住宅宿泊事業届出住宅一覧
ＮＯ

届出年月日

届出住宅の所在地

1 平成30年6月15日 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山４１６３－１
2 平成30年6月15日 山梨県北杜市白州町横手１６２０－２９２
3 平成30年6月15日 山梨県富士吉田市新西原４－４－３
4 平成30年6月15日 山梨県甲府市元紺屋町８２
5 平成30年6月15日 山梨県甲州市塩山下塩後８４０－２
6

廃止

7 平成30年6月15日 山梨県南都留郡山中湖村山中３３０
8 平成30年6月15日 山梨県富士吉田市大明見５－１７－１５
9 平成30年6月15日 山梨県南都留郡鳴沢村富士山８７３０
10 平成30年6月15日 山梨県南都留郡富士河口湖町小立２６３１－４
11 平成30年6月15日 山梨県南都留郡富士河口湖町小立２６３１－４
12 平成30年6月15日 山梨県甲府市飯田２－１８－１１
13 平成30年6月15日 山梨県南都留郡富士河口湖町大石８７７－１
14 平成30年6月15日 山梨県富士吉田市下吉田４－１０－１４
15 平成30年6月15日 山梨県富士吉田市新西原2丁目27番13号
16

廃止

17

廃止

18 平成30年6月15日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４３１４－５
19 平成30年6月26日 山梨県南都留郡山中湖村平野７０７－５
20 平成30年6月26日 山梨県都留市小野１３８８－９
21 平成30年6月26日 山梨県南都留郡鳴沢村字ジラゴンノ１０９１０－３
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22

届出住宅の所在地
廃止

23 平成30年6月26日 山梨県南都留郡鳴沢村字下人窪５５５５－３
24 平成30年6月26日 山梨県甲府市草鹿沢町８９５－１
25 平成30年6月26日 山梨県甲府市富竹２－７－２
26 平成30年6月28日 山梨県南都留郡西桂町小沼２７４４
27 平成30年6月28日 山梨県南都留郡鳴沢村８５２９－３６６
28 平成30年6月28日 山梨県笛吹市石和町八田１６７
29 平成30年6月28日 山梨県南都留郡山中湖村平野５０６－３３９
30

平成30年7月4日 山梨県北杜市小淵沢町松向８８７番地１

31

平成30年7月4日 山梨県北杜市白州町白須６８０７－３５８

32

平成30年7月5日 山梨県南都留郡鳴沢村字ジラゴンノ８５３２－１３８

33

平成30年7月5日 山梨県富士吉田市下吉田１－１６－６

34

廃止

35 平成30年7月19日 山梨県南都留郡山中湖村山中５２７－６
36 平成30年7月19日 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町７０９－３
37 平成30年7月19日 山梨県北杜市高根町清里３５４５－４２１０
38 平成30年7月19日 山梨県南都留郡忍野村忍草３４２７－１
39 平成30年7月26日 山梨県富士吉田市上吉田４７１３－１４
40 平成30年7月26日 山梨県南都留郡鳴沢村５５３０番地６
41 平成30年7月26日 山梨県南都留郡山中湖村山中３３４－２
42 平成30年7月26日 山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰５０６－３４０
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届出住宅の所在地

43 平成30年7月26日 山梨県甲斐市上福沢３１３
44

平成30年8月1日 山梨県南都留郡山中湖村平野５０８－５７１

45

平成30年8月1日 山梨県南都留郡山中湖村平野５０６－１３６

46

平成30年8月1日 山梨県甲府市丸の内３－４－６

47

平成30年8月3日 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖字西ノ越3172-2

48

平成30年8月3日 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖字西ノ越3172-1

49

平成30年8月3日 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖字西ノ越3172-1

50

平成30年8月3日 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖字西ノ越3169-1

51

平成30年8月3日 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖字大路原1174-3

52

平成30年8月3日 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖字大路原1210-3

53 平成30年8月10日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３２５７－６
54 平成30年8月10日 山梨県富士吉田市下吉田２－１－１５
55 平成30年8月10日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津２９８５－１
56 平成30年8月16日 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山１２２４－４
57 平成30年8月16日 山梨県北杜市白州町横手１４１４－１
58 平成30年8月16日 山梨県富士吉田市上吉田４１９５－３
59

廃止

60 平成30年8月30日 山梨県笛吹市石和町八田４９０－４０
61

廃止

62

廃止

63 平成30年9月27日 山梨県北都留郡丹波山村４８７７－８
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64 平成30年9月27日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津１９３２－３
65 平成30年10月3日 山梨県甲府市古府中町5007-1レジデンス勝栄1号館201
66 平成30年10月3日 山梨県韮崎市円野町上円井２５３３
67 平成30年10月3日 山梨県南都留郡富士河口湖町河口１５５５－２
68 平成30年10月18日 山梨県富士吉田市ときわ台２－２－２５
69

廃止

70 平成30年10月18日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３７５３番地１
71 平成30年10月18日 山梨県南都留郡富士河口湖町小立２５０５－３
72 平成30年10月18日 山梨県南都留郡富士河口湖町浅川字川原７０７
73 平成30年11月7日

山梨県南都留郡富士河口湖町船津３１０３河口湖ハイタウン９
０２

74 平成30年11月7日 山梨県南巨摩郡身延町常葉２５０５
75 平成30年11月7日 山梨県甲州市塩山福生里道上１６０－１
76 平成30年11月7日 山梨県南都留郡富士河口湖町小立１７５
77 平成30年11月15日 山梨県都留市つる１－１２－２５
78 平成30年11月15日 山梨県南都留郡山中湖村平野１１４１－６１
79 平成30年11月15日 山梨県南都留郡富士河口湖町精進７８９
80 平成30年11月15日 山梨県南都留郡富士河口湖町小立３０１０－３
81 平成30年11月22日 山梨県南都留郡山中湖村平野２８０５－２
82

廃止

83 平成30年11月28日 山梨県富士吉田市竜ヶ丘３丁目１１－１１
84 平成30年12月28日 山梨県南都留郡山中湖村２７４－２１７
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届出住宅の所在地

85 平成30年12月28日 山梨県大月市大月町真木３０１８－１０
86 平成30年12月28日 山梨県富士吉田市新町４丁目１０番１０号
87 平成30年12月28日 山梨県山梨市牧丘町倉科７１９８
88 平成31年1月21日 山梨県山梨市南１３４７
89 平成31年1月21日 山梨県中央市山之神３６１３－２０
90

廃止

91 平成31年2月12日 山梨県山梨市小原東６４６番地
92 平成31年2月12日 山梨県甲州市塩山竹森９５７
93

廃止

94 平成31年2月19日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３９１５
95 平成31年2月19日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３９１５
96 平成31年2月28日 山梨県南都留郡山中湖村字向切詰５０８番地７３６
97 平成31年3月13日 山梨県北杜市長坂町長坂上条２５３３－２３
98

廃止

99 平成31年3月14日 山梨県富士吉田市竜ヶ丘３－１－９ シャンテ藤本３０５
100 平成31年3月14日 山梨県富士吉田市竜ヶ丘３－１－９ シャンテ藤本３０６
101

廃止

102

廃止

103 平成31年3月19日 山梨県富士吉田市旭３－３５１
104 平成31年3月25日 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾３３３２－１７６４
105 平成31年3月29日 山梨県笛吹市石和町広瀬２３２サンハイツツインビーB２０１
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106

平成31年4月9日 山梨県南都留郡山中湖村平野５０６－７１

107

平成31年4月9日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３３０５－１

108

平成31年4月9日 山梨県甲州市勝沼町中原２９８

109 平成31年4月10日 山梨県山梨市牧丘町窪平８３６－３
110 平成31年4月10日 山梨県大月市賑岡町岩殿２３６－３
111

廃止

112 平成31年4月10日 山梨県大月市富浜町鳥沢６４２
113 平成31年4月18日 山梨県南都留郡富士河口湖町長浜２３０３
114 平成31年4月23日 山梨県富士吉田市松山２－５－２２コーポＢａｎ１
115 平成31年4月23日 山梨県富士吉田市松山２－５－２２コーポＢａｎ２
116 平成31年4月23日 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖３１１１
117

令和元年5月7日 山梨県北杜市高根町清里３５４５番地９１３

118 令和元年5月15日 山梨県都留市大幡３２７７
119 令和元年5月17日 山梨県南都留郡山中湖村平野字吉政６８４番地９６
120 令和元年5月17日 山梨県南都留郡山中湖村平野字吉政６８４番地８７
121 令和元年5月22日 山梨県富士吉田市大明見２－４０－４８
122 令和元年6月11日 山梨県甲府市和田町２８６７
123 令和元年6月11日 山梨県南都留郡山中湖村平野２２９８番地の８
124 令和元年6月14日 山梨県都留市田野倉６３２
125 令和元年6月20日 山梨県上野原市棡原７０７８
126 令和元年6月25日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３１０３河口湖ハイタウン８０１
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届出住宅の所在地

127

令和元年7月1日 山梨県甲府市国母５－５－４

128

令和元年7月2日 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾字篠原３３３２番地１９７１

129

廃止

130

令和元年7月5日 山梨県南都留郡西桂町小沼１６１６－５ CORDONA８ ２０２

131

令和元年7月5日 山梨県南都留郡西桂町小沼１６１６－５ CORDONA８ ３０５

132

廃止

133 令和元年7月11日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４２５１
134 令和元年7月11日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４２５１
135 令和元年7月11日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４２５１－２
136 令和元年7月11日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４２５１－２
137

廃止

138

令和元年8月2日 山梨県南都留郡山中湖村平野２７５５－５

139

令和元年8月2日 山梨県富士吉田市上吉田５－１２－７

140 令和元年8月21日 山梨県南都留郡西桂町小沼２１６５－１
141

令和元年9月9日 山梨県北杜市大泉町西井出８２４０－７７３７

142

令和元年9月9日 山梨県甲府市緑が丘１－７－５

143 令和元年9月19日 山梨県韮崎市中央町１０－２７
144 令和元年9月１9日 山梨県南都留郡富士河口湖町大石２８７６－６３
145 令和元年9月１9日 山梨県北杜市高根町清里３５４５－６８０４
146 令和元年9月20日 山梨県上野原市西原３７３７－１
147 令和元年9月24日 山梨県甲州市塩山上井尻１４１５－２
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148 令和元年9月2７日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４７９３－１
149 令和元年9月2７日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津４７９２
150 令和元年10月3日 山梨県南巨摩郡早川町早川１０１５
151 令和元年10月17日 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山２８８７－３
152 令和元年10月17日 山梨県山梨市牧丘町西保下１５１９
153

廃止

154 令和元年10月17日 山梨県都留市上谷３－５－２６
155 令和元年10月23日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津２１５５－５
156 令和元年10月23日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津２１５５－５
157 令和元年10月23日 山梨県南都留郡富士河口湖町船津２１５５－５
158 令和元年10月28日 山梨県南都留郡山中湖村山中３３８番地の５４
159 令和元年10月２8日 山梨県南都留郡山中湖村山中３３８番地の５５
160 令和元年11月5日 山梨県甲府市丸の内1丁目１４－４
161

廃止

162 令和元年12月9日 山梨県甲府市富竹２－７－８
163 令和元年12月17日 山梨県北杜市大泉町谷戸８４１８－１４
164 令和元年12月20日 山梨県富士吉田市大明見２－４０－１５
165

令和2年1月20日 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖１４９０番地

166

令和2年1月20日 山梨県大月市笹子町黒野田１０７６

167

令和2年2月3日 山梨県北杜市小淵沢町字棒道下１００６０－６３１

168

令和2年2月3日 山梨県南都留郡富士河口湖町長浜７９９－１
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169

令和2年3月6日 山梨県甲州市塩山上於曽１９０４－１

170

令和2年3月6日 山梨県大月市大月町真木４０６８－１

171

令和2年3月30日

山梨県笛吹市石和町窪中島１２５－１
グランシェーヌ笛吹２０１

172

令和2年3月30日

山梨県南都留郡富士河口湖町船津２１５５－５
１０３

173

令和2年3月30日

山梨県南都留郡富士河口湖町船津２１５５－３
２０５

174

令和2年3月30日 山梨県南都留郡山中湖村山中８６５－２３０

175

令和2年3月31日 山梨県都留市大野４３８

176

令和2年3月31日 山梨県北杜市大泉町西井出８２４０－６６５

177

令和2年4月10日 山梨県甲府市寿町１－１３

178

令和2年4月10日 山梨県北杜市小淵沢町字棒道下１００６０－１１０５

179

令和2年4月10日 山梨県北杜市明野町上手７３０６－３

180

令和2年5月1日 山梨県南アルプス市飯野字飯平５０００

181

令和2年5月1日 山梨県南都留郡富士河口湖町大石１２０７

182

令和2年7月1日 山梨県南都留郡忍野村忍草３１６２－３９

183

令和2年5月22日 山梨県北杜市明野町浅尾３６６３

184

令和2年6月10日 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾４５９－２

185

令和2年7月6日 山梨県甲府市貢川２丁目１０－５

186

令和2年7月17日 山梨県笛吹市石和町駅前１２－３

187

令和2年8月3日 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾３３３２－５１７

188

令和2年9月1日 山梨県北杜市白州町大坊９４３－５

189

廃止

住宅宿泊事業届出住宅一覧
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190

令和2年9月24日 山梨県北杜市高根町清里３５４５－８８５

191

令和2年9月25日 山梨県富士吉田市下吉田１－４－３

192

令和2年9月29日 山梨県南都留郡西桂町小沼１６１６－５ CORDONA8

１０５

193

令和2年9月29日 山梨県南都留郡西桂町小沼１６１６－５ CORDONA8

４０２

194 令和2年10月13日 山梨県北杜市小淵沢町字棒道下10060番地６４４
195 令和2年10月22日 山梨県甲府市川田町９２８
196 令和2年10月22日 山梨県笛吹市石和町駅前１２番地３
197

令和2年11月1日 山梨県富士吉田市竜ケ丘3丁目1番9号

198

令和2年11月1日 山梨県富士吉田市竜ケ丘3丁目1番9号

199

令和2年11月9日 山梨県富士吉田市小明見１－１２－１０

200 令和2年11月19日 山梨県笛吹市春日居町熊野堂５７７－１
201

令和2年12月4日 山梨県南都留郡鳴沢村８５４５－４

202 令和2年12月10日 山梨県北杜市大泉町西井出８２４０－８０３０
203 令和2年12月14日 山梨県笛吹市春日居町鎮目１６０４－１
204

令和3年1月4日 山梨県甲府市伊勢１－７－３

205

令和3年1月8日 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾３３３２－１３９９

206

令和3年1月27日 山梨県南都留郡山中湖村平野５０８－６１８

207

令和3年1月27日 山梨県北杜市白州町横手１１１８

208

令和3年2月2日 山梨県笛吹市一宮町市之蔵２１７－１

209

令和3年2月25日 山梨県北杜市長坂町小荒間１７７６－２

210

令和3年3月2日 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖南７－３

住宅宿泊事業届出住宅一覧
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届出年月日

届出住宅の所在地

令和3年3月8日 山梨県南都留郡富士河口湖町大石２７６２－８０

