｂｏｎａｒｔ瀬田２０１  

96 令和元年7月5日 瀬田二丁目２０番１５号 ｂｏｎａｒｔ瀬田２０２  

97 令和元年7月5日 瀬田二丁目２０番１５号 ｂｏｎａｒｔ瀬田２０３  

98 令和元年9月19日 瀬田二丁目２０番１５号 ｂｏｎａｒｔ瀬田３０２  

99 令和元年9月19日 瀬田二丁目２０番１５号 ｂｏｎａｒｔ瀬田３０３  

100 令和元年9月19日 瀬田二丁目２０番１５号 ｂｏｎａｒｔ瀬田４０３  
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101 令和4年6月17日 瀬田五丁目３８番７号   

102 平成30年9月28日 瀬田五丁目３８番１０号  ○ 

103 令和元年11月7日 世田谷一丁目１８番１３号 Ｒｅｄ Ｈｏｕｓｅ Ｊａｐａｎ２０１  

104 平成30年6月15日 世田谷二丁目３番２号 ワセダアパート１Ｆ ○ 

105 平成30年6月15日 世田谷二丁目３番２号 ワセダアパート２Ｆ ○ 

106 令和元年11月25日 世田谷二丁目１３番２号 テラステラノ１階  

107 令和元年11月25日 世田谷二丁目１３番２号 テラステラノ２階  

108 平成30年6月15日 世田谷二丁目２７番１９号  ○ 

109 令和2年3月5日 世田谷四丁目４番１４号 ゲストハウス流木Ｉ・Ｌ  

110 令和元年11月22日 祖師谷三丁目４６番１６号 エステートエフ１０１ ○ 

111 令和元年11月22日 祖師谷三丁目４６番１６号 エステートエフ２０１ ○ 

112 令和2年8月5日 太子堂二丁目６番３７号 エムプレイスワン２０７  

113 令和2年8月5日 太子堂二丁目６番３７号 エムプレイスワン４０２  

114 平成30年6月15日 太子堂二丁目７番２６号   

115 平成30年6月26日 太子堂二丁目１４番４号 シンシア三軒茶屋１０４  

116 令和2年2月14日 太子堂二丁目２１番５号 １０２  

117 令和元年12月17日 太子堂三丁目２６番１３号  ○ 

118 平成30年12月18日 太子堂四丁目７番６号   

119 平成30年6月15日 太子堂五丁目１２番３号   

120 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀１０２  

住宅宿泊事業台帳一覧 6/11 頁 

   



 

No （受付・届出情報）届出
年月日 施設所在地 施設方書 （住宅に関する事項）条例第２条ただし書きの規定適用 

121 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀１０４  

122 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀２０２  

123 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀２０４  

124 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀２０７  

125 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀２０８  

126 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀３０２  

127 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀３０３  

128 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀３０７  

129 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀３０８  

130 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀３０９  

131 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀４０１  

132 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀４０２  

133 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀４０３  

134 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀４０４  

135 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀４０５  

136 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀４０７  

137 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀５０１  

138 令和4年12月15日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀５０３  

139 令和5年4月24日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀１０６  

140 令和5年4月24日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀１０５  
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141 令和5年4月24日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀１０１  

142 令和5年4月24日 玉川台二丁目１２番１１号 フジテラス用賀３０５  

143 平成30年6月15日 代沢二丁目１２番１９号  ○ 

144 平成30年11月2日 代沢二丁目２０番１１号 ２０１ ○ 

145 平成30年11月2日 代沢二丁目２０番１１号 ２０２ ○ 

146 令和元年6月18日 代沢二丁目２０番１１号 １Ｆ ○ 

147 平成31年3月25日 代沢二丁目２８番４号 マンション下北沢４０３  

148 令和3年9月15日 代沢二丁目３７番５号 パインロッジ１０１ ○ 

149 平成30年6月15日 代沢四丁目１６番６号 栗林邸１Ｆ  

150 令和5年1月19日 代田一丁目２８番１０号 Ｔコープ１０１ ○ 

151 平成30年6月15日 代田二丁目１１番１０号 フラットアイ３０５ ○ 

152 令和元年11月20日 代田二丁目１１番１０号 フラットアイ３０２ ○ 

153 平成30年7月27日 代田二丁目３１番５号   

154 平成30年6月25日 代田二丁目３４番１４号  ○ 

155 令和5年2月1日 代田四丁目２６番１１号  ○ 

156 平成30年11月13日 代田四丁目２７番１２号  ○ 

157 令和3年3月11日 代田五丁目６番３号  ○ 

158 平成30年9月14日 代田六丁目２番２号 シモキタ・ウエスト１０１  

159 平成30年9月14日 代田六丁目２番２号 シモキタ・ウエスト２０３  

160 平成31年3月4日 代田六丁目２番２号 シモキタ・ウエスト１０３  
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161 平成30年6月15日 代田六丁目１２番１６号 ケイフラット１Ｆ ○ 

162 平成30年7月20日 代田六丁目１２番１６号 ケイフラット２０１ ○ 

163 平成30年7月20日 代田六丁目１２番１６号 ケイフラット２０２ ○ 

164 平成30年10月22日 代田六丁目２８番１４号  ○ 

165 平成30年6月26日 弦巻三丁目２５番４号  ○ 

166 平成30年6月15日 弦巻三丁目２５番２１号 ハイツ西岡３０２ ○ 

167 平成30年9月13日 弦巻四丁目１１番１７号 ２Ａ  

168 平成30年11月15日 弦巻四丁目１１番１７号 ２Ｂ  

169 令和元年11月28日 等々力五丁目９番７号  ○ 

170 平成31年4月10日 八幡山二丁目１９番８号 １０１、１０３、１０６  

171 平成31年4月10日 八幡山二丁目１９番８号 ２０１、２０３、２０６  

172 令和3年10月12日 羽根木一丁目１４番１５号 はるのや ○ 

173 平成30年10月12日 羽根木一丁目１７番１２号  ○ 

174 令和元年6月28日 羽根木二丁目３５番１３号   

175 令和元年11月1日 羽根木二丁目３９番６号 ＫＭ東松原１０２ ○ 

176 令和元年11月1日 羽根木二丁目３９番６号 ＫＭ東松原１０３ ○ 

177 令和4年10月19日 深沢二丁目１５番５‐１０１号  ○ 

178 令和元年10月28日 深沢三丁目２番２号 ２階  

179 平成31年2月26日 深沢六丁目１２番１２号 ＪａｍＨｏｕｓｅ界１０２ ○ 

180 平成30年9月12日 松原一丁目４１番２号 ハイツ犬飼１０１  
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181 平成30年9月12日 松原一丁目４１番２号 ハイツ犬飼２０１  

182 平成30年9月12日 松原一丁目４１番２号 ハイツ犬飼２０２  

183 令和元年8月14日 松原二丁目２番６号 レジデンス松原１０２ ○ 

184 令和元年11月22日 松原三丁目３４番１０号 宿泊室１ ○ 

185 令和元年11月22日 松原三丁目３４番１０号 宿泊室２ ○ 

186 令和元年11月22日 松原三丁目３４番１０号 宿泊室３ ○ 

187 令和元年11月22日 松原三丁目３４番１０号 宿泊室４ ○ 

188 令和元年11月22日 松原三丁目３４番１０号 宿泊室５ ○ 

189 令和元年11月22日 松原三丁目３４番１０号 宿泊室６ ○ 

190 平成31年1月29日 松原四丁目３４番１３号 ハウスことぶきＤ ○ 

191 平成31年1月29日 松原四丁目３４番１３号 ハウスことぶきＧ ○ 

192 平成30年9月3日 松原五丁目１番６号 カーサマツバラ１０１  

193 平成30年9月3日 松原五丁目１番６号 カーサマツバラ１０５  

194 平成30年9月3日 松原五丁目１番６号 カーサマツバラ１０６  

195 平成30年11月12日 松原五丁目１番６号 カーサマツバラ１０２  

196 平成30年6月15日 松原五丁目３７番３号  ○ 

197 令和元年5月7日 松原五丁目４３番９号  ○ 

198 令和3年7月5日 松原三丁目６番１５号  ○ 

199 平成30年7月5日 南烏山一丁目１３番８号 パレスマーシー１０５ ○ 

200 平成30年6月15日 南烏山三丁目１６番１２号   
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201 令和元年6月4日 宮坂一丁目４４番７号 空間デザイン宮の坂１０２ ○ 

202 令和5年1月5日 宮坂一丁目４４番７号 空間デザイン宮の坂２０２ ○ 

203 令和元年5月20日 宮坂一丁目４４番２０号   

204 平成30年6月22日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀１０１  

205 平成30年6月22日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀１０３  

206 平成30年6月22日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀１０５  

207 平成30年6月22日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀１０６  

208 平成30年6月22日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀２０１  

209 平成30年6月22日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀２０３  

210 平成30年6月22日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀２０５  

211 平成30年6月22日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀３０６  

212 平成30年12月5日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀３０１  

213 令和3年3月11日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀２０７  

214 令和3年4月13日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀３０２  

215 令和3年4月13日 用賀三丁目１７番３号 カルチェブラン用賀２０６  

216 令和2年4月22日 用賀四丁目３１番９号   

217 平成30年6月15日 用賀四丁目３４番２４号  ○ 

218 平成30年6月15日 若林二丁目３０番５‐２号   

219 令和元年10月15日 若林五丁目３３番２５号 パレ・ホームズ三軒茶屋西１０１  
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