
※住宅宿泊事業は平成30年６月15日以降より実施可能となります。
（所在地順） 令和２年８月２８日時点

届出年月日 届出番号 所在地

平成30年6月15日 第M130001091号 立川市柏町５－３－７４

平成30年7月18日 第M130004555号 立川市砂川町３－３４－３フォレストガーデン・武蔵砂川Ⅱ101

平成30年7月18日 第M130004556号 立川市砂川町３－３４－３フォレストガーデン・武蔵砂川Ⅱ102

平成30年7月18日 第M130004557号 立川市錦町１－１５－２０リエパレス立川101

平成30年7月18日 第M130004558号 立川市錦町１－１５－２０リエパレス立川303

平成30年7月18日 第M130004559号 立川市錦町１－１５－２０リエパレス立川501

平成30年6月15日 第M130000578号 福生市福生２１２５－５春嬉ビル102

平成30年6月15日 第M130000579号 福生市福生２１２５－５春嬉ビル106

平成30年6月15日 第M130000580号 福生市福生２１２５－５春嬉ビル108

平成30年6月15日 第M130000581号 福生市福生２１２５－５春嬉ビル406

令和元年12月27日 第M130023250号 福生市大字福生９６６－３サンパレス福生３０３

令和元年12月27日 第M130023253号 福生市大字福生９６６－３サンパレス福生３０６

令和元年12月27日 第M130023256号 福生市大字福生９６６－３サンパレス福生１０２室

平成30年6月20日 第M130002528号 武蔵野市吉祥寺南町１－８－１０エクセレンス吉祥寺501

平成30年6月20日 第M130002530号 武蔵野市吉祥寺南町１－８－１０エクセレンス吉祥寺502

平成30年6月20日 第M130002531号 武蔵野市吉祥寺南町１－８－１０エクセレンス吉祥寺503

平成30年6月20日 第M130002534号 武蔵野市吉祥寺南町１－８－１０エクセレンス吉祥寺504

平成30年6月28日 第M130003244号 武蔵野市吉祥寺本町３−６−１４

平成30年7月30日 第M130005228号 武蔵野市吉祥寺本町１丁目２９番地５サンスクエア吉祥寺403

平成30年8月31日 第M130007031号 武蔵野市西久保１―４０－３

平成30年10月17日 第M130009030号 武蔵野市中町３―２７―１８

平成30年12月10日 第M130011403号 武蔵野市吉祥寺東町１−１２−３

平成31年4月12日 第M130015672号 武蔵野市吉祥寺本町１－３４－３－２０１

平成31年4月24日 第M130016086号 武蔵野市吉祥寺北町４－７－９

令和2年1月31日 第M130023837号 武蔵野市吉祥寺南町３－３４－１カモンアップ

令和2年2月27日 第M130024558号 武蔵野市吉祥寺東町１－１７－１６

平成30年6月15日 第M130000496号 武蔵村山市三ツ木２－１３－３

平成30年6月15日 第M130001549号 武蔵村山市神明２－２７－３

平成30年6月15日 第M130000062号 府中市分梅町５－３４－７

令和元年11月28日 第M130022253号 府中市多磨町１－３８－５

平成30年6月15日 第M130001553号 八丈町大賀郷２８８５－１

平成30年7月23日 第M130004786号 八丈町三根９９５―１

平成30年6月15日 第M130000614号 日野市大字石田３０５－１７

平成30年6月15日 第M130001090号 日野市三沢３－２９－１４コンフォータブル高幡

平成30年6月15日 第M130001545号 日野市南平２－３６－２３

平成30年6月27日 第M130003189号 日野市西平山２−１４−４５

平成30年8月17日 第M130006339号 日野市高幡６５２ー２エルム高幡A105

平成30年8月17日 第M130006340号 日野市高幡６５２ー２エルム高幡A107

【東京都】住宅宿泊事業　届出情報一覧

特別区・八王子市・町田市を除く都内市町村地域

※住宅宿泊事業法の施行日である平成30年６月15日より前に届出がなされたものについては、届出日は一律に法の施行日とするこ
ととなっております。



届出年月日 届出番号 所在地

平成30年8月17日 第M130006342号 日野市高幡６５２ー２エルム高幡B118

平成30年8月17日 第M130006343号 日野市高幡６５２ー２エルム高幡B230

令和2年2月28日 第M130024572号 日野市高幡６５９−２エルム高幡A101

令和2年2月28日 第M130024590号 日野市高幡６５９−２エルム高幡A106

令和2年2月28日 第M130024591号 日野市高幡６５２ー２エルム高幡B116

令和2年2月28日 第M130024592号 日野市高幡６５２ー２エルム高幡B122

令和2年2月28日 第M130024593号 日野市高幡６５２ー２エルム高幡B126

平成30年7月13日 第M130004402号 東大和市向原３－８５４－３０

平成30年6月15日 第M130000063号 東村山市恩多町４−３１−６８

平成30年6月15日 第M130000492号 東村山市多摩湖町４－２５－１

平成30年6月15日 第M130000493号 東村山市多摩湖町３－８－１９

平成30年6月15日 第M130000495号 東村山市多摩湖町４－２５－２

平成30年8月30日 第M130006962号 東村山市恩多町５－５－６

令和元年10月9日 第M130020900号 東村山市多摩湖町３－９－２４

令和2年7月10日 第M130026578号 東村山市多摩湖町３－１５－１０８

平成30年6月15日 第M130000408号 東久留米市柳窪１－２－１１

平成30年6月15日 第M130000064号 調布市多摩川４－４－２０

平成30年6月15日 第M130000577号 調布市上石原１－１６－７

平成30年7月26日 第M130005116号 調布市多摩川４－４－２４

平成30年7月30日 第M130005229号 調布市菊野台２－６１－４

平成30年8月23日 第M130006593号 調布市国領町２－１９－３101

平成30年8月23日 第M130006594号 調布市国領町２－１９－３102

平成30年9月5日 第M130007230号 調布市富士見町４－１－１－１０１

平成30年9月5日 第M130007232号 調布市富士見町４－１－１－１０２

平成30年9月5日 第M130007233号 調布市富士見町４－１－１－２０２

平成30年9月5日 第M130007234号 調布市富士見町４－１－１－２０３

平成30年9月5日 第M130007235号 調布市富士見町４―１－１－２０５

平成30年9月12日 第M130007580号 調布市布田３－４３－２

平成30年10月5日 第M130008544号 調布市上石原２－３８－１１モンテローザウエスト１０４

平成31年2月26日 第M130014004号 調布市深大寺元町２－１－２２

平成31年4月2日 第M130015370号 調布市布田３－１６－２０

令和元年6月5日 第M130017255号 調布市佐須町４－４８－７

令和元年9月5日 第M130020026号 調布市下石原１－２２－４

令和元年10月1日 第M130020628号 調布市布田２－２７－３－１Ｆ

令和元年10月1日 第M130020629号 調布市布田２－２７－３－２Ｆ

令和2年1月30日 第M130023823号 調布市小島町２－３８－３

平成30年6月15日 第M130000491号 大島町元町字八重の水１７５－１

平成30年6月15日 第M130001544号 多摩市百草１１３５−７

令和元年12月6日 第M130022532号 多摩市連光寺六丁目３１－１２

平成30年6月15日 第M130000263号 青梅市天ヶ瀬町９７４－３

平成30年6月15日 第M130000612号 青梅市河辺町７－１２－５５

平成30年6月15日 第M130001834号 青梅市沢井３－５１７－２

平成30年10月26日 第M130009530号 青梅市成木３－１８３６



届出年月日 届出番号 所在地

令和元年8月8日 第M130019305号 青梅市御岳１丁目１９２ー４

令和2年1月17日 第M130023557号 青梅市御岳本町２６６番地　１０１

令和2年1月17日 第M130023558号 青梅市御岳本町２６６番地　１０２

令和2年3月11日 第M130024882号 青梅市柚木町三丁目５６９－１

令和2年6月1日 第M130026132号 青梅市二俣尾二丁目６１２番地の１

令和2年8月24日 第M130027228号 青梅市二俣尾５−１８２２

平成30年6月15日 第M130000376号 西東京市柳沢４－１－２５

平成30年6月15日 第M130001093号 西東京市栄町１－８－１２

平成30年7月18日 第M130004544号 西東京市南町２－９－３メゾン・ド・ティファニーⅢ103

平成30年7月18日 第M130004545号 西東京市南町２－９－３メゾン・ド・ティファニーⅢ104

平成30年7月18日 第M130004546号 西東京市南町２－９－３メゾン・ド・ティファニーⅢ105

平成30年7月23日 第M130004787号 西東京市富士町４―５―１９

平成30年9月13日 第M130007654号 西東京市南町１－２－６　Ａ

平成30年9月13日 第M130007655号 西東京市南町１－２－６　Ｂ

平成30年10月15日 第M130008845号 西東京市下保谷４－１６－２３

平成31年3月7日 第M130014385号 西東京市南町１－２－６　Ｃ

令和元年5月27日 第M130016918号 西東京市向台町２－８－３３

令和元年11月1日 第M130021574号 西東京市田無町２－１２－２０

令和元年11月14日 第M130021924号 西東京市栄町３ー８ー３飯島ハウス101

平成30年6月15日 第M130000081号 昭島市玉川町４−６−６ハイムダル昭島0

平成30年6月15日 第M130000194号 小平市鈴木町２－１５１－１

平成30年6月15日 第M130001836号 小平市花小金井南町１－２８－１６－１０３

平成30年6月19日 第M130002278号 小平市仲町１７６―３０―１０２

平成30年11月1日 第M130009838号 小平市花小金井南町１－２８－１６－２０５

平成31年1月25日 第M130012914号 小平市花小金井1丁目6番32-14号

平成31年2月13日 第M130013569号 小平市花小金井南町１－２８－１６－１０２

平成31年2月13日 第M130013570号 小平市花小金井南町１－２８－１６－２０１

平成31年2月13日 第M130013571号 小平市花小金井南町１－２８－１６－２０２

令和元年6月10日 第M130017378号 小平市学園西町３－２２－１６

令和2年1月9日 第M130023405号 小平市学園東町１－１５－４０－５ファミリーハイツ１０１

令和2年1月9日 第M130023406号 小平市学園東町１－１５－４０－５ファミリーハイツ２０１

令和2年1月9日 第M130023407号 小平市学園東町１－１５－４０－５ファミリーハイツ202

令和2年4月7日 第M130025489号 小平市上水新町２―１７―５

平成30年6月15日 第M130000100号 小金井市東町４－１２－２４

平成30年6月15日 第M130000264号 小金井市東町５－２０－１２

平成30年6月15日 第M130000613号 小金井市東町１－３８－１３

平成30年7月18日 第M130004548号 小金井市貫井南町３－１８－６パールレジデンス武蔵小金井307

令和2年5月14日 第M130026009号 小金井市前原町２丁目１７番１０号

平成30年8月17日 第M130006336号 小笠原村父島字扇浦１３４番の１

平成30年6月15日 第M130000407号 三鷹市井の頭４－２２－４

平成30年6月15日 第M130000409号 三鷹市下連雀１－３１－２６

平成30年6月15日 第M130001551号 三鷹市大沢１－９－３４

平成30年7月10日 第M130004133号 三鷹市大沢５－８－３



届出年月日 届出番号 所在地

平成30年7月23日 第M130004780号 三鷹市大沢２―２―８三鷹天命反転住宅103

平成30年7月23日 第M130004782号 三鷹市大沢２－２－８三鷹天命反転住宅301

平成30年7月23日 第M130004784号 三鷹市大沢２－２－８三鷹天命反転住宅302

平成30年7月23日 第M130004785号 三鷹市大沢２―２―８三鷹天命反転住宅303

平成30年8月21日 第M130006445号 三鷹市中原２―３―２９

令和元年5月23日 第M130016867号 三鷹市下連雀３－３７－４西村マンション２０１

令和元年12月2日 第M130022333号 三鷹市中原４−２３−８

令和2年3月19日 第M130025103号 三鷹市井口１丁目８－７

平成30年6月15日 第M130000098号 狛江市岩戸北３－２－１５第３セイワレジデンス403

平成30年6月15日 第M130000576号 狛江市岩戸北４－５－２６

平成30年6月19日 第M130002275号 狛江市中和泉１－２１－１５

平成30年10月2日 第M130008346号 狛江市岩戸北２－８－２０

令和元年7月23日 第M130018743号 狛江市元和泉３－４－５　２階

令和元年7月23日 第M130018749号 狛江市元和泉３丁目４番５号　１階

令和元年9月17日 第M130020227号 狛江市中和泉２の３の１３

令和2年1月31日 第M130023830号 狛江市東和泉３－４－４多摩川ハウスＡ棟

令和2年1月31日 第M130023831号 狛江市東和泉３－４－４多摩川ハウスＢ棟

令和2年1月31日 第M130023834号 狛江市東和泉３－４－４多摩川ハウスＣ棟

令和2年1月31日 第M130023835号 狛江市東和泉３－４－４多摩川ハウスＤ棟

平成30年6月15日 第M130000265号 国立市東４－２－２０コーポむさしの201

平成30年6月15日 第M130000266号 国立市東４－２－２０コーポむさしの202

平成30年6月15日 第M130000267号 国立市東４－２－２０コーポむさしの203

平成31年1月8日 第M130012402号 国立市谷保４３７２番地１ 101 201 202 203

令和元年8月13日 第M130019368号 国立市東４－２－２０コーポむさしの101

令和元年10月31日 第M130021529号 国立市東１－２１－５

令和元年11月1日 第M130021572号 国立市東４―３―２３

令和2年2月3日 第M130023909号 国立市西２－２８－７

平成30年6月15日 第M130001546号 国分寺市西町１－２５－１６

平成30年6月22日 第M130002755号 国分寺市本多３－１２－１０

平成30年6月27日 第M130003194号 国分寺市本多１－１３－１０－１０１

平成30年6月27日 第M130003195号 国分寺市本多１－１３－１０－１０２

平成30年6月27日 第M130003196号 国分寺市本多１－１３－１０－１０３

平成30年6月27日 第M130003197号 国分寺市本多１－１３－１０－２０２

平成30年6月27日 第M130003198号 国分寺市本多１－１３－１０－２０３

平成30年7月18日 第M130004543号 国分寺市西恋ヶ窪１－３６－１０キャロットハウス１－Ａ

平成31年1月9日 第M130012429号 国分寺市東恋ヶ窪３－３４－１１

令和元年5月30日 第M130017054号 国分寺市東戸倉２－７－６

令和元年6月13日 第M130017495号 国分寺市東戸倉１ー１６ー３１

平成30年6月20日 第M130002484号 奥多摩町棚沢７２８－２

平成30年8月24日 第M130006658号 奥多摩町氷川１４１１

平成30年10月18日 第M130009090号 奥多摩町小丹波１８６－１

平成30年7月18日 第M130004549号 羽村市富士見平２－１５－７ビラルミネ202

平成30年7月18日 第M130004550号 羽村市富士見平２－１５－７ビラルミネ203



届出年月日 届出番号 所在地

平成30年7月18日 第M130004551号 羽村市富士見平２－１５－７ビラルミネ205

平成30年7月18日 第M130004552号 羽村市富士見平２－１５－２アルフレックス101

平成30年7月26日 第M130005118号 羽村市富士見平２－１５－７ビラルミネ101

平成30年7月26日 第M130005119号 羽村市富士見平２－１５－７ビラルミネ102

令和元年5月27日 第M130016936号 三宅村坪田３０６８－２

平成30年10月1日 第M130008301号 府中市紅葉丘１－２７－３

令和元年5月30日 第M130017055号 府中市宮町２－１３－１０Ｋ２府中103

令和2年1月28日 第M130023752号 府中市本町２－２－１７　１０５

令和元年7月25日 第M130018795号 檜原村６１３７－１

令和元年8月5日 第M130019143号 檜原村８６３７番地１

平成30年10月1日 第M130008293号 日野市栄町２－３０－１１－１０１

平成30年10月1日 第M130008296号 日野市栄町２－３０－１１－１０２

平成30年10月1日 第M130008297号 日野市栄町２－３０－１１－２０２

令和元年11月1日 第M130021567号 日野市三沢３６９―８

令和2年2月28日 第M130024574号 日野市高幡６５９−２エルム高幡A102

令和元年12月25日 第M130023179号 羽村市川崎３―１０―１201

平成30年12月10日 第M130011382号 八丈町大賀郷１４８１－１

令和元年7月16日 第M130018538号 八丈町三根１９９－１

令和元年11月18日 第M130022007号 八丈町三根３３２番地１

令和元年12月23日 第M130023090号 八丈町大賀郷５４７５－２

令和2年2月7日 第M130024098号 西東京市向台町４－２２－３６

令和2年2月19日 第M130024360号 西東京市保谷町３―１―７

令和2年3月19日 第M130025122号 新島村字川原２０１番地２

平成30年12月14日 第M130011605号 多摩市百草１１４６−１稲荷塚コーポラス201

令和元年11月18日 第M130022004号 多摩市鶴牧５－３３－７

令和2年1月17日 第M130023563号 多摩市百草１１４６ー１稲荷塚コーポラス１０５

令和2年1月17日 第M130023565号 多摩市百草１１４６ー１稲荷塚コーポラス２０３

平成30年12月18日 第M130011757号 小金井市貫井北町５－１３－２５パークアベニュー国分寺102

平成30年12月18日 第M130011759号 小金井市貫井北町５－１３－２５パークアベニュー国分寺103

平成30年12月18日 第M130011760号 小金井市貫井北町５－１３－２５パークアベニュー国分寺112

平成30年12月18日 第M130011761号 小金井市貫井北町５－１３－２５パークアベニュー国分寺203

平成30年12月18日 第M130011763号 小金井市貫井北町５－１３－２５パークアベニュー国分寺205

平成30年12月18日 第M130011764号 小金井市貫井北町５－１３－２５パークアベニュー国分寺207

平成30年12月18日 第M130011765号 小金井市貫井北町５－１３－２５パークアベニュー国分寺308

令和2年7月27日 第M130026837号 小金井市梶野町４―１９―９

令和元年6月4日 第M130017205号 奥多摩町川野２６５

令和元年8月8日 第M130019299号 奥多摩町留浦３２４－２

平成30年9月18日 第M130007827号 稲城市矢野口３１４８－７

平成31年3月7日 第M130014387号 あきる野市上代継４０７－２

平成31年3月7日 第M130014388号 あきる野市雨間５８２－５－３０１

平成31年3月7日 第M130014389号 あきる野市雨間５８２－５－３０３

平成31年3月7日 第M130014391号 あきる野市雨間５８２－５－３０５

平成31年3月7日 第M130014392号 あきる野市雨間３０９－６－１０２



届出年月日 届出番号 所在地

平成31年3月7日 第M130014393号 あきる野市雨間３０９－６－２０１

平成31年4月1日 第M130015303号 あきる野市雨間３１３－６　Å

平成31年4月1日 第M130015304号 あきる野市雨間３１３－６　Ｂ

令和元年12月25日 第M130023169号 あきる野市雨間５８２－５－２０２

令和元年12月25日 第M130023172号 あきる野市雨間５８２―５－２０５

令和元年12月25日 第M130023177号 あきる野市雨間５４５―４102


