
管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-1144 特別養護老人ホーム新宮園　1号館 高山市新宮町1322-1 平成30年12月13日 令和元年12月12日

18-A-1145 特別養護老人ホーム新宮園　2号館 高山市新宮町1322-1 平成30年12月13日 令和元年12月12日

18-A-1146 特別養護老人ホーム豊楽園 高山市三福寺町1110-5 平成30年12月13日 令和元年12月12日

18-A-1147 特別養護老人ホーム南風園 高山市千島町1257-2 平成30年12月13日 令和元年12月12日

18-A-1600 (株)日産ユーズドカーセンター本社 横浜市鶴見区大黒6-1 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1601 東京電力フュエル＆パワー(株)横浜火力発電所 横浜市鶴見区大黒町11-1 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1602 朝日プラザ横浜神之木公園 横浜市神奈川区神之木町19-53 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1603 アルテ横浜 横浜市神奈川区大野町1-8 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1604 横浜ポートサイドパーク 横浜市神奈川区栄町11-6 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1605 横浜寺尾フラット 横浜市神奈川区西寺尾4-26 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1606 ウィナス新町 横浜市神奈川区新町5-5 平成30年12月18日 令和元年12月17日

18-A-1607 ヨコハマポートサイドファンテ 横浜市神奈川区栄町8-1 平成30年12月21日 令和元年12月20日

18-A-1608 ヨコハマポートサイドレイナ 横浜市神奈川区栄町5-1 平成30年12月21日 令和元年12月20日

18-A-1609 ヨコハマポートサイドビル 横浜市神奈川区栄町8-1 平成30年12月26日 令和元年12月25日

18-A-1610 学校法人浅野学園高校棟 管理棟 横浜市神奈川区子安台1-3-1 平成30年12月27日 令和元年12月26日

18-A-1611 学校法人浅野学園中学棟 横浜市神奈川区子安台1-3-1 平成30年12月27日 令和元年12月26日

18-A-1612 ヒルハイツ横濱 横浜市西区宮ケ谷14 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1613 藤和シティホームズ横浜桜木町クレーデルコート 横浜市西区戸部町5-203-2 平成30年12月20日 令和元年12月19日

18-A-1614 三金ハイツ 横浜市西区浅間町3-175 平成30年12月27日 令和元年12月26日

18-A-1615 横浜信用金庫本店 横浜市中区尾上町2-16-1 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1616 ホテルウイングインターナショナル横浜関内 横浜市中区不老町1-2 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1617 横浜掖済会病院 横浜市中区山田町1-2 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1618 廣岡ビル 横浜市中区吉浜町2-14 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1619 シティタワー横濱 横浜市中区日本大通36 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1620 ホテルピアシティ 横浜市中区山下町195 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1621 満利屋ビル 横浜市中区伊勢佐木町2-66 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1622 本牧埠頭倉庫本牧1号棟 横浜市中区本牧ふ頭1 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1623 本牧埠頭倉庫本牧3号棟 横浜市中区本牧ふ頭1 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1624 本牧埠頭倉庫本牧6,7,8号棟 横浜市中区本牧ふ頭3 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1625 本牧埠頭倉庫本牧9号棟 横浜市中区本牧ふ頭3 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1626 本牧埠頭倉庫本牧12号棟 横浜市中区本牧ふ頭6 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1627 本牧埠頭倉庫本牧13号棟 横浜市中区本牧ふ頭6 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1628 本牧埠頭倉庫本牧11号棟 横浜市中区本牧ふ頭6 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1629 ロワール横濱関内 横浜市中区翁町2-8-2 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1630 神奈川県庁本庁舎 横浜市中区日本大通1 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1631 神奈川県庁新庁舎 横浜市中区元浜町1-3 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1632 光南ビル 横浜市中区相生町1-18 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1633 横浜フコク生命ビル 横浜市中区太田町6-87 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1634 神奈川県庁第二分庁舎 横浜市中区元浜町2-12 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1635 山手町マンション 横浜市中区山手町9-3 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1636 関内福島ビル 横浜市中区常盤町3-22 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1637 横浜福島ビル 横浜市中区住吉町6-77 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1638 ピアセントラル 横浜市中区長者町2-5-18 平成30年12月14日 令和元年12月13日

18-A-1639 神奈川県警察本部庁舎 横浜市中区海岸通2-4 平成30年12月14日 令和元年12月13日

18-A-1640 ディアコート横浜・関内 横浜市中区不老町3-12-1 平成30年12月14日 令和元年12月13日

18-A-1641 セントラルビル 横浜市中区長者町2-5-14 平成30年12月14日 令和元年12月13日

18-A-1642 独立行政法人国際協力機構横浜国際センター 横浜市中区新港2-3-1 平成30年12月15日 令和元年12月14日

18-A-1643 横浜THビル 横浜市中区千歳町1-2 平成30年12月18日 令和元年12月17日

18-A-1644 アイナレア・ヴィラ 横浜市中区若葉町2-21 平成30年12月19日 令和元年12月18日

18-A-1645 ヘリオス関内ビル 横浜市中区元浜町3-21 平成30年12月19日 令和元年12月18日

18-A-1646 パレスイセザキ 横浜市中区福富町東通39-4 平成30年12月20日 令和元年12月19日

18-A-1647 横浜市職能開発総合センター 横浜市中区山下町253 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1648 横浜市立大鳥小学校 横浜市中区本牧町1-251 平成30年12月26日 令和元年12月25日

18-A-1649 第15須賀ビル 横浜市中区相生町4-66 平成30年12月27日 令和元年12月26日

18-A-1650 日神パレステージ阪東橋 横浜市南区浦舟町2-23-7 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1651 ステラコート横浜南 横浜市南区二葉町2-19-15 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1652 ラフィネステージ横浜南 横浜市南区新川町2-3-8 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1653 ヴィベール横濱 横浜市南区白妙町3-34 平成30年12月19日 令和元年12月18日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-1654 ロワレール日限山 横浜市港南区日限山2-1-39 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1655 藤和ライブタウン洋光台 横浜市港南区日野中央2-21-21 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1656 医療法人社団成仁会長田病院 横浜市港南区丸山台2-2-10 平成30年12月21日 令和元年12月20日

18-A-1657 (株)スチール・ワン 保土ヶ谷寮 横浜市保土ヶ谷区新井町607-1 平成30年12月4日 令和元年12月3日

18-A-1658 社会福祉法人恵和 横浜市保土ヶ谷区今井町691 平成30年12月4日 令和元年12月3日

18-A-1659 介護付有料老人ホームサニーステージ二俣川 横浜市旭区二俣川1-30-3 平成30年12月21日 令和元年12月20日

18-A-1660 ブルックハイツ磯子 横浜市磯子区磯子3-4-10 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1661 磯子マンション 横浜市磯子区磯子台11-15 平成30年12月6日 令和元年12月5日

18-A-1662 横浜市根岸地区センター 横浜市磯子区馬場町1-42 平成30年12月6日 令和元年12月5日

18-A-1663 アークエルム磯子台 横浜市磯子区磯子3-10-27 平成30年12月6日 令和元年12月5日

18-A-1664 ラブリハイツ吉野町 横浜市磯子区上町11-3 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1665 マンション上大岡台 横浜市磯子区森4-15-9 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1666 神奈川県立磯子工業高等学校 横浜市磯子区森5-24-1 平成30年12月14日 令和元年12月13日

18-A-1667 (株)東芝横浜事業所生産技術センター 横浜市磯子区新磯子町33 平成30年12月18日 令和元年12月17日

18-A-1668 そうてつローゼン釜利谷店 横浜市金沢区釜利谷東7-2-13 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1669 ペイサージュ金沢八景壱番館 横浜市金沢区東朝比奈1-61-1 平成30年12月6日 令和元年12月5日

18-A-1670 グレーシアハイムシーサイド鳥浜 横浜市金沢区富岡東2-6-5 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1671 東建ニューハイツ金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷西1-1-4 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1672 (株)チューブフォーミング本社工場 横浜市金沢区福浦2-15-12 平成30年12月13日 令和元年12月12日

18-A-1673 富岡シーサイドコーポB棟 横浜市金沢区富岡東6-30 平成30年12月18日 令和元年12月17日

18-A-1675 新横浜AKビル 横浜市港北区新横浜3-23-3 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1676 新羽吉田ビル 横浜市港北区新羽町1189-4 平成30年12月17日 令和元年12月16日

18-A-1677 パールマンション市ヶ尾 横浜市青葉区市ヶ尾町1175-24 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1678 ツクイ・サンフォレスト横浜センター北 横浜市都筑区中川中央1-39-44 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1679 株式会社リコー横浜仲町台事業所 横浜市都筑区新栄町16-1 平成30年12月13日 令和元年12月12日

18-A-1680 日立舞岡第1社宅A棟 横浜市戸塚区舞岡町115-4 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1681 日立舞岡第1社宅B,D棟 横浜市戸塚区舞岡町115-4 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1682 東芝プラントシステム(株)戸塚寮 横浜市戸塚区戸塚町2976-1 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1683 ドミール東戸塚 横浜市戸塚区品濃町513-1 平成30年12月17日 令和元年12月16日

18-A-1684 JR東日本　大船駅　笠間口 横浜市栄区笠間1-8 平成30年12月19日 令和元年12月18日

18-A-1685 ルリエ大船 横浜市栄区笠間1-1-1 平成30年12月28日 令和元年12月27日

18-A-1686 クエスト山手台 横浜市泉区西が岡1-27-2 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1687 ふれあいクリニック泉 横浜市泉区中田南4-3-23 平成30年12月20日 令和元年12月19日

18-A-1688 アビタシオン東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾1-4-13 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1689 パレス鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央3-26-18 平成30年12月18日 令和元年12月17日

18-A-1690 中田ビル 横浜市鶴見区鶴見中央1-20-2 平成30年12月22日 令和元年12月21日

18-A-1691 池田ビル 横浜市神奈川区西神奈川3-7-1 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1692 シュガーベル 横浜市神奈川区子安通1-108-2 平成30年12月13日 令和元年12月12日

18-A-1693 駒形エクセルⅡ 横浜市神奈川区西寺尾4-31-11 平成30年12月19日 令和元年12月18日

18-A-1694 三ッ澤ビル 横浜市神奈川区三ッ沢下町10-14 平成30年12月21日 令和元年12月20日

18-A-1695 横浜市立神奈川中学校 横浜市神奈川区西大口141 平成30年12月21日 令和元年12月20日

18-A-1696 第1暁ビル 横浜市西区戸部本町41-4 平成30年12月29日 令和元年12月28日

18-A-1697 関内中央ビル 横浜市中区真砂町2-25 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1698 カトリック・キリスト教教育修士会 横浜市中区滝之上1 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1699 明治ビル 横浜市中区本牧町2-318 平成30年12月6日 令和元年12月5日

18-A-1700 今一ビル 横浜市中区富士見町1-2 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1701 本牧埠頭倉庫本牧10号棟A館 横浜市中区本牧ふ頭5 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1702 本牧埠頭倉庫本牧4号棟 横浜市中区本牧ふ頭1 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1703 本牧埠頭倉庫本牧10号棟B館 横浜市中区本牧ふ頭5-1 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1704 本牧埠頭倉庫本牧2号棟 横浜市中区本牧ふ頭1 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1705 本牧埠頭倉庫本牧5号棟 横浜市中区本牧ふ頭3 平成30年12月7日 令和元年12月6日

18-A-1706 伊勢佐木町セントラルヒルズ 横浜市中区伊勢佐木町5-130-2 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1707 パークヒルズ桜木 横浜市中区野毛町3-122 平成30年12月20日 令和元年12月19日

18-A-1708 大島ビル 横浜市中区桜木町3-13 平成30年12月20日 令和元年12月19日

18-A-1709 (株)丸加共進町ビル 横浜市南区共進町2-50 平成30年12月6日 令和元年12月5日

18-A-1710 DRホームズ井土ヶ谷 横浜市南区南太田4-13-26 平成30年12月13日 令和元年12月12日

18-A-1711 庚台コーポ 横浜市南区庚台3-1 平成30年12月15日 令和元年12月14日

18-A-1712 エスペラント,ハイツ・Ⅰ 横浜市港南区上永谷6-3-1 平成30年12月17日 令和元年12月16日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-1713 エステ・スクエア港南百合ヶ丘 横浜市港南区下永谷4-13-7 平成30年12月17日 令和元年12月16日

18-A-1714 横浜市日下地域ケアプラザ 横浜市港南区笹下3-11-1 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1715 パル保土ヶ谷A棟 横浜市保土ヶ谷区狩場町26-8 平成30年12月4日 令和元年12月3日

18-A-1716 パル保土ヶ谷B棟 横浜市保土ヶ谷区狩場町26-8 平成30年12月4日 令和元年12月3日

18-A-1717 横浜市立岩崎中学校 横浜市保土ヶ谷区桜ケ丘2-6-1 平成30年12月26日 令和元年12月25日

18-A-1718 ヤヒロビル 横浜市磯子区洋光台3-1-36 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1719 相原マンション 横浜市港北区日吉3-11-3 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1720 岸根公園駅前UUビル 横浜市港北区篠原町1129 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1721 ルミエール 横浜市港北区綱島西4-7-14 平成30年12月5日 令和元年12月4日

18-A-1722 ケ－ビ－エスビル 横浜市港北区綱島西1-5-18 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1723 新横浜フジビル 横浜市港北区新横浜2-7-3 平成30年12月17日 令和元年12月16日

18-A-1724 フォルテ仲町台 横浜市都筑区仲町台5-4-29 平成30年12月3日 令和元年12月2日

18-A-1725 トースト港北ニュータウン 横浜市都筑区北山田1-1-56 平成30年12月17日 令和元年12月16日

18-A-1726 東戸塚ヒミコマンション 横浜市戸塚区平戸町1024-1 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1727 クラックス戸塚ヒルズ 横浜市戸塚区矢部町769-1 平成30年12月20日 令和元年12月19日

18-A-1728 横浜市立下郷小学校 横浜市戸塚区戸塚町2447-2 平成30年12月26日 令和元年12月25日

18-A-1729 横浜市立深谷小学校 横浜市戸塚区深谷町1688-2 平成30年12月26日 令和元年12月25日

18-A-1730 横浜市立川上小学校 横浜市戸塚区秋葉町203-2 平成30年12月27日 令和元年12月26日

18-A-1731 横浜市立東俣野小学校 横浜市戸塚区東俣野町1103-1 平成30年12月27日 令和元年12月26日

18-A-1732 エリザベス藤 横浜市瀬谷区橋戸2-15-8 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1733 ヤマタネ(株)　横浜支店　安善営業所 横浜市鶴見区安善町1-1-1 平成30年12月14日 令和元年12月13日

18-A-1734 東亜建設工業(株)技術研究開発センター 横浜市鶴見区安善町1-3 平成30年12月14日 令和元年12月13日

18-A-1735 コーポレートヨコハマポートサイド 横浜市神奈川区栄町17-4 平成30年12月18日 令和元年12月17日

18-A-1736 コンフォール北原 横浜市神奈川区六角橋6-24 平成30年12月18日 令和元年12月17日

18-A-1737 オルトヨコハマ　ビュータワー 横浜市神奈川区新子安1-2-3 平成30年12月18日 令和元年12月17日

18-A-1738 アミティ横浜 横浜市神奈川区栄町16-1 平成30年12月18日 令和元年12月17日

18-A-1739 伊勢山ヒルズ 横浜市西区宮崎町58-3 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1740 長者町九丁目市街地住宅 横浜市中区長者町9-140 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1741 新山下ベイシティ1号棟 横浜市中区新山下3-15 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1742 新山下ベイシティ3号棟 横浜市中区新山下3-15 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1743 新山下ベイシティ7号棟 横浜市中区新山下3-15 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1744 コンフォール滝ノ上 横浜市中区滝之上120 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1745 ベイシティ本牧南 横浜市中区本牧原21 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1746 シティコート山下公園 横浜市中区山下町24-7 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1747 アーヴィンヒルズ大岡 横浜市南区大岡1-1-25 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1748 南永田第二団地給水場 横浜市南区永田みなみ台3 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1749 コンフォール清水ヶ丘 横浜市南区清水ヶ丘243-1 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1750 コンフォール永田東 横浜市南区永田東3-44-2 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1751 井土ヶ谷市街地住宅 横浜市南区南太田4-4-1 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1752 ニチイホーム　上星川 横浜市保土ヶ谷区東川島町3-6 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1753 西久保町公園ハイツ 横浜市保土ヶ谷区西久保町1-4 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1754 保土ヶ谷駅前ハイツ 横浜市保土ヶ谷区岩井町123-2 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1755 峰沢町市街地住宅 横浜市保土ヶ谷区峰沢町35-1 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1756 コンフォール明神台 横浜市保土ヶ谷区明神台10 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1757 コンフォール明神台2－3号棟～2－7号棟 横浜市保土ヶ谷区明神台24-7 平成30年12月12日 令和元年12月11日

18-A-1758 ＮＴＴ大倉山単身寮 横浜市港北区大豆戸町985 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1759 ヒルデモアこどもの国 横浜市青葉区奈良町750-1 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1760 ヴェルドーレ青葉台 横浜市青葉区つつじが丘5-24 平成30年12月14日 令和元年12月13日

18-A-1761 ホームズすみれが丘 横浜市都筑区すみれが丘43-3 平成30年12月21日 令和元年12月20日

18-A-1762 (株)ＡＯＫＩホールディングス 横浜市都筑区茅ヶ崎中央24-1 平成30年12月14日 令和元年12月13日

18-A-1763 ハートピアイイダＤ棟 横浜市都筑区中川1-29-6 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1764 海岸通四丁目市街地住宅 横浜市中区海岸通4-23-1 平成30年12月25日 令和元年12月24日

18-A-1765 サーパス青葉台南 横浜市青葉区田奈町29-12 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1766 ピークネストＡ棟 横浜市青葉区もみの木台3-5 平成30年12月10日 令和元年12月9日

18-A-1767 グランジット玉川学園 横浜市青葉区奈良町2762-122 平成30年12月11日 令和元年12月10日

18-A-1768 富士通エフアイピー(株)第一横浜寮 横浜市都筑区仲町台5-14-15 平成30年12月14日 令和元年12月13日

18-A-1771 下田市敷根公園屋内温水プール兼管理棟 下田市敷根757 平成31年1月22日 令和2年1月21日

18-A-1772 御殿場市役所高根支所 御殿場市塚原74-16 平成31年1月30日 令和2年1月29日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-1773 土屋マンション 田方郡函南町間宮695-1 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1774 特別養護老人ホーム　エバーグリーン 多治見市小名田町西ヶ洞1-325 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1775 介護老人福祉施設　清凉苑 多治見市旭ヶ丘7-17-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1777 特別養護老人ホーム　山県グリーンビレッジ 山県市大門803 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-1778 社団医療法人かなめ会　山内ホスピタル（本館） 岐阜市市橋3-7-22 平成31年3月20日 令和2年3月19日

18-A-1779 社団医療法人かなめ会　山内ホスピタル（新館） 岐阜市市橋3-7-22 平成31年3月20日 令和2年3月19日

18-A-1780 社団医療法人かなめ会　山内ホスピタル介護老人保健施設 岐阜市薮田南4-15-2 平成31年3月20日 令和2年3月19日

18-A-1781 リステージ響の森横濱鶴見 横浜市鶴見区東寺尾中台30-1 平成31年2月6日 令和2年2月5日

18-A-1782 (株)大塚家具横浜アウトレット横浜サービスセンター 横浜市鶴見区寛政町21-1 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1783 サニーライフ三ツ池公園 横浜市鶴見区下末吉5-24-19 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1784 東京電力パワーグリッド(株)川崎支社鶴見事務所 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-22 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1785 アバンサーダ鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央5-2-11 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1786 横浜市立鶴見中学校 横浜市鶴見区鶴見中央3-14-1 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1787 横浜市立潮田小学校 横浜市鶴見区向井町3-82 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1788 横浜市立潮田中学校 横浜市鶴見区向井町4-83 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1789 横浜市立平安小学校 横浜市鶴見区平安町2-9-1 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1790 横浜市立矢向小学校 横浜市鶴見区矢向3-8-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1791 横浜市立矢向中学校 横浜市鶴見区矢向1-8-24 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1792 横浜市立市場小学校 横浜市鶴見区元宮1-13-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1793 横浜市立駒岡小学校 横浜市鶴見区駒岡3-14-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1794 横浜市立新鶴見小学校 横浜市鶴見区江ケ崎町2-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1795 横浜市立末吉中学校 横浜市鶴見区下末吉6-13-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1796 プリマベーラ西神奈川 横浜市神奈川区西神奈川1-8-3 平成31年2月4日 令和2年2月3日

18-A-1797 グランシティ横濱鴨居 横浜市神奈川区菅田町407-1 平成31年2月6日 令和2年2月5日

18-A-1798 グレースサエグサ 横浜市神奈川区片倉1-18-5 平成31年2月15日 令和2年2月14日

18-A-1799 横浜市立神大寺小学校 横浜市神奈川区神大寺3-34-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1800 横浜市立青木小学校 横浜市神奈川区桐畑17 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1801 横浜市立神橋小学校 横浜市神奈川区六角橋2-34-19 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1802 横浜市立南神大寺小学校 横浜市神奈川区神大寺2-9-16 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1803 横浜市立二谷小学校 横浜市神奈川区平川町11-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1804 横浜市立浦島小学校 横浜市神奈川区浦島丘16 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1805 横浜市立中丸小学校 横浜市神奈川区神大寺3-17-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1806 横浜市立松本中学校 横浜市神奈川区三ッ沢下町30-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1807 横浜市立栗田谷中学校 横浜市神奈川区栗田谷3-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1808 横浜市立錦台中学校 横浜市神奈川区西寺尾3-3-10 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1809 横浜市立盲特別支援学校 横浜市神奈川区松見町1-26 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1810 ソレアード・ホームズ横浜平沼 横浜市西区平沼1-9-17 平成31年2月4日 令和2年2月3日

18-A-1811 ナイスアーバン横濱プロムナード 横浜市西区平沼2-1-10 平成31年2月6日 令和2年2月5日

18-A-1812 プレールメゾン豊島 横浜市西区南浅間町6-19 平成31年2月6日 令和2年2月5日

18-A-1813 みなとみらい21線新高島駅 横浜市西区みなとみらい5丁目1番地先 平成31年2月8日 令和2年2月7日

18-A-1814 プライムコーストみなとみらい 横浜市西区みなとみらい6-3-4 平成31年2月8日 令和2年2月7日

18-A-1815 KDX横浜西口ビル 横浜市西区北幸2-10-36 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1816 川本工業ビル 横浜市中区寿町2-5-1 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1817 加賀町警察署 横浜市中区山下町203 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1818 神奈川県中小企業共済会館別館 横浜市中区北仲通3-33-2 平成31年2月4日 令和2年2月3日

18-A-1819 モナコアベニュー 横浜市中区花咲町1-45 平成31年2月4日 令和2年2月3日

18-A-1820 横浜トヨペットウェインズビル 横浜市中区山下町33 平成31年2月4日 令和2年2月3日

18-A-1821 港陽ビル 横浜市中区桜木町2-2-9 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1822 オーク関内ビル 横浜市中区尾上町5-78 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1823 みなとみらい21線元町・中華街駅 横浜市中区山下町65番地先 平成31年2月8日 令和2年2月7日

18-A-1824 みなとみらい21線馬車道駅 横浜市中区本町5丁目49番地先 平成31年2月8日 令和2年2月7日

18-A-1825 ストークパレス横浜 横浜市中区曙町3-42-1 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1826 横浜市立間門小学校 横浜市中区本牧間門29-1 平成31年2月13日 令和2年2月12日

18-A-1827 横浜ワールドポーターズ 横浜市中区新港2-2-1 平成31年2月13日 令和2年2月12日

18-A-1828 横浜市立北方小学校 横浜市中区諏訪町29 平成31年2月14日 令和2年2月13日

18-A-1829 プライムタワー横浜 横浜市中区山下町89-6 平成31年2月15日 令和2年2月14日

18-A-1830 商工中金横浜ビル 横浜市中区北仲通4-40 平成31年2月15日 令和2年2月14日

18-A-1831 横浜市寿生活館 横浜市中区寿町3-12-2 平成31年2月18日 令和2年2月17日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-1832 ナビオス横浜 横浜市中区新港2-1-1 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1833 ベルビル 横浜市中区相生町3-63-3 平成31年2月19日 令和2年2月18日

18-A-1834 ストークタワー大通り公園Ⅰ 横浜市中区弥生町2-17 平成31年2月19日 令和2年2月18日

18-A-1835 センチュリー横浜関内 横浜市中区扇町4-11-4 平成31年2月19日 令和2年2月18日

18-A-1836 横浜市立立野小学校 横浜市中区立野76 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1837 ERVIC横浜ビル 横浜市中区吉田町65 平成31年2月21日 令和2年2月20日

18-A-1838 横浜市立山元小学校 横浜市中区山元町3-152 平成31年2月21日 令和2年2月20日

18-A-1839 横浜市立仲尾台中学校 横浜市中区仲尾台23 平成31年2月21日 令和2年2月20日

18-A-1840 横浜スタジアム 横浜市中区横浜公園 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1841 (株)萬珍食品 横浜市中区新山下3-1-6 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1842 KKRポートヒル横浜 横浜市中区山手町115 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1843 横浜市立本牧南小学校 横浜市中区本牧元町44-1 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1844 横浜山手中華学校 横浜市中区吉浜町2-66 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1845 横浜市立六つ川西小学校 横浜市南区六ッ川2-156 平成31年2月14日 令和2年2月13日

18-A-1846 マークミュー南太田 横浜市南区庚台22-12 平成31年2月15日 令和2年2月14日

18-A-1847 レジデンスヨコハマ南 横浜市南区南太田1-23-13 平成31年2月15日 令和2年2月14日

18-A-1848 伊勢佐木南パークハウス弐番館 横浜市南区南吉田町1-3 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1849 ドルフ弘明寺 横浜市南区別所6-2-1 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1850 横浜南太田ホームズ 横浜市南区日枝町5-137-1 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1851 横浜公園通り壱番館 横浜市南区高根町2-7-1 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1852 横浜市立六つ川小学校 横浜市南区六ツ川3-4-12 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1853 野庭団地第四住宅627-2号棟 横浜市港南区野庭町627-2 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1854 野庭団地第四住宅627-3号棟 横浜市港南区野庭町627-3 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1855 野庭団地第四住宅622-3号棟 横浜市港南区野庭町622-3 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1856 野庭団地第四住宅622-4号棟 横浜市港南区野庭町622-4 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1857 野庭団地第七住宅1号棟621-1 横浜市港南区野庭町621-1 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1858 野庭団地第七住宅2号棟621-2 横浜市港南区野庭町621-2 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1859 メゾン瑞穂 横浜市港南区丸山台4-3-1 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1860 社会福祉法人十愛療育会 横浜医療福祉センター港南 横浜市港南区港南台4-6-1 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1861 笹下台住宅 横浜市港南区笹下1-8 平成31年2月13日 令和2年2月12日

18-A-1862 野庭団地第四住宅627-1号棟 横浜市港南区野庭町627-1 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1863 ビックライズ食品館あおば最戸店 横浜市港南区最戸1-16-15 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1864 パイロットハウス星川 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-2 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1865 ルクソール保土ヶ谷 横浜市保土ヶ谷区権太坂1-4-1 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1866 グレイス保土ヶ谷公園 横浜市保土ヶ谷区仏向町1010-7 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1867 東急ドエル横浜ヒルサイドガーデン 横浜市保土ヶ谷区法泉1-4 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1868 横浜市保土ケ谷スポーツセンター 横浜市保土ヶ谷区神戸町129-2 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1869 セザール希望ヶ丘 横浜市旭区善部町99-6 平成31年2月8日 令和2年2月7日

18-A-1870 東京電力パワーグリッド(株)　神奈川総支社　旭事務所 横浜市旭区南本宿町2-1 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1871 コスモ南万騎ヶ原 横浜市旭区善部町116-1 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1872 じゅうじゅうカルビ磯子中原店　№00971036 横浜市磯子区中原1-2-9 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1873 杉田パーク・ホームズ弐番館 横浜市磯子区栗木3-3-1 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1874 杉田南パーク・ホームズ 横浜市磯子区杉田4-16-5 平成31年2月7日 令和2年2月6日

18-A-1875 洋光台ビューハイツ 横浜市磯子区洋光台6-31-1 平成31年2月19日 令和2年2月18日

18-A-1876 プライムコート磯子屏風ヶ浦 横浜市磯子区森3-9-8 平成31年2月19日 令和2年2月18日

18-A-1877 第一磯子ハイツ 横浜市磯子区森1-15-1 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1878 日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場 横浜市磯子区新森町1 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1879 新興プランテック(株)本社事務所 横浜市磯子区新磯子町27-5 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1880 特別養護老人ホーム峰の郷 横浜市磯子区峰町654-1 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1881 しゃぶ葉磯子中原店　№00198157 横浜市磯子区中原1-2-9 平成31年2月21日 令和2年2月20日

18-A-1882 横浜市立磯子小学校 横浜市磯子区久木町11-1 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1883 横浜市立洋光台第一小学校 横浜市磯子区洋光台1-4-1 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1884 横浜市立梅林小学校 横浜市磯子区杉田5-13-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1885 パークシティ金沢八景 横浜市金沢区泥亀1-28 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1886 国立研究開発法人海洋研究開発機構横浜研究所 横浜市金沢区昭和町3173-25 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1887 ニューウェルシティ金沢八景 横浜市金沢区六浦東1-23-1 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1888 グランドアクア(横綜ビル) 横浜市金沢区泥亀2-4-5 平成31年2月7日 令和2年2月6日

18-A-1889 金沢八景西パーク・ホームズ弐番館 横浜市金沢区六浦3-19-2 平成31年2月7日 令和2年2月6日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-1890 ニューライフ金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷南1-3-11 平成31年2月7日 令和2年2月6日

18-A-1891 金沢八景西パーク・ホームズ参番館 横浜市金沢区六浦3-15-20 平成31年2月7日 令和2年2月6日

18-A-1892 金沢文庫シーサイド三和プラザ 横浜市金沢区寺前2-8-16 平成31年2月9日 令和2年2月8日

18-A-1893 ハイツ能見台A棟 横浜市金沢区能見台1-35-2 平成31年2月15日 令和2年2月14日

18-A-1894 ハイツ能見台B棟 横浜市金沢区能見台1-35-2 平成31年2月15日 令和2年2月14日

18-A-1895 サニーライフ金沢八景 横浜市金沢区大川7-32 平成31年2月19日 令和2年2月18日

18-A-1896 医療法人社団景翠会金沢病院 横浜市金沢区泥亀2-8-3 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1897 KMビル 横浜市金沢区泥亀1-16-3 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1898 介護老人保健施設ふるさと 横浜市金沢区柴町391-10 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1899 (株)エーコープ関東金沢店 横浜市金沢区泥亀2-5-1-100 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1900 横浜ベイサイドマリーナイーストハウス 横浜市金沢区白帆6 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1901 横浜ベイサイドマリーナサービスヤード 横浜市金沢区白帆3 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1902 アピタテラス横浜綱島店 横浜市港北区綱島東4-3-17 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1903 ティアラガーデンズ横浜 横浜市港北区北新横浜2-2-1 平成31年2月8日 令和2年2月7日

18-A-1904 スカイパレス川原 横浜市港北区綱島西3-28-33 平成31年2月13日 令和2年2月12日

18-A-1905 グリーンリーブス大倉山 横浜市港北区大倉山3-59-1 平成31年2月13日 令和2年2月12日

18-A-1906 ハートコート新横浜 横浜市港北区大豆戸町507-4 平成31年2月13日 令和2年2月12日

18-A-1907 ひかるコート横浜 横浜市港北区新横浜1-4-4 平成31年2月14日 令和2年2月13日

18-A-1908 第一K・Sビル 横浜市港北区新横浜2-13-6 平成31年2月14日 令和2年2月13日

18-A-1909 介護老人保健施設ファイン新横浜 横浜市港北区新羽町1041-3 平成31年2月14日 令和2年2月13日

18-A-1910 特別養護老人ホームひばり 横浜市港北区新吉田町6088-27 平成31年2月15日 令和2年2月14日

18-A-1911 アドリーム大倉山 横浜市港北区師岡町298-1 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1912 東京電力パワーグリッド(株)川崎支社中山事務所 横浜市緑区中山町309-6 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1913 ライフコミューン松風台 横浜市青葉区松風台13-13 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1914 ルララこうほく 横浜市都筑区中川中央2-2-1 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1915 コルティーレ仲町台 横浜市都筑区仲町台1-27-7 平成31年2月6日 令和2年2月5日

18-A-1916 ウエルネスセンタープラザ南ビル 横浜市都筑区茅ヶ崎中央11-3 平成31年2月7日 令和2年2月6日

18-A-1917 いであ(株)国土環境研究所 横浜市都筑区早渕2-2-2 平成31年2月13日 令和2年2月12日

18-A-1918 グランノア港北の丘 横浜市都筑区大丸16 平成31年2月13日 令和2年2月12日

18-A-1919 コンドレア横浜Ⅱ 横浜市都筑区仲町台4-19-18 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1920 社会福祉法人横浜やまびこの里 横浜市都筑区東山田町270 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1921 弘中ビル 横浜市戸塚区上倉田町498-8 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1922 ニューシティ東戸塚タワーズシティ「Beタワー」 横浜市戸塚区品濃町536-4-B 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1923 くらら戸塚 横浜市戸塚区上倉田町865-1 平成31年2月21日 令和2年2月20日

18-A-1924 ラフィネ・シャンヴル 横浜市栄区桂町681-10 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1925 ロイヤルステージ弥生台 横浜市泉区弥生台10-6 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1926 弥生台石川ビル 横浜市泉区弥生台25 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1927 ロイヤルステージ山手台 横浜市泉区西が岡1-3-1 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1928 ロイヤルハイツ弥生台 横浜市泉区弥生台10-10 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1929 弥生台壱番館 横浜市泉区弥生台14-11 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1930 ロイヤルステージヒルズ緑園都市 横浜市泉区岡津町2068-3 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1931 セコムFSセンタ－ 横浜市瀬谷区目黒町7-1 平成31年2月4日 令和2年2月3日

18-A-1932 介護老人福祉施設ひだまり館 横浜市瀬谷区二ツ橋町283-1 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1933 生麦病院 横浜市鶴見区生麦1-14-21 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1934 セザール第五鶴見 横浜市鶴見区市場下町2-9 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1935 横浜市立汐入小学校 横浜市鶴見区汐入町2-36-1 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1936 横浜市立入船小学校 横浜市鶴見区浜町1-181 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1937 横浜市立下末吉小学校 横浜市鶴見区下末吉2-25-6 平成31年2月28日 令和2年2月27日

18-A-1938 プラザ大口 横浜市神奈川区神之木町1-6 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1939 鳥越マンション 横浜市神奈川区鳥越1-1 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1940 ハイム三ツ沢 横浜市神奈川区三ッ沢上町2-21 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1941 クレセント三ツ沢 横浜市神奈川区三ツ沢西町8-8 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1942 山九(株)西戸部社宅C棟 横浜市西区西戸部町2-212 平成31年2月19日 令和2年2月18日

18-A-1943 東横藤棚マキレジデンス 横浜市西区境之谷67 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1944 京浜国際貨物輸送事業協同組合 横浜市中区本牧ふ頭1-1 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1945 加賀町警察署独身寮 横浜市中区山下町203 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1946 箕田関内ビル 横浜市中区南仲通4-39-2 平成31年2月4日 令和2年2月3日

18-A-1947 (株)光電社本社ビル 横浜市中区富士見町3-7 平成31年2月5日 令和2年2月4日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-1948 こぐまやビル 横浜市中区大和町1-1 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1949 (株)三菱UFJ銀行横浜支店 横浜市中区本町3-27-1 平成31年2月5日 令和2年2月4日

18-A-1950 横浜植物防疫所調査研究部新山下第1庁舎(検査実験棟) 横浜市中区新山下1-16-10 平成31年2月13日 令和2年2月12日

18-A-1951 国際馬車道ビル 横浜市中区南仲通4-55-1 平成31年2月14日 令和2年2月13日

18-A-1952 トップホテル横浜 横浜市中区寿町1-3-11 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1953 ＴＤレジデンス 横浜市中区本牧三之谷21-1 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1954 マイキャッスル南太田 横浜市南区南太田1-52-1 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1955 鈴木荘 横浜市南区大岡5-20-37 平成31年2月8日 令和2年2月7日

18-A-1956 ヴェルドミール井土ヶ谷 横浜市南区井土ヶ谷下町218-2 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1957 洋光台シティヒルズ 横浜市港南区笹下4-10-20 平成31年2月19日 令和2年2月18日

18-A-1958 増山ビル 横浜市港南区港南3-35-23 平成31年2月20日 令和2年2月19日

18-A-1959 横浜市立富士見台小学校 横浜市保土ヶ谷区岩井町307 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1960 横浜市立保土ヶ谷小学校 横浜市保土ヶ谷区神戸町129-4 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1961 横浜市立旧くぬぎ台小学校 横浜市保土ヶ谷区川島町1374-1 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1962 岳南建興(株)市沢営業所 横浜市旭区市沢町559 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1963 パーク・ハイム南山手弐番館 横浜市磯子区下町13-2 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1964 ライオンズマンション根岸第5 横浜市磯子区西町10-23 平成31年2月8日 令和2年2月7日

18-A-1965 横浜市立洋光台第三小学校 横浜市磯子区洋光台2-4 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1966 横浜市立朝比奈小学校 横浜市金沢区東朝比奈2-53-1 平成31年2月21日 令和2年2月20日

18-A-1967 横浜市立大道小学校 横浜市金沢区大道2-3-1 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1968 イーグル 横浜市港北区新羽町1671 平成31年2月1日 令和2年1月31日

18-A-1969 横浜市立高田東小学校 横浜市港北区高田東2-33-1 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1970 菊名アメニティ 横浜市港北区菊名7-5-10 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1971 メディカルコア十日市場 横浜市緑区十日市場町813－9 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1972 横浜市立みたけ台中学校 横浜市青葉区みたけ台30 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1973 セントラルフィットネスクラブ市ヶ尾 横浜市青葉区市ヶ尾町1162-7 平成31年2月22日 令和2年2月21日

18-A-1974 ロイヤルビレジ 横浜市青葉区元石川町3712-3 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1975 リバーレセンター南 横浜市都筑区茅ヶ崎中央11-3 平成31年2月7日 令和2年2月6日

18-A-1976 株式会社野村総合研究所　横浜第二データセンター 横浜市都筑区茅ケ崎中央37-16 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1977 横浜市立川和東小学校 横浜市都筑区富士見が丘21-2 平成31年2月21日 令和2年2月20日

18-A-1978 横浜市立東山田小学校 横浜市都筑区東山田1-4-1 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1979 横浜市立茅ケ崎東小学校 横浜市都筑区茅ケ崎東2-11-1 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1980 オセアン戸塚皇谷台ヒルトップ21 横浜市戸塚区戸塚町486-18 平成31年2月9日 令和2年2月8日

18-A-1981 オセアン戸塚 横浜市戸塚区上倉田町283-4 平成31年2月9日 令和2年2月8日

18-A-1982 横浜市立上郷中学校 横浜市栄区犬山町6-2 平成31年2月27日 令和2年2月26日

18-A-1983 横浜市立二つ橋高等特別支援学校 横浜市瀬谷区二ツ橋町470 平成31年2月26日 令和2年2月25日

18-A-1984 杉田三和プラザシティ 横浜市磯子区杉田3-11-6 平成31年2月7日 令和2年2月6日

18-A-1985 フローレンスパレス金沢八景 横浜市金沢区洲崎町6-4 平成31年2月7日 令和2年2月6日

18-A-1986 パルホワイト綱島 横浜市港北区綱島東4-2-5 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1987 リヴェール・青葉台 横浜市青葉区榎が丘1-2 平成31年2月18日 令和2年2月17日

18-A-1988 合同会社　西友市ヶ尾店 横浜市青葉区市ヶ尾町1055-5 平成31年2月14日 令和2年2月13日

18-A-1989 グランドメゾン大倉山 横浜市港北区大倉山1-16-13 平成31年2月12日 令和2年2月11日

18-A-1990 コンフォートパレス綱島 横浜市港北区高田西1-12-13 平成31年2月25日 令和2年2月24日

18-A-1992 横浜市立鶴見小学校 横浜市鶴見区鶴見中央3-19-1 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-1993 横浜市立生麦中学校 横浜市鶴見区岸谷2-1-1 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-1994 横浜市立上末吉小学校 横浜市鶴見区上末吉5-24-1 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-1995 横浜市立獅子ヶ谷小学校 横浜市鶴見区獅子ケ谷1-19-1 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-1996 横浜市立豊岡小学校 横浜市鶴見区豊岡町27-1 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-1997 クレッセント鶴見中央シーズニア 横浜市鶴見区鶴見中央3-10-26 平成31年1月11日 令和2年1月10日

18-A-1998 ジェイパーク横浜矢向 横浜市鶴見区矢向1-5-35 平成31年1月16日 令和2年1月15日

18-A-1999 横浜市立馬場小学校 横浜市鶴見区馬場7-20-1 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2000 藤和シティコープ三ツ池 横浜市鶴見区下末吉3-12-15 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2001 介護老人福祉施設わかたけ鶴見 横浜市鶴見区矢向1-4-20 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2002 藤和妙蓮寺コープ 横浜市神奈川区松見町4-1111-50 平成31年1月22日 令和2年1月21日

18-A-2003 横浜市立浦島丘中学校 横浜市神奈川区白幡東町27-1 平成31年1月24日 令和2年1月23日

18-A-2004 MMCビル 横浜市神奈川区金港町6-9 平成31年1月30日 令和2年1月29日

18-A-2005 ＮＭＦ横浜西口ビル 横浜市西区北幸1-11-11 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2006 小池ビル 横浜市西区北幸1-5-5 平成31年1月18日 令和2年1月17日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-2007 アバン・パルク横浜 横浜市西区中央1-20-10 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2008 プレミア横浜西口ビル 横浜市西区北幸2-5-15 平成31年1月30日 令和2年1月29日

18-A-2009 横浜東芝ビル 横浜市中区不老町1-1-5 平成31年1月4日 令和2年1月3日

18-A-2010 関内駅前第一ビル 横浜市中区真砂町2-12 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2011 横浜ビル 横浜市中区海岸通3-9 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2012 ビッグヴァン尾上町ビル 横浜市中区尾上町6-83 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2013 関内駅前第二ビル 横浜市中区港町2-9 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2014 横浜市研修センター中消防署山下町消防出張所 横浜市中区山下町72-1 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2015 綜通横浜ビル 横浜市中区本町1-3 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2016 A-PLACE馬車道 横浜市中区本町4-43 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2017 損保ジャパン日本興亜横浜馬車道ビル 横浜市中区弁天通5-70 平成31年1月9日 令和2年1月8日

18-A-2018 ロイヤルフラット野毛山壱番館 横浜市中区宮川町3-85 平成31年1月9日 令和2年1月8日

18-A-2019 横浜市立港中学校 横浜市中区山下町241 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2020 小此木ビル第2 横浜市中区末吉町1-3-2 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2021 大和地所ビル 横浜市中区山下町74-1 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2022 神奈川県総合医療会館 横浜市中区富士見町3-1 平成31年1月16日 令和2年1月15日

18-A-2023 神奈川県立横浜立野高等学校 横浜市中区本牧間門40-1 平成31年1月16日 令和2年1月15日

18-A-2024 産業貿易センタービル 横浜市中区山下町2 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2025 朝日シティパリオ桜木町 横浜市中区花咲町3-95-3 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2026 横浜市立みなと総合高等学校 横浜市中区山下町231 平成31年1月22日 令和2年1月21日

18-A-2027 田辺商事(株)本社ビル 横浜市中区山下町71-2 平成31年1月22日 令和2年1月21日

18-A-2028 かえで館 横浜市中区寿町3-10-5 平成31年1月22日 令和2年1月21日

18-A-2029 カトレヤプラザ伊勢佐木 横浜市中区伊勢佐木町1-5-4 平成31年1月22日 令和2年1月21日

18-A-2030 (株)スミノ本店 横浜市中区元町5-205 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2031 パークシティ本牧 横浜市中区本牧原5-4 平成31年1月24日 令和2年1月23日

18-A-2032 ブランズ横濱馬車道レジデンシャル 横浜市中区住吉町6-78 平成31年1月24日 令和2年1月23日

18-A-2033 ファンケルビル 横浜市中区山下町89-1 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2034 根岸台ハイホーム 横浜市中区根岸旭台62 平成31年1月29日 令和2年1月28日

18-A-2035 ホテルステイ横浜 横浜市中区福富町西通46-2 平成31年1月29日 令和2年1月28日

18-A-2036 横浜市立南が丘中学校 横浜市南区別所3-6-1 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2037 横浜市立横浜商業高等学校 横浜市南区南太田2-30-1 平成31年1月31日 令和2年1月30日

18-A-2038 コンドミニアム港南台 横浜市港南区日野9-7-25 平成31年1月22日 令和2年1月21日

18-A-2039 ハイツ保土ケ谷 横浜市保土ヶ谷区瀬戸ケ谷町138-19 平成31年1月16日 令和2年1月15日

18-A-2040 ヴィルヌーブ横浜西谷 横浜市保土ヶ谷区上菅田町80 平成31年1月16日 令和2年1月15日

18-A-2041 介護付有料老人ホーム　サニーステージ星川 横浜市保土ヶ谷区桜が丘2-33 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2042 ワコーレ三ツ沢公園Ⅱ 横浜市保土ヶ谷区岡沢町90-2 平成31年1月31日 令和2年1月30日

18-A-2043 ホテル艶 横浜市旭区上川井町2453-1 平成31年1月8日 令和2年1月7日

18-A-2044 江戸徳ビル新館 横浜市磯子区磯子3-3-21 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2045 サンクタス横浜南の丘 横浜市磯子区杉田6-3-1 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2046 横浜森町分譲共同ビル 横浜市磯子区森3-3-17 平成31年1月11日 令和2年1月10日

18-A-2047 エルズ洋光台プレミアム 横浜市磯子区田中1-21-30 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2048 横浜市立山王台小学校 横浜市磯子区磯子5-2-1 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2049 横浜市立根岸中学校 横浜市磯子区西町17-13 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2050 (株)東急ストア根岸店 横浜市磯子区東町17-29 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2051 ビアレ横浜ビル 横浜市金沢区並木2-13-1 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2052 横浜金沢ハイテクセンター一般棟(低層部) 横浜市金沢区福浦1-1-1 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2053 横浜金沢ハイテクセンター一般棟(高層部) 横浜市金沢区福浦1-1-1 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2054 横浜金沢ハイテクセンター公共棟(財団) 横浜市金沢区福浦1-1-1 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2055 横浜金沢ハイテクセンター公共棟(工業技術支援センター) 横浜市金沢区福浦1-1-1 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2056 ライオンズマンション金沢文庫第3 横浜市金沢区柴町267 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2057 ラディエンス金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷西1-14-20 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2058 神奈川県立循環器呼吸器病センター 横浜市金沢区富岡東6-16-1 平成31年1月18日 令和2年1月17日

18-A-2059 六浦荘団地 横浜市金沢区六浦5-41 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2060 文明堂食品工業(株) 横浜市金沢区福浦1-2-3 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2061 神奈川県立釜利谷高等学校 横浜市金沢区釜利谷東4-58-1 平成31年1月24日 令和2年1月23日

18-A-2062 ダンロップスポーツクラブ金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷東2-3-1 平成31年1月24日 令和2年1月23日

18-A-2063 日産自動車(株)カスタマーサービスセンター西館,中央館 横浜市金沢区福浦3-7 平成31年1月25日 令和2年1月24日

18-A-2064 Apple YTC 横浜市港北区綱島東4-3-1 平成31年1月7日 令和2年1月6日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-2065 住生新横浜第2ビル 横浜市港北区新横浜3-18-14 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2066 リバティー新横浜ビル 横浜市港北区新横浜3-17-15 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2067 友泉新横浜ビル 横浜市港北区新横浜3-17-2 平成31年1月30日 令和2年1月29日

18-A-2068 ニューシティハイツ中山 横浜市緑区中山町307-9 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2069 グレンハイツあざみ野 横浜市青葉区荏田町323-2 平成31年1月15日 令和2年1月14日

18-A-2070 ファミール江田 横浜市青葉区あざみ野南2-1-2 平成31年1月15日 令和2年1月14日

18-A-2071 ミレニアムコート青葉台 横浜市青葉区青葉台2-36-1 平成31年1月16日 令和2年1月15日

18-A-2072 一幸電子工業(株)一水園寮 横浜市青葉区つつじが丘1-8 平成31年1月29日 令和2年1月28日

18-A-2073 T’s garden都筑ふれあいの丘Ⅱ 横浜市都筑区荏田南2-18 平成31年1月15日 令和2年1月14日

18-A-2074 センターステージ 横浜市都筑区茅ケ崎中央47-7 平成31年1月25日 令和2年1月24日

18-A-2075 住友電工(株)横浜製作所　南第4ビル　SEI棟 横浜市栄区田谷町1 平成31年1月19日 令和2年1月18日

18-A-2076 藤和ハイタウン本郷台 横浜市栄区小菅ケ谷4-22-5 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2077 日立暁光寮 横浜市泉区中田北1-14-1 平成31年1月8日 令和2年1月7日

18-A-2078 ライフサイエンス研究センター 横浜市鶴見区末広町1-1-43 平成31年1月9日 令和2年1月8日

18-A-2079 横浜市立下野谷小学校 横浜市鶴見区下野谷町2-49 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2080 エミネンスNS鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央1-15-2 平成31年1月12日 令和2年1月11日

18-A-2081 (学)鶴見大学歯学部教職員宿舎ゲストハウス 横浜市鶴見区東寺尾5-20-2 平成31年1月15日 令和2年1月14日

18-A-2082 レンゴー(株)鶴見社宅 横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-63-1 平成31年1月17日 令和2年1月16日

18-A-2083 TKビル 横浜市神奈川区金港町7-15 平成31年1月9日 令和2年1月8日

18-A-2084 ネオマイム横浜台町 横浜市神奈川区台町2-5 平成31年1月9日 令和2年1月8日

18-A-2085 アークプラザ白楽 横浜市神奈川区六角橋1-9-19 平成31年1月9日 令和2年1月8日

18-A-2086 横浜市立菅田小学校 横浜市神奈川区菅田町674 平成31年1月11日 令和2年1月10日

18-A-2087 横浜市立羽沢小学校 横浜市神奈川区羽沢町935 平成31年1月11日 令和2年1月10日

18-A-2088 横浜市立西寺尾小学校 横浜市神奈川区西寺尾2-5-1 平成31年1月11日 令和2年1月10日

18-A-2089 横浜市立斎藤分小学校 横浜市神奈川区斎藤分町34-1 平成31年1月11日 令和2年1月10日

18-A-2090 横浜市立菅田中学校 横浜市神奈川区菅田町2017 平成31年1月11日 令和2年1月10日

18-A-2091 Y・S西口ビル 横浜市神奈川区鶴屋町2-25-1 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2092 横浜市立大口台小学校 横浜市神奈川区大口仲町460 平成31年1月24日 令和2年1月23日

18-A-2093 パーフェクトリバティー教団横浜教会 横浜市西区北幸2-1-1 平成31年1月18日 令和2年1月17日

18-A-2094 アリックス西横浜 横浜市西区浜松町1-4 平成31年1月18日 令和2年1月17日

18-A-2095 リブゼ横浜ポートウインド 横浜市西区戸部本町33-5 平成31年1月24日 令和2年1月23日

18-A-2096 ビバルディ・ヒル 横浜市西区戸部町1-2 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2097 ロイヤルフラット野毛山弐番館 横浜市中区宮川町3-85-7 平成31年1月9日 令和2年1月8日

18-A-2098 神奈川県立神奈川近代文学館 横浜市中区山手町110 平成31年1月11日 令和2年1月10日

18-A-2099 サンリバー元町 横浜市中区山下町112-1 平成31年1月24日 令和2年1月23日

18-A-2100 アークステージ関内 横浜市中区常盤町3-27-2 平成31年1月29日 令和2年1月28日

18-A-2101 一般財団法人関東電気保安協会横浜事業所 横浜市南区高砂町1-17 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2102 横浜市立横浜商業高等学校別棟 横浜市南区南太田2-30-1 平成31年1月31日 令和2年1月30日

18-A-2103 横浜市立日野中央高等特別支援学校 横浜市港南区日野中央2-25-3 平成31年1月30日 令和2年1月29日

18-A-2104 横浜市向陽学園 横浜市保土ヶ谷区新井町580 平成31年1月15日 令和2年1月14日

18-A-2105 シティーメゾン 横浜市保土ヶ谷区宮田町1-4-17 平成31年1月16日 令和2年1月15日

18-A-2106 リベールエム左近山 横浜市旭区南本宿町3-2 平成31年1月7日 令和2年1月6日

18-A-2107 横浜市立今宿南小学校 横浜市旭区今宿南町1879-2 平成31年1月15日 令和2年1月14日

18-A-2108 プリヴェ南まきが原 横浜市旭区善部町109-10 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2109 ジョルジュ磯子 横浜市磯子区磯子3-13-28 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2110 横浜市南部地域療育センター 横浜市磯子区杉田5-32-20 平成31年1月11日 令和2年1月10日

18-A-2111 日産自動車(株)カスタマーサービスセンター東館 横浜市金沢区福浦3-7 平成31年1月25日 令和2年1月24日

18-A-2112 日産自動車(株)カスタマーサービスセンター 東館 横浜市金沢区福浦3-7 平成31年1月25日 令和2年1月24日

18-A-2113 アークエルム大倉山 横浜市港北区大豆戸町973 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2114 アークエルム大倉山Ⅱ 横浜市港北区師岡町964-1 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2115 ウィステリア大倉山 横浜市港北区大豆戸町924 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2116 第10吉田ビルＡ 横浜市港北区綱島東1-2-17 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2117 第10吉田ビルＢ 横浜市港北区綱島東1-2-6 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2118 ジョイフル菊名 横浜市港北区菊名6-30-4 平成31年1月25日 令和2年1月24日

18-A-2119 横浜市立新羽中学校 横浜市港北区新羽町1434-4 平成31年1月25日 令和2年1月24日

18-A-2120 フロンティア新横浜 横浜市港北区篠原町3014-1 平成31年1月26日 令和2年1月25日

18-A-2121 エンゼルハイム鴨居第2 横浜市緑区白山1-12-33 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2122 藤和中山コープ 横浜市緑区上山2-23-3 平成31年1月21日 令和2年1月20日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-2123 横浜市立山下みどり台小学校 横浜市緑区北八朔町2031-3 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2124 ローレルあざみ野 横浜市青葉区あざみ野南2-1-4 平成31年1月15日 令和2年1月14日

18-A-2125 TSビル 横浜市青葉区すすき野1-9-1 平成31年1月16日 令和2年1月15日

18-A-2126 ファミーユあざみ野 横浜市青葉区黒須田32-12 平成31年1月16日 令和2年1月15日

18-A-2127 横浜市立桂小学校 横浜市青葉区桂台1-4 平成31年1月18日 令和2年1月17日

18-A-2128 横浜市立奈良の丘小学校 横浜市青葉区奈良2-29-1 平成31年1月18日 令和2年1月17日

18-A-2129 横浜市立黒須田小学校 横浜市青葉区黒須田34-1 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2130 横浜市立鴨志田中学校 横浜市青葉区鴨志田町536 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2131 一幸電子工業(株)本社ビル 横浜市青葉区荏田町1231-1 平成31年1月29日 令和2年1月28日

18-A-2132 不動ヶ丘ハイツ 横浜市戸塚区戸塚町2790-5 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2133 東京電力パワーグリッド(株)藤沢支社戸塚事務所本館 横浜市戸塚区戸塚町463-1 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2134 東京電力パワーグリッド(株)藤沢支社戸塚事務所別館 横浜市戸塚区戸塚町461 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2135 横浜市立泉が丘中学校 横浜市泉区和泉が丘3-29-1 平成31年1月8日 令和2年1月7日

18-A-2136 横浜市立飯田北いちょう小学校 横浜市泉区上飯田町3795 平成31年1月8日 令和2年1月7日

18-A-2137 メトロ横浜いずみ店 横浜市泉区和泉町7405-11 平成31年1月30日 令和2年1月29日

18-A-2138 アイステージ鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央4-31-2 平成31年1月10日 令和2年1月9日

18-A-2139 大黒パーキングエリア 横浜市鶴見区大黒ふ頭15 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2140 フォンターナ大黒 横浜市鶴見区大黒ふ頭15 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2141 大黒休憩所 横浜市鶴見区大黒ふ頭14-1 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2142 横浜神谷ビル 横浜市西区高島2-19-2 平成31年1月30日 令和2年1月29日

18-A-2143 フローレンスパレス鴨居セカンドステージ 横浜市緑区鴨居4-54-12 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2144 フローレンスパレス鴨居サードステージ 横浜市緑区鴨居4-55-1 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2145 美しが丘社宅 横浜市青葉区美しが丘2-8 平成31年1月29日 令和2年1月28日

18-A-2146 医療福祉教育総合センター 横浜市戸塚区川上町84-1 平成31年1月18日 令和2年1月17日

18-A-2147 レックス本郷台グレシアスコート 横浜市栄区公田町467-5 平成31年1月18日 令和2年1月17日

18-A-2148 グレイスコート金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷南1-1-11 平成31年1月22日 令和2年1月21日

18-A-2149 ユーコート大倉山 横浜市港北区師岡町464 平成31年1月28日 令和2年1月27日

18-A-2150 新横浜望星ビル 横浜市港北区新横浜3-20-12 平成31年1月23日 令和2年1月22日

18-A-2151 イーストヴィレッジ 横浜市港北区綱島東1-16-24 平成31年1月29日 令和2年1月28日

18-A-2152 ベルグランデ高山 横浜市都筑区高山5-14 平成31年1月21日 令和2年1月20日

18-A-2153 横浜市立生麦小学校 横浜市鶴見区生麦4-15-1 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2154 横浜市立東台小学校 横浜市鶴見区東寺尾東台12-1 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2155 横浜市立旭小学校 横浜市鶴見区北寺尾4-25 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2156 横浜市立寺尾小学校 横浜市鶴見区東寺尾5-19-1 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2157 横浜市立寺尾中学校 横浜市鶴見区北寺尾3-13-1 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2158 クレストフォルム横浜鶴見 横浜市鶴見区生麦4-6-15 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2159 横浜市立東高等学校 横浜市鶴見区馬場3-5-1 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2160 鶴見ハイツ団地 横浜市鶴見区鶴見2-3 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2161 クレストフォルム横浜リヴァシス 横浜市鶴見区上末吉2-7-1 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2162 鶴見イーストリバー 横浜市鶴見区鶴見中央4-43-10 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2163 横浜市中央卸売市場食肉市場本館棟 横浜市鶴見区大黒町3-53 平成31年3月22日 令和2年3月21日

18-A-2164 横浜市中央卸売場市場食肉市場仲卸棟 横浜市鶴見区大黒町3-53 平成31年3月22日 令和2年3月21日

18-A-2165 全日空東寺尾社宅 横浜市鶴見区東寺尾東台19-17 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2166 アパホテル横浜鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央4-20-6 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2167 横浜市立六角橋中学校 横浜市神奈川区六角橋5-33-1 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2168 横浜銀行アイスアリーナ 横浜市神奈川区広台太田町1-1 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2169 ホテルZEROⅡ横浜 横浜市神奈川区菅田町2745-3 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2170 合人社高島橋ビル 横浜市西区平沼1-1-3 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2171 横浜NTビル 横浜市西区平沼1-2-24 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2172 宗教法人真如苑横浜支部 横浜市西区岡野1-17-14 平成31年3月22日 令和2年3月21日

18-A-2173 横浜アンパンマンこどもミュージアム モール棟 横浜市西区みなとみらい4-3-1 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2174 横浜髙島屋 横浜市西区南幸1-6-31 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2175 オーケーみなとみらい本社ビル 横浜市西区みなとみらい6-3-6 平成31年3月30日 令和2年3月29日

18-A-2176 横浜第一有楽ビル 横浜市中区尾上町3-35 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2177 松栄関内ビル 横浜市中区住吉町2-22 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2178 横浜弁天通第一生命ビルディング 横浜市中区弁天通4-59 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2179 明治屋尾上町ビル 横浜市中区尾上町5-76 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2180 コシノパークサイドビル 横浜市中区蓬莱町1-1-7 平成31年3月4日 令和2年3月3日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-2181 ルリエ横浜長者町 横浜市中区長者町4-11-1 平成31年3月4日 令和2年3月3日

18-A-2182 横浜マリンハイツ1号館 横浜市中区錦町16-1 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2183 横浜マリンハイツ2号館 横浜市中区錦町17 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2184 横浜関内ビル 横浜市中区港町2-6 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2185 ホテルサンマリーン 横浜市中区山下町61-3-11 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2186 エスト・グランディール横濱関内 横浜市中区扇町2-3-1 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2187 神奈川県歯科保健総合センター 横浜市中区住吉町6-68 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2188 日興パレス伊勢佐木町北パートⅢ 横浜市中区英町10-1 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2189 日興パレス伊勢佐木町北パートⅡ 横浜市中区初音町2-29-1 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2190 横浜アイランドタワー 横浜市中区本町6-50-1 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2191 横浜マンダリンホテル 横浜市中区野毛町4-170 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2192 よこはまコスモワールド 横浜市中区新港町2-8-1 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2193 横浜市健康福祉総合センター 横浜市中区桜木町1-1 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2194 YS関内ビル 横浜市中区長者町4-9-1 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2195 サンライズ福清ビル 横浜市中区初音町1-21-1 平成31年3月14日 令和2年3月13日

18-A-2196 トーカンマンション山手 横浜市中区柏葉95-1 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2197 三井生命横浜桜木町ビル 横浜市中区太田町6-84-2 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2198 トヨタオートオークション横浜会場 横浜市中区南本牧6-3 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2199 山下町ハイツ 横浜市中区山下町221 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2200 三共横浜ビル 横浜市中区長者町5-85 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2201 スターホテル横浜 横浜市中区山下町11 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2202 帝蚕関内ビル 横浜市中区山下町209 平成31年3月22日 令和2年3月21日

18-A-2203 横浜港大さん橋国際客船ターミナル 横浜市中区海岸通1-1-4 平成31年3月22日 令和2年3月21日

18-A-2204 県民共済プラザビル 横浜市中区桜木町1-1-8-2 平成31年3月22日 令和2年3月21日

18-A-2205 東海ビル 横浜市中区北仲通2-17 平成31年3月25日 令和2年3月24日

18-A-2206 マストライフ馬車道 横浜市中区元浜町2-13-1 平成31年3月25日 令和2年3月24日

18-A-2207 らいふアシスト馬車道 横浜市中区元浜町2-13-1 平成31年3月25日 令和2年3月24日

18-A-2208 ストーク伊勢佐木1番館 横浜市中区長者町4-9-8 平成31年3月26日 令和2年3月25日

18-A-2209 ベイシティメゾン石川町 横浜市中区石川町4-158-1671 平成31年3月26日 令和2年3月25日

18-A-2210 APMターミナル横浜CFS棟,管理棟 横浜市中区南本牧1 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2211 ベストンハイム元町 横浜市中区松影町4-13-2 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2212 横浜赤レンガ倉庫2号館 横浜市中区新港1-1-2 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2213 杉山ビル 横浜市中区蓬莱町2-3-1 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2214 根岸競馬記念公苑 横浜市中区根岸台1-3 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2215 横浜市立南吉田小学校 横浜市南区高根町2-14 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2216 横浜市立日枝小学校 横浜市南区山王町5-31 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2217 横浜市立石川小学校 横浜市南区中村町1-66 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2218 横浜市立蒔田中学校 横浜市南区花之木町2-45 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2219 横浜市立共進中学校 横浜市南区東蒔田町1-5 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2220 横浜市立平楽中学校 横浜市南区平楽1 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2221 横浜市立六ツ川中学校 横浜市南区六ツ川3-81 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2222 横浜市立永田台小学校 横浜市南区永田みなみ台6-1 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2223 横浜市立永田小学校 横浜市南区永田北2-6-12 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2224 横浜市立太田小学校 横浜市南区三春台42 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2225 横浜市立永田中学校 横浜市南区永田みなみ台7-1 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2226 阪東橋パークテラス 横浜市南区白妙町5-65 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2227 横浜市立大岡小学校 横浜市南区大橋町3-49 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2228 横浜市立藤の木小学校 横浜市南区大岡4-10-1 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2229 横浜市立藤の木中学校 横浜市南区大岡4-44-1 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2230 第三日経ビル 横浜市南区宿町3-63-1 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2231 藤和阪東橋ハイタウン 横浜市南区白妙町4-42-3 平成31年3月26日 令和2年3月25日

18-A-2232 マークミュー清水ヶ丘公園 横浜市南区南太田2-15-1 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2233 グランドメゾン上永谷 横浜市港南区日限山2-1-22 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2234 横浜ヘリオスタワー 横浜市港南区上大岡西1-15-1 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2235 ハイラーク上大岡 横浜市港南区港南1-15-6 平成31年3月12日 令和2年3月11日

18-A-2236 そんぽの家 横浜港南台 横浜市港南区日野中央2-32-46 平成31年3月26日 令和2年3月25日

18-A-2237 京急シティ上永谷L-ウィング 横浜市港南区丸山台1-2-1 平成31年3月26日 令和2年3月25日

18-A-2238 養護老人ホーム野庭風の丘 横浜市港南区野庭町631 平成31年3月26日 令和2年3月25日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-2239 ラフィネ上大岡 横浜市港南区最戸2-15-21 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2240 モリヤマビル 横浜市保土ヶ谷区上星川3-1-1 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2241 日神パレステージ保土ケ谷 横浜市保土ヶ谷区狩場町169-4 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2242 ファミール保土ケ谷グランビュー 横浜市保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町138-5 平成31年3月22日 令和2年3月21日

18-A-2243 鶴ヶ峰アオキビル 横浜市旭区鶴ヶ峰本町1-38-3 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2244 リベレンス希望が丘 横浜市旭区中希望が丘138-2 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2245 (株)板橋　四季美台奉斎殿 横浜市旭区四季美台41 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2246 特別養護老人ホームグリーンライフ 横浜市旭区中白根3-31-11 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2247 第5山庄ビル 横浜市旭区中希望が丘99-3 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2248 横浜市立洋光台第一中学校 横浜市磯子区洋光台2-5-1 平成31年3月4日 令和2年3月3日

18-A-2249 磯子タウンハウス 横浜市磯子区磯子2-28-26 平成31年3月4日 令和2年3月3日

18-A-2250 磯子・プリンスハイツ 横浜市磯子区磯子3-12-12 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2251 横浜市立洋光台第四小学校 横浜市磯子区洋光台6-6-1 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2252 磯子南パーク・ホームズ 横浜市磯子区森3-9-4 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2253 フィエルテ南山手 横浜市磯子区下町13-3 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2254 横浜市立さわの里小学校 横浜市磯子区上中里町5-18 平成31年3月12日 令和2年3月11日

18-A-2255 横浜市立根岸小学校 横浜市磯子区西町2-46 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2256 横浜市立森中学校 横浜市磯子区森5-22-1 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2257 横浜市立横浜商業高等学校別科 横浜市磯子区丸山1-22 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2258 システムプラザ横浜 横浜市磯子区磯子1-2-10 平成31年3月14日 令和2年3月13日

18-A-2259 ダイアパレス根岸 横浜市磯子区東町18-8 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2260 洋光台三和プラザ 横浜市磯子区洋光台6-20-4 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2261 ヒルトップ横濱根岸セントラルコート 横浜市磯子区丸山1-27-2 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2262 ヒルトップ横濱根岸サウスコート 横浜市磯子区丸山1-27-1 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2263 ヒルトップ横濱根岸パークサイドコート 横浜市磯子区丸山1-27-3 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2264 東和根岸ビル 横浜市磯子区西町10-16 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2265 横浜市立岡村中学校 横浜市磯子区岡村1-14-1 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2266 ジョイフル磯子 横浜市磯子区磯子2-19-9 平成31年3月25日 令和2年3月24日

18-A-2267 京急シティ金沢文庫 横浜市金沢区能見台5-61-1 平成31年3月4日 令和2年3月3日

18-A-2268 グランパーク湘南八景 横浜市金沢区六浦南5-21-1 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2269 東京入国管理局横浜支局 横浜市金沢区鳥浜町10-7 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2270 シティ能見台いこいの街D棟 横浜市金沢区能見台4-4-21 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2271 シティ能見台いこいの街C棟 横浜市金沢区能見台4-4-21 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2272 シティ能見台いこいの街B棟 横浜市金沢区能見台4-4-21 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2273 ココス金沢文庫 横浜市金沢区谷津町35 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2274 横浜市金沢水再生センター 横浜市金沢区幸浦1-17 平成31年3月9日 令和2年3月8日

18-A-2275 公立大学法人横浜市立大学医学部医学科 横浜市金沢区福浦3-9 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2276 公立大学法人横浜市立大学医学部看護学科 横浜市金沢区福浦3-9 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2277 シティ能見台つどいの街参,四,五,六番館 横浜市金沢区能見台4-3-15 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2278 グレイスコート金沢八景 横浜市金沢区平潟町29-4 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2279 介護老人保健施設あさひな 横浜市金沢区朝比奈町107 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2280 公立大学法人横浜市立大学附属病院 横浜市金沢区福浦3-9 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2281 老人福祉センター横浜市晴嵐かなざわ 横浜市金沢区泥亀1-21-5 平成31年3月31日 令和2年3月30日

18-A-2282 特別養護老人ホーム港北みどり園 横浜市港北区新吉田町6051 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2283 神奈川県立武道館 横浜市港北区岸根町725 平成31年3月12日 令和2年3月11日

18-A-2284 サンハイム新横浜 横浜市港北区篠原町2594 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2285 モンレーヴ日吉 横浜市港北区日吉3-16-18 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2286 サンクレア綱島 横浜市港北区新吉田東8-25-30 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2287 藤和ライブタウン綱島の丘 横浜市港北区高田西4-29-7 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2288 楓第2ビル 横浜市港北区新横浜2-5-10 平成31年3月30日 令和2年3月29日

18-A-2289 友泉新横浜1丁目ビル 横浜市港北区新横浜1-7-9 平成31年3月31日 令和2年3月30日

18-A-2290 長津田検車区 横浜市緑区長津田町2406 平成31年3月2日 令和2年3月1日

18-A-2291 特別養護老人ホーム　みずほ 横浜市緑区長津田町2338－1 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2292 パティオたまプラーザ 横浜市青葉区美しが丘1-13-12 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2293 HOTEL VERONA 横浜市青葉区田奈町1-19 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2294 カーサパルマス 横浜市都筑区北山田1-1-52 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2295 フロンティア仲町台 横浜市都筑区仲町台1-2-20 平成31年3月12日 令和2年3月11日

18-A-2296 サザンクロス 横浜市都筑区茅ケ崎中央42-24 平成31年3月12日 令和2年3月11日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-2297 田園キャッスルセンター北 横浜市都筑区中川中央1-20-15 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2298 アニヴェルセルヒルズ横浜 横浜市都筑区茅ケ崎中央4-1 平成31年3月25日 令和2年3月24日

18-A-2299 横浜市営地下鉄3号線センター南駅店舗系統 横浜市都筑区茅ケ崎中央1-1 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2300 介護老人保健施設うららの里 横浜市戸塚区深谷町1412-11 平成31年3月4日 令和2年3月3日

18-A-2301 藤和東戸塚ハイタウン 横浜市戸塚区前田町56-1 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2302 シティホームズ東戸塚 横浜市戸塚区品濃町532-2 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2303 東戸塚ウエストビル 横浜市戸塚区川上町90-6 平成31年3月31日 令和2年3月30日

18-A-2304 ヴィラ大船 横浜市栄区笠間3-9-26 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2305 サニーライフ横浜泉 横浜市泉区中田北2-14-28 平成31年3月22日 令和2年3月21日

18-A-2306 特別養護老人ホームみなみの苑 横浜市瀬谷区阿久和南3-28-3 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2307 北寺尾マンション 横浜市鶴見区北寺尾7-14-29 平成31年3月16日 令和2年3月15日

18-A-2308 生麦第一マンション 横浜市鶴見区生麦3-5-7 平成31年3月22日 令和2年3月21日

18-A-2309 (株)ダスキン横浜中央工場 横浜市鶴見区弁天町3-8 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2310 ヨコハマフィズ 横浜市神奈川区平川町6-3 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2311 フシキビル 横浜市神奈川区栄町89-18 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2312 横乾第一ビル 横浜市神奈川区神奈川2-11-32 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2313 藤和神大寺コープ 横浜市神奈川区神大寺3-2-8 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2314 神奈川県朝鮮人商工協同組合 横浜市神奈川区鶴屋町3-34-3 平成31年3月22日 令和2年3月21日

18-A-2315 TSビル 横浜市神奈川区六角橋1-16-4 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2316 横浜市立軽井沢中学校 横浜市西区北軽井沢24 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2317 横浜O.Tビル 横浜市西区高島2-3-22 平成31年3月14日 令和2年3月13日

18-A-2318 横浜市立軽井沢中学校 軽井沢コミュニティハウス 横浜市西区北軽井沢24 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2319 ストークビル横浜 横浜市西区楠町11-2 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2320 横浜海事ビル 横浜市中区海岸通1-3 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2321 横浜パークサイド関内 横浜市中区尾上町3-43 平成31年3月4日 令和2年3月3日

18-A-2322 本間ビル 横浜市中区上野町1-43 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2323 第一新井ビル 横浜市中区若葉町1-7 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2324 柏野ビル 横浜市中区不老町1-5-5 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2325 ニューハイム山手 横浜市中区仲尾台1-1 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2326 関内三田ビル 横浜市中区羽衣町1-1-1 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2327 ポートハイム弘明寺第一 横浜市南区大岡1-13-3 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2328 マリーヌ伊勢佐木 横浜市南区永楽町1-14-1 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2329 東香ビル 横浜市南区万世町1-12 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2330 横浜市立六つ川台小学校 横浜市南区六ッ川3-65-9 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2331 第一藤秀ビル 横浜市南区宿町2-49 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2332 Daiwa上大岡ビル 横浜市港南区上大岡西1-14-6 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2333 (株)不二越丸山台社宅 横浜市港南区丸山台2-36-36 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2334 伊勢政ビル 横浜市保土ヶ谷区天王町2-45-8 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2335 今井町ストアー 横浜市保土ヶ谷区今井町59 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2336 天王町ハイツ 横浜市保土ヶ谷区天王町2-42-12 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2337 美好ビル 横浜市保土ヶ谷区上星川3-11-7 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2338 芹田マンション 横浜市保土ヶ谷区保土ケ谷町1-56 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2339 グレイス鶴ケ峰Ⅲ 横浜市旭区白根1-20-6 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2340 サンライズマンション 横浜市旭区白根2-44-4 平成31年3月26日 令和2年3月25日

18-A-2341 ニュー磯子マンション 横浜市磯子区磯子2-18-16 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2342 鹿島ドーミー磯子 横浜市磯子区汐見台1-4-3 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2343 横浜市立森東小学校 横浜市磯子区森1-4 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2344 ヒルトップ横濱根岸コミュニティコート 横浜市磯子区丸山1-27-4 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2345 (株)奥村組 磯子寮 横浜市磯子区磯子3-10-2 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2346 磯子奉斎殿 横浜市磯子区磯子3-14-50 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2347 聖星保育園 横浜市金沢区平潟町17-1 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2348 しののめ保育園 横浜市金沢区寺前1-8-28 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2349 金属会館 横浜市金沢区鳥浜町12-13 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2350 アサヒビル 横浜市金沢区能見台通3-1 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2351 横浜市新田地区センター 横浜市港北区新吉田町3236 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2352 ライフレビュー新横浜ウエスト 横浜市港北区鳥山町614 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2353 リハビリホーム ボンセジュール大倉山 横浜市港北区大倉山5-6-1 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2354 リバサイドビル 横浜市港北区新横浜3-20-3 平成31年3月14日 令和2年3月13日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

18-A-2355 Will日吉本町弐番館 横浜市港北区日吉本町1-6-22 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2356 STAFビル 横浜市港北区新横浜2-6-12 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2357 新横浜奉斎殿 横浜市港北区菊名7-10-8 平成31年3月19日 令和2年3月18日

18-A-2358 ホテルジェットストリーム 横浜市港北区新横浜1-27-9 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2359 学校法人大谷学園港北1号館 横浜高等教育専門学校 横浜市港北区篠原台町36-37 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2360 ファーストクラス長津田 横浜市緑区長津田町2743-13 平成31年3月6日 令和2年3月5日

18-A-2361 川上邸 横浜市青葉区青葉台2-35-27 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2362 サンライズ・ヴィラ藤が丘 横浜市青葉区千草台34-1 平成31年3月12日 令和2年3月11日

18-A-2363 グリーンヒルあざみ野 横浜市青葉区あざみ野1-10-2 平成31年3月13日 令和2年3月12日

18-A-2364 (株)大気社たまプラーザ寮 横浜市青葉区新石川2-13-1 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2365 第5みなもとビル 横浜市青葉区新石川2-32-7 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2366 アドリーム仲町台 横浜市都筑区桜並木9-3 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2367 神奈川県自動車会議所ビル 横浜市都筑区池辺町3575 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2368 ペイサージュⅠ 横浜市都筑区北山田5-1-47 平成31年3月27日 令和2年3月26日

18-A-2369 バイオレットヒルズ 横浜市都筑区すみれが丘43-19 平成31年3月30日 令和2年3月29日

18-A-2370 新屋マンション 横浜市戸塚区名瀬町2466 平成31年3月1日 令和2年2月29日

18-A-2371 ドルフ原宿 横浜市戸塚区原宿5-27-13 平成31年3月7日 令和2年3月6日

18-A-2372 横浜市立深谷中学校 横浜市戸塚区深谷町1071 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2373 アテナ横浜 横浜市瀬谷区南台1-8-6 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2374 神奈川県立三ツ境養護学校 横浜市瀬谷区二ツ橋町468 平成31年3月8日 令和2年3月7日

18-A-2375 エクシール伊勢佐木 横浜市中区曙町1-1-4 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2376 ハマシップモール 横浜市磯子区新杉田町8-8 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2377 フローレンスパレス小机 横浜市港北区鳥山町643 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2378 ベネックス S-3 横浜市港北区新横浜3-20-8 平成31年3月29日 令和2年3月28日

18-A-2379 ニチイホーム　藤が丘 横浜市青葉区千草台23-7 平成31年3月5日 令和2年3月4日

18-A-2380 ドレッセ荏田北フォーネ 横浜市青葉区荏田北3-4-4 平成31年3月14日 令和2年3月13日

18-A-2381 特別養護老人ホーム青葉あさくら苑 横浜市青葉区恩田町2994-1 平成31年3月18日 令和2年3月17日

18-A-2382 パナソニック　オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 横浜市都筑区池辺町4261-1 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2383 白百合ベビーホーム 横浜市泉区中田東1-41-3 平成31年3月11日 令和2年3月10日

18-A-2384 あしほ総合クリニック 横浜市鶴見区鶴見中央3-10-20 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2385 アリスガーデン城郷 横浜市港北区鳥山町617 平成31年3月28日 令和2年3月27日

18-A-2386 (株)日本政策投資銀行　市ヶ尾舎宅 横浜市青葉区荏田西1-13-1 平成31年3月15日 令和2年3月14日

18-A-2387 サンシャインヒルズ 横浜市青葉区市ヶ尾町1161-11 平成31年3月5日 令和2年3月4日

19-A-0001 学校法人　広島城北学園 広島市東区戸坂城山町1-3 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0003 アルファステージ横浜鶴見 横浜市鶴見区大東町9-1 平成31年4月18日 令和2年4月17日

19-A-0004 (株)ダイドウトランスプラネット大黒センター 横浜市鶴見区大黒ふ頭15 平成31年4月26日 令和2年4月25日

19-A-0005 藤和ライブタウン横浜神大寺Ａ棟 横浜市神奈川区神大寺1-25-19 平成31年4月10日 令和2年4月9日

19-A-0006 プチメゾンランセル 横浜市神奈川区羽沢南1-17-20 平成31年4月26日 令和2年4月25日

19-A-0007 PECビル 横浜市西区楠町5-1 平成31年4月13日 令和2年4月12日

19-A-0008 レヂデンス・リバーストーン住宅系統 横浜市西区中央1-33-6 平成31年4月15日 令和2年4月14日

19-A-0009 横浜大通り公園ビル 横浜市中区蓬莱町2-4-1 平成31年4月1日 令和2年3月31日

19-A-0010 横浜郵船ビル 横浜市中区海岸通3-9 平成31年4月1日 令和2年3月31日

19-A-0011 ワークピア横浜 横浜市中区山下町24-1 平成31年4月2日 令和2年4月1日

19-A-0012 ベスト伊勢佐木長者町 横浜市中区長者町4-10-9 平成31年4月3日 令和2年4月2日

19-A-0013 RIビル 横浜市中区山下町214 平成31年4月4日 令和2年4月3日

19-A-0014 朝日山手マンション 横浜市中区山元町4-188-5 平成31年4月4日 令和2年4月3日

19-A-0015 GSプラザ桜木町 横浜市中区花咲町1-46-1 平成31年4月4日 令和2年4月3日

19-A-0016 セントレー横浜関内 横浜市中区福富町西通1-7 平成31年4月4日 令和2年4月3日

19-A-0017 ホテルグランドサン横浜 横浜市中区長者町8-122 平成31年4月5日 令和2年4月4日

19-A-0018 土居ビル 横浜市中区山下町70 平成31年4月5日 令和2年4月4日

19-A-0019 相生町荒木ビル 横浜市中区相生町4-64 平成31年4月11日 令和2年4月10日

19-A-0020 国際埠頭(株) 横浜市中区豊浦町3 平成31年4月11日 令和2年4月10日

19-A-0021 レジディア横濱関内 横浜市中区弁天通1-16 平成31年4月12日 令和2年4月11日

19-A-0022 医療法人博生会本牧病院 横浜市中区本牧三之谷11-5 平成31年4月15日 令和2年4月14日

19-A-0023 横浜航空貨物ターミナルYAT事務所棟 横浜市中区山下町279-1 平成31年4月16日 令和2年4月15日

19-A-0024 東京電力パワーグリッド(株)神奈川総支社 横浜市中区弁天通1-1 平成31年4月17日 令和2年4月16日

19-A-0025 元町マリンマンション 横浜市中区元町1-13 平成31年4月17日 令和2年4月16日

19-A-0026 横浜山下公園サンライトマンション 横浜市中区山下町99-1 平成31年4月17日 令和2年4月16日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0027 エクレール関内大通り公園 横浜市中区蓬莱町2-5-4 平成31年4月18日 令和2年4月17日

19-A-0028 ワシン坂病院1号棟 横浜市中区山手町169 平成31年4月22日 令和2年4月21日

19-A-0029 GSハイム山下町住宅系統 横浜市中区山下町98 平成31年4月23日 令和2年4月22日

19-A-0030 根岸台第一マンションズ 横浜市中区滝之上135 平成31年4月25日 令和2年4月24日

19-A-0031 新翁ビル 横浜市中区翁町1-6-4 平成31年4月25日 令和2年4月24日

19-A-0032 アール・ケープラザ横浜関内 横浜市中区南仲通1-13 平成31年4月25日 令和2年4月24日

19-A-0033 グランダ山手・横浜 横浜市中区根岸旭台68-2 平成31年4月25日 令和2年4月24日

19-A-0034 ストーク伊勢佐木六番館 横浜市中区伊勢佐木町6-146-3 平成31年4月26日 令和2年4月25日

19-A-0035 山下町Kビル 横浜市中区山下町224-1 平成31年4月26日 令和2年4月25日

19-A-0036 サニーステージ横濱吉野町 横浜市南区新川町5-28-2 平成31年4月4日 令和2年4月3日

19-A-0037 ポートハイム第一吉野町 横浜市南区南吉田町5-45-8 平成31年4月16日 令和2年4月15日

19-A-0038 保土ヶ谷スカイハイツ 横浜市南区永田北1-28-24 平成31年4月18日 令和2年4月17日

19-A-0039 シャンローゼ上大岡 横浜市港南区上大岡西2-9-15 平成31年4月15日 令和2年4月14日

19-A-0040 くらら上大岡 横浜市港南区上永谷1-38-4 平成31年4月25日 令和2年4月24日

19-A-0041 グランドメゾン保土ヶ谷ヒルズ 横浜市保土ヶ谷区瀬戸ケ谷町190-1 平成31年4月5日 令和2年4月4日

19-A-0042 東横フェスタ８ 横浜市保土ヶ谷区狩場町169-1 平成31年4月18日 令和2年4月17日

19-A-0043 特別養護老人ホーム サニーヒル横浜 横浜市旭区上川井町426 平成31年4月1日 令和2年3月31日

19-A-0044 介護老人保健施設 ほほえみの郷横浜 横浜市旭区下川井町220-1 平成31年4月3日 令和2年4月2日

19-A-0045 旭紙業(株)横浜工場 横浜市磯子区新磯子町30-5 平成31年4月1日 令和2年3月31日

19-A-0046 ワコーレ横浜根岸 横浜市磯子区坂下町11-33 平成31年4月3日 令和2年4月2日

19-A-0047 ディアコート磯子台 横浜市磯子区磯子台11-23 平成31年4月3日 令和2年4月2日

19-A-0048 森町ビル 横浜市磯子区森1-16-10 平成31年4月5日 令和2年4月4日

19-A-0049 日本発条(株)レインボーハイツ社宅 横浜市磯子区磯子5-11-1 平成31年4月15日 令和2年4月14日

19-A-0050 オリンピック洋光台店 横浜市磯子区洋光台5-1-9 平成31年4月16日 令和2年4月15日

19-A-0051 (株)鎌倉ハムクラウン商会 横浜市磯子区磯子6-40-12 平成31年4月17日 令和2年4月16日

19-A-0052 (株)IHI第13磯子荘 横浜市磯子区汐見台1-6-9,1605棟 平成31年4月22日 令和2年4月21日

19-A-0053 (株)IHI磯子第一寮 横浜市磯子区汐見台1-6-6,1606棟 平成31年4月22日 令和2年4月21日

19-A-0054 くらら磯子 横浜市磯子区磯子2-15-33 平成31年4月25日 令和2年4月24日

19-A-0055 グローリア初穂湘南六浦 横浜市金沢区六浦5-43-1 平成31年4月1日 令和2年3月31日

19-A-0056 特別養護老人ホーム横浜能見台ホーム 横浜市金沢区能見台東2-4 平成31年4月1日 令和2年3月31日

19-A-0057 ベルヴィル杉田Ⅲ 横浜市金沢区富岡東1-26-1 平成31年4月5日 令和2年4月4日

19-A-0058 アプロアメニティ富岡壱番館 横浜市金沢区富岡東4-8-30 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0059 ホテルニッコー金沢八景 横浜市金沢区洲崎町5-50 平成31年4月16日 令和2年4月15日

19-A-0060 カームコート八景島 横浜市金沢区柴町47-14 平成31年4月16日 令和2年4月15日

19-A-0061 ビーコンヒル能見台ウエストヒルA館 横浜市金沢区能見台東8-A 平成31年4月19日 令和2年4月18日

19-A-0062 シーサイドピアビル 横浜市金沢区白帆4-3 平成31年4月19日 令和2年4月18日

19-A-0063 (株)オーバル横浜事業所 横浜市金沢区福浦1-9-5 平成31年4月22日 令和2年4月21日

19-A-0064 横浜・八景島シーパラダイスアクアミュージアム 横浜市金沢区八景島 平成31年4月22日 令和2年4月21日

19-A-0065 横浜・八景島シーパラダイスベイマーケット 横浜市金沢区八景島 平成31年4月22日 令和2年4月21日

19-A-0066 横浜・八景島シーパラダイスカーニバルハウス 横浜市金沢区八景島 平成31年4月22日 令和2年4月21日

19-A-0067 特別養護老人ホーム金沢美浜ホーム 横浜市金沢区釜利谷東4-12-1 平成31年4月23日 令和2年4月22日

19-A-0068 シティサイドテラス 横浜市金沢区釜利谷東6-21-12 平成31年4月26日 令和2年4月25日

19-A-0069 中央労働金庫業務集中センター 横浜市港北区新横浜2-19-17 平成31年4月2日 令和2年4月1日

19-A-0070 コート日吉 横浜市港北区日吉本町3-1-21 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0071 藤和綱島コープ 横浜市港北区樽町2-3-20 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0072 藤和シティホームズ綱島WEST 横浜市港北区綱島西4-7-7 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0073 アガット日吉 横浜市港北区下田町5-13-1 平成31年4月15日 令和2年4月14日

19-A-0074 新横水信ビル 横浜市港北区新横浜3-6-7 平成31年4月17日 令和2年4月16日

19-A-0075 スターロワイヤル長津田 横浜市緑区いぶき野8-5 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0076 グランシーナ田園都市ピュアフォート 横浜市緑区長津田1-24-13 平成31年4月12日 令和2年4月11日

19-A-0077 ハウス美しが丘 横浜市青葉区美しが丘5-32-9 平成31年4月2日 令和2年4月1日

19-A-0078 サニーライフ青葉 横浜市青葉区荏田西4-7-16 平成31年4月11日 令和2年4月10日

19-A-0079 ザ・ハウス1381 横浜市青葉区藤が丘1-38-1 平成31年4月12日 令和2年4月11日

19-A-0080 くらら青葉台 横浜市青葉区青葉台2-30-1 平成31年4月25日 令和2年4月24日

19-A-0081 藤和ライブタウンセンター南 横浜市都筑区大丸11 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0082 パインクリエイトビル 横浜市都筑区茅ケ崎中央55-1 平成31年4月15日 令和2年4月14日

19-A-0083 カーサ・フローレンス 横浜市都筑区すみれが丘37-33 平成31年4月25日 令和2年4月24日

19-A-0084 東戸塚テラス 横浜市戸塚区品濃町546-9 平成31年4月11日 令和2年4月10日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0085 モアクレスト戸塚 横浜市戸塚区舞岡町1093-4 平成31年4月15日 令和2年4月14日

19-A-0086 マンションニュー大船 横浜市栄区笠間5-36-1 平成31年4月3日 令和2年4月2日

19-A-0087 シャンボール大船 横浜市栄区長尾台町58-3 平成31年4月16日 令和2年4月15日

19-A-0088 葛の湯 横浜市泉区中田南5-1-16 平成31年4月18日 令和2年4月17日

19-A-0089 パティオ綱島3号館 横浜市鶴見区駒岡5-9-28 平成31年4月1日 令和2年3月31日

19-A-0090 妙蓮寺ハイツ 横浜市神奈川区松見町4-944-1 平成31年4月3日 令和2年4月2日

19-A-0091 マリーナハウス横浜Ⅰ番館 横浜市神奈川区浦島町358-3 平成31年4月4日 令和2年4月3日

19-A-0092 マリーナハウス横浜Ⅱ番館 横浜市神奈川区浦島町358-8 平成31年4月4日 令和2年4月3日

19-A-0093 ラフィネ横浜反町 横浜市神奈川区反町3-19-12 平成31年4月5日 令和2年4月4日

19-A-0094 椿山マンション 横浜市神奈川区三ツ沢上町5-15 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0095 八晃ビル 横浜市神奈川区入江1-31-25 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0096 YOKOHAMA EAST21 横浜市神奈川区新町5-12 平成31年4月10日 令和2年4月9日

19-A-0097 東神奈川ビル 横浜市神奈川区東神奈川2-44 平成31年4月11日 令和2年4月10日

19-A-0098 西寺尾トーアハイツ 横浜市神奈川区西寺尾2-19-7 平成31年4月15日 令和2年4月14日

19-A-0099 グランツ南幸 横浜市西区南幸2-11-11 平成31年4月1日 令和2年3月31日

19-A-0100 パークサイド泉 横浜市西区中央2-48-16 平成31年4月4日 令和2年4月3日

19-A-0101 レヂデンス・リバーストーン学校系統 横浜市西区中央1-33-6 平成31年4月15日 令和2年4月14日

19-A-0102 横浜ペインチングビル 横浜市中区不老町3-13-12 平成31年4月2日 令和2年4月1日

19-A-0103 ハイシティ横浜元町 横浜市中区石川町5-185-5 平成31年4月2日 令和2年4月1日

19-A-0104 ステーツサイドビル 横浜市中区真砂町3-32 平成31年4月5日 令和2年4月4日

19-A-0105 藤和南山手ホームズ 横浜市中区根岸旭台10-1 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0106 山下・呉ビル 横浜市中区吉田町6-3 平成31年4月12日 令和2年4月11日

19-A-0107 藤花ビル 横浜市中区福富町仲通4-10 平成31年4月16日 令和2年4月15日

19-A-0108 馬車道十番館 横浜市中区常盤町5-67 平成31年4月17日 令和2年4月16日

19-A-0109 ワシン坂病院2号棟 横浜市中区山手町169 平成31年4月22日 令和2年4月21日

19-A-0110 GSハイム山下町事務所系統 横浜市中区山下町98 平成31年4月23日 令和2年4月22日

19-A-0111 東蒔田マンション 横浜市南区東蒔田町9-12 平成31年4月4日 令和2年4月3日

19-A-0112 ハイコート白妙 横浜市南区白妙町5-64-1 平成31年4月17日 令和2年4月16日

19-A-0113 弘明寺北パーク・ホームズ 横浜市南区永田南1-22-11 平成31年4月19日 令和2年4月18日

19-A-0114 ベルテ横浜 横浜市港南区港南台8-34-4 平成31年4月12日 令和2年4月11日

19-A-0115 GSハイム上永谷 横浜市港南区上永谷1-24-4 平成31年4月23日 令和2年4月22日

19-A-0116 保土ケ谷パーク・ホームズ一番館 横浜市保土ヶ谷区岩井町108-7 平成31年4月18日 令和2年4月17日

19-A-0117 グレイス洋光台ステーションプラザ 横浜市磯子区洋光台5-1-10 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0118 パルメゾン湘南八景 横浜市金沢区東朝比奈2-2-37 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0119 ナイスアーバン金沢八景シーサイド 横浜市金沢区平潟町19-16 平成31年4月16日 令和2年4月15日

19-A-0120 ファミール日吉本町 横浜市港北区日吉本町1-27-39 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0121 第Ⅱパークハイム・ユニ 横浜市緑区長津田町2623-2 平成31年4月2日 令和2年4月1日

19-A-0122 クレールあざみ野 横浜市青葉区あざみ野南1-17-1 平成31年4月2日 令和2年4月1日

19-A-0123 株式会社　藤井商事　本社ビル 横浜市青葉区あざみ野南1-16-6 平成31年4月10日 令和2年4月9日

19-A-0124 ライムライト青葉 横浜市青葉区田奈町31-3 平成31年4月12日 令和2年4月11日

19-A-0125 メゾンひろ 横浜市青葉区元石川町7512-3 平成31年4月12日 令和2年4月11日

19-A-0126 フォーレスト横浜 横浜市青葉区新石川4-20-11 平成31年4月24日 令和2年4月23日

19-A-0127 パークサイドヒルズ 横浜市都筑区仲町台1-33-3 平成31年4月4日 令和2年4月3日

19-A-0128 荏田やわらぎ苑 横浜市都筑区荏田南3-28-1 平成31年4月11日 令和2年4月10日

19-A-0129 WING東戸塚 横浜市戸塚区品濃町556-10 平成31年4月16日 令和2年4月15日

19-A-0130 ビックヴァン戸塚ホームズ 横浜市戸塚区東俣野町47-1 平成31年4月16日 令和2年4月15日

19-A-0131 東伸ビル24 横浜市西区南幸2-20-5 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0132 フローレンスパレス左近山 横浜市旭区市沢町917-7 平成31年4月8日 令和2年4月7日

19-A-0133 ファミーユ第２前川ビル 横浜市港北区大倉山1-17-13 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0134 ワイズ新横浜 横浜市港北区新横浜3-21-5 平成31年4月9日 令和2年4月8日

19-A-0135 フローレンスパレス鴨居 横浜市緑区鴨居4-54-2 平成31年4月8日 令和2年4月7日

19-A-0136 ガーデンプラザ藤 横浜市緑区長津田3-12-8 平成31年4月26日 令和2年4月25日

19-A-0137 フローレンスパレス本郷台ヒルズ 横浜市栄区川上町87-4 平成31年4月8日 令和2年4月7日

19-A-0138 はなことば瀬谷 横浜市瀬谷区宮沢2-22-21 平成31年4月23日 令和2年4月22日

19-A-0139 ボヌール東戸塚 横浜市戸塚区品濃町514-6 平成31年4月5日 令和2年4月4日

19-A-0140 医療法人岡村会　岡村病院 高知市入明町1-5 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0142 特別養護老人ホーム　しょうじゅの里三保 横浜市緑区三保町171-1 令和元年5月28日 令和2年5月27日

19-A-0143 バークレハイツ 横浜市鶴見区鶴見中央1-18-6 令和元年5月17日 令和2年5月16日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0144 クレストフォルム鶴見ウッドスクエア 横浜市鶴見区尻手1-6-21 令和元年5月21日 令和2年5月20日

19-A-0145 クレストフォルム鶴見ウイングステージ 横浜市鶴見区尻手1-7-9 令和元年5月28日 令和2年5月27日

19-A-0146 モン・リ・ブラン 横浜市鶴見区岸谷1-21-19 令和元年5月31日 令和2年5月30日

19-A-0147 ガーデンシティ横浜三ッ沢 横浜市神奈川区片倉1-2-7 令和元年5月8日 令和2年5月7日

19-A-0148 東芝プラントシステム(株)新子安寮 横浜市神奈川区新子安1-40-1 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0149 昭和電工(株)大口寮 横浜市神奈川区松見町1-21-10 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0150 SGリアルティ横浜 横浜市神奈川区守屋町3-11 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0151 グランエルズ横浜 横浜市神奈川区片倉2-69-3 令和元年5月22日 令和2年5月21日

19-A-0152 KRCビルディング 横浜市中区日本大通18 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0153 ニッセイ横浜尾上町ビル 横浜市中区尾上町6-81 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0154 山下町コミュニティビル 横浜市中区山下町193-1 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0155 サイバーコム(株)横浜ビル 横浜市中区本町4-34 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0156 サンヴェール横濱・野毛山公園 横浜市中区野毛町4-173-2 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0157 クロスゲート 横浜市中区桜木町1-101-1 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0158 クリオレミントンハウス山下公園 横浜市中区山下町87-1 令和元年5月8日 令和2年5月7日

19-A-0159 クレストフォルム横浜関内 横浜市中区扇町2-6-1 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0160 グランドアネックス水町ビル 横浜市中区山下町11-1 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0161 セザール第二伊勢佐木町 横浜市中区若葉町3-43-2 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0162 下山関内ビル 横浜市中区不老町3-12-5 令和元年5月11日 令和2年5月10日

19-A-0163 サンハイツ三渓園 横浜市中区本牧間門36-6 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0164 第12曙ビル 横浜市中区伊勢佐木町5-130 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0165 サンヴェール伊勢佐木町 横浜市中区伊勢佐木町7-152 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0166 コンフォートホテル横浜関内 横浜市中区住吉町3-33 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0167 ブリーズベイホテル 横浜市中区花咲町1-22-2 令和元年5月15日 令和2年5月14日

19-A-0168 横浜山手パーク・ホームズ 横浜市中区西竹之丸85-1 令和元年5月15日 令和2年5月14日

19-A-0169 ホテルラルーン 横浜市中区寿町1-1-5 令和元年5月15日 令和2年5月14日

19-A-0170 ヒルズ山手 横浜市中区池袋13-1 令和元年5月15日 令和2年5月14日

19-A-0171 エクステ山下公園 横浜市中区山下町58 令和元年5月15日 令和2年5月14日

19-A-0172 横浜朝日会館 横浜市中区日本大通15 令和元年5月16日 令和2年5月15日

19-A-0173 (株)華正樓会館 横浜市中区山下町186 令和元年5月16日 令和2年5月15日

19-A-0174 アクロス・マンションアクロス 横浜市中区日ノ出町1-36 令和元年5月16日 令和2年5月15日

19-A-0175 桃花 横浜市中区山下町192-9 令和元年5月16日 令和2年5月15日

19-A-0176 三井金属アクト(株) 横浜市中区かもめ町48 令和元年5月18日 令和2年5月17日

19-A-0177 第5北川ビル 横浜市中区花咲町2-81 令和元年5月20日 令和2年5月19日

19-A-0178 後藤相互ビル 横浜市中区不老町3-13-3 令和元年5月21日 令和2年5月20日

19-A-0179 デックスDEXBldg1992 横浜市中区住吉町3-36 令和元年5月22日 令和2年5月21日

19-A-0180 ノグ桜木町 横浜市中区花咲町2-63 令和元年5月22日 令和2年5月21日

19-A-0181 JPR横浜日本大通ビル 横浜市中区日本大通17 令和元年5月23日 令和2年5月22日

19-A-0182 横浜相生町ビル 横浜市中区相生町6-104 令和元年5月23日 令和2年5月22日

19-A-0183 横浜山下町ビル 横浜市中区山下町36-1 令和元年5月23日 令和2年5月22日

19-A-0184 サリュートビル 横浜市中区吉田町72 令和元年5月23日 令和2年5月22日

19-A-0185 桜木町三和プラザシティ 横浜市中区花咲町2-73-1 令和元年5月23日 令和2年5月22日

19-A-0186 プレジャーガーデン横濱関内 横浜市中区扇町1-2-7 令和元年5月23日 令和2年5月22日

19-A-0187 サミタス横浜ビル 横浜市中区長者町8-132-10 令和元年5月24日 令和2年5月23日

19-A-0188 竹内ビル 横浜市中区常盤町5-57 令和元年5月27日 令和2年5月26日

19-A-0189 サンフラットあけぼの初音 横浜市中区初音町3-47 令和元年5月27日 令和2年5月26日

19-A-0190 東京電力パワーグリッド(株)神奈川総支社中事務所 横浜市中区長者町1-4-6 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0191 学校法人横浜共立学園東校舎 横浜市中区山手町212 令和元年5月30日 令和2年5月29日

19-A-0192 学校法人横浜共立学園南校舎 横浜市中区山手町212 令和元年5月30日 令和2年5月29日

19-A-0193 横浜南ガーデン 横浜市南区井土ヶ谷中町162-2 令和元年5月16日 令和2年5月15日

19-A-0194 伊勢佐木南パークハウス壱番館 横浜市南区南吉田町1-16 令和元年5月22日 令和2年5月21日

19-A-0195 藤和シティホームズ横浜吉野町 横浜市南区日枝町3-75 令和元年5月23日 令和2年5月22日

19-A-0196 シャトレー吉野町 横浜市南区吉野町5-27-7 令和元年5月28日 令和2年5月27日

19-A-0197 グレイス南太田 横浜市南区日枝町4-97-2 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0198 サンヒルズ上大岡 横浜市港南区港南2-25-22 令和元年5月22日 令和2年5月21日

19-A-0199 藤和シティコープ上大岡 横浜市港南区最戸2-14-13 令和元年5月22日 令和2年5月21日

19-A-0200 グランドメゾン保土ヶ谷 横浜市保土ヶ谷区瀬戸ケ谷町38-3 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0201 サンライズマンション保土ヶ谷 横浜市保土ヶ谷区法泉1-9-7 令和元年5月14日 令和2年5月13日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0202 テニスガーデン　レニックス 横浜市保土ヶ谷区今井町717-1 令和元年5月17日 令和2年5月16日

19-A-0203 横浜市西部地域療育センター 横浜市保土ヶ谷区今井町743-2 令和元年5月17日 令和2年5月16日

19-A-0204 コーラル和田町 横浜市保土ヶ谷区和田1-15 令和元年5月27日 令和2年5月26日

19-A-0205 グリーンハイツ西田 横浜市保土ヶ谷区法泉2-17 令和元年5月31日 令和2年5月30日

19-A-0206 横浜市営二俣川宮沢住宅 横浜市旭区二俣川2-31-1 令和元年5月22日 令和2年5月21日

19-A-0207 横浜市営今宿ハイツ 横浜市旭区今宿東町807 令和元年5月22日 令和2年5月21日

19-A-0208 横浜市営ひかりが丘住宅2街区1号棟 横浜市旭区上白根町795 令和元年5月31日 令和2年5月30日

19-A-0209 横浜市営グリーンヒル上白根 横浜市旭区上白根町112 令和元年5月31日 令和2年5月30日

19-A-0210 横浜市営中希望が丘ハイツ 横浜市旭区中希望が丘225 令和元年5月31日 令和2年5月30日

19-A-0211 横浜市営川井本町住宅 横浜市旭区川井本町57-8 令和元年5月31日 令和2年5月30日

19-A-0212 JXTGエネルギー(株)中央販売研修センター 横浜市磯子区東町13-2 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0213 大幸ハイツ3 横浜市磯子区西町15-22 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0214 イトーヨーカ堂洋光台店 横浜市磯子区洋光台3-10-3 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0215 シャンボール上大岡 横浜市磯子区岡村5-19-5 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0216 磯子パインプロムナード 横浜市磯子区磯子3-2-10 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0217 クレド磯子クレアール 横浜市磯子区森1-8-5 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0218 電源開発(株)磯子火力発電所 事務所棟 横浜市磯子区新磯子町37-2 令和元年5月24日 令和2年5月23日

19-A-0219 日本超低温(株)第1冷凍庫仕分場 横浜市磯子区新磯子町30-3 令和元年5月24日 令和2年5月23日

19-A-0220 横浜市営杉田住宅 横浜市磯子区杉田3-25 令和元年5月28日 令和2年5月27日

19-A-0221 横浜市営磯子住宅 横浜市磯子区森3-1-19 令和元年5月30日 令和2年5月29日

19-A-0222 横浜市営滝頭住宅 横浜市磯子区滝頭3-8-6 令和元年5月31日 令和2年5月30日

19-A-0223 ニューウエルテラス金沢八景A棟 横浜市金沢区六浦東1-34-1-A号 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0224 (株)柴橋商会 横浜市金沢区幸浦2-4-2 令和元年5月12日 令和2年5月11日

19-A-0225 ガーデンシティ金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷東2-13-2 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0226 ランドステージ金沢文庫弐番館 横浜市金沢区谷津町1-1 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0227 ビアレ横浜コーラルゾーン 横浜市金沢区並木2-13-7 令和元年5月15日 令和2年5月14日

19-A-0228 ビアレ横浜新館 横浜市金沢区並木2-13-2 令和元年5月15日 令和2年5月14日

19-A-0229 神奈川県立金沢文庫 横浜市金沢区金沢町142 令和元年5月21日 令和2年5月20日

19-A-0230 金沢ショートスティセンター 横浜市金沢区能見台東2-2 令和元年5月21日 令和2年5月20日

19-A-0231 パークホームズ横浜能見台フィールズコート 横浜市金沢区長浜6-22 令和元年5月21日 令和2年5月20日

19-A-0232 サニークレスト湘南八景Ⅱ 横浜市金沢区東朝比奈2-2-35 令和元年5月24日 令和2年5月23日

19-A-0233 横浜市立大学附属病院看護職員宿舎メゾン白バラ 横浜市金沢区柴町379-1 令和元年5月24日 令和2年5月23日

19-A-0234 横浜機工(株) 横浜市金沢区福浦2-11-1 令和元年5月24日 令和2年5月23日

19-A-0235 三上船舶工業(株)　六浦荘 横浜市金沢区六浦南4-13-1 令和元年5月24日 令和2年5月23日

19-A-0236 横浜市営六浦住宅 横浜市金沢区六浦5-9 令和元年5月28日 令和2年5月27日

19-A-0237 横浜市営瀬ヶ崎住宅 横浜市金沢区六浦東1-25 令和元年5月28日 令和2年5月27日

19-A-0238 ニューウエルテラス金沢八景B棟 横浜市金沢区六浦東1-34-2-B号 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0239 横浜市営谷津坂住宅 横浜市金沢区能見台東13 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0240 横浜市営塩場住宅5,6号棟 横浜市金沢区六浦4-6 令和元年5月31日 令和2年5月30日

19-A-0241 ラ・グランデ大倉山Ａ棟 横浜市港北区大豆戸町797-3 令和元年5月8日 令和2年5月7日

19-A-0242 ラ・グランデ大倉山Ｂ棟 横浜市港北区大豆戸町797-1 令和元年5月8日 令和2年5月7日

19-A-0243 横浜北YMCA会館 横浜市港北区菊名6-13-57 令和元年8月10日 令和2年8月9日

19-A-0244 ＳＯＵＴＨ・１１７８（サウス） 横浜市港北区綱島東1-15-5 令和元年5月10日 令和2年5月9日

19-A-0245 藤和ライブタウン大倉山 横浜市港北区大豆戸町68-1 令和元年5月10日 令和2年5月9日

19-A-0246 メゾンベルファーレ 横浜市港北区新羽町632 令和元年5月17日 令和2年5月16日

19-A-0247 メゾンおいづか 横浜市港北区新羽町643-1 令和元年5月17日 令和2年5月16日

19-A-0248 ホテルカスティーユ 横浜市港北区新横浜1-19-7 令和元年5月21日 令和2年5月20日

19-A-0249 梅里カントリークラブ 横浜市港北区日吉3-18-4 令和元年5月23日 令和2年5月22日

19-A-0250 新横浜アーバンスクエア 横浜市港北区新横浜1-3-1 令和元年5月23日 令和2年5月22日

19-A-0251 グリシーナ・トーレ 横浜市港北区新横浜2-15-34 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0252 プリマヴェーラ新横浜 横浜市港北区新横浜1-13-18 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0253 特別養護老人ホームふじ寿か園 横浜市緑区西八朔町773-2 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0254 京セラ(株)横浜中山事業所 横浜市緑区中山町402-1 令和元年5月27日 令和2年5月26日

19-A-0255 特別養護老人ホーム青葉ヒルズ 横浜市青葉区鴨志田町1260 令和元年5月16日 令和2年5月15日

19-A-0256 藤和シティコープ江田 横浜市青葉区荏田町353-9 令和元年5月31日 令和2年5月30日

19-A-0257 ららぽーと横浜 横浜市都筑区池辺町4035-1 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0258 藤和シティホームズセンター南 横浜市都筑区茅ケ崎東3-17-31 令和元年5月21日 令和2年5月20日

19-A-0259 介護老人福祉施設ヴィラ都筑 横浜市都筑区大棚町392-1 令和元年5月30日 令和2年5月29日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0260 清光ビル 横浜市戸塚区品濃町513-8 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0261 ニューシティ東戸塚パークハウス南の街 横浜市戸塚区品濃町517-1 令和元年5月28日 令和2年5月27日

19-A-0262 横浜市営本郷台住宅 横浜市栄区小菅ヶ谷1-1-1 令和元年5月28日 令和2年5月27日

19-A-0263 横浜市営小菅ヶ谷第二住宅 横浜市栄区桂町125-1 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0264 横浜市営小菅ヶ谷住宅 横浜市栄区小菅ヶ谷1-3 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0265 レスポワール弥生台 横浜市泉区弥生台63-12 令和元年5月28日 令和2年5月27日

19-A-0266 (株)イシカワ 横浜市鶴見区生麦2-3-18 令和元年5月20日 令和2年5月19日

19-A-0267 ドゥ・テラン横浜 横浜市神奈川区反町1-3-3 令和元年5月8日 令和2年5月7日

19-A-0268 シエロ横浜 横浜市神奈川区子安通1-112 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0269 ホテルサンロゼ 横浜市神奈川区片倉2-59-10 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0270 東興ビル 横浜市神奈川区沢渡3-1 令和元年5月16日 令和2年5月15日

19-A-0271 二ッ谷ビル 横浜市神奈川区二ッ谷町10-1 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0272 クレアトール横浜ビル 横浜市西区高島2-14-17 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0273 TOP横浜天王町 横浜市西区浅間町5-387-1 令和元年5月27日 令和2年5月26日

19-A-0274 パシフィック横浜 横浜市西区浅間町4-341-12 令和元年5月30日 令和2年5月29日

19-A-0275 日昇ビル 横浜市中区山下町215 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0276 東蒼ビル 横浜市中区長者町3-8-2 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0277 ホーユウパレス本牧元町 横浜市中区本牧元町44-14 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0278 ミシナビル 横浜市中区花咲町2-57 令和元年5月20日 令和2年5月19日

19-A-0279 南山ビル 横浜市中区南仲通4-40 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0280 朝日プラザ吉野町 横浜市南区新川町1-1-14 令和元年5月10日 令和2年5月9日

19-A-0281 ヴァンハウス上大岡 横浜市港南区大久保2-13-27 令和元年5月24日 令和2年5月23日

19-A-0282 フジレジデンス 横浜市保土ヶ谷区権太坂3-20-43 令和元年5月20日 令和2年5月19日

19-A-0283 ビッグヴァンステーションプラザ磯子 横浜市磯子区森2-26-10 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0284 金沢八景共同ビル 横浜市金沢区瀬戸1-5 令和元年5月8日 令和2年5月7日

19-A-0285 金沢文庫シーサイド三和プラザⅡ 横浜市金沢区寺前2-20-14 令和元年5月16日 令和2年5月15日

19-A-0286 ロイヤルパレス新横浜北プレステージ 横浜市港北区新羽町1645-2 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0287 第1小嶋ビル 横浜市港北区綱島東3-2-7 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0288 新横浜FSビル 横浜市港北区新横浜3-23-6 令和元年5月14日 令和2年5月13日

19-A-0289 神奈川県横浜農業合同庁舎 横浜市緑区三保町2076 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0290 MUSたまプラーザビル 横浜市青葉区美しが丘1-11-13 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0291 チェリース市が尾 横浜市青葉区荏田西4-7-10 令和元年5月13日 令和2年5月12日

19-A-0292 グランメール21 横浜市都筑区大丸4-27 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0293 ロンポアン 横浜市都筑区南山田2-11-36 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0294 アルソーレ仲町台 横浜市都筑区仲町台4-26-22 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0295 シェモア壱番館 横浜市都筑区北山田3-5-1 令和元年5月29日 令和2年5月28日

19-A-0296 特別養護老人ホーム　めぐみ 横浜市泉区中田町3430-6 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0297 ニチイホーム　青葉台 横浜市青葉区青葉台1-19-3 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0298 ニチイホーム　仲町台 横浜市都筑区勝田南1-1-45 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0299 ニチイホーム　仲町台　Ⅱ番館 横浜市都筑区勝田南1-1-51 令和元年5月9日 令和2年5月8日

19-A-0300 ＴＯＰ大倉山 横浜市港北区大倉山4-31-8 令和元年5月23日 令和2年5月22日

19-A-0301 日本ボーチフレーバー（株) 宇都宮市瑞穂3-1-1 令和元年5月30日 令和2年5月29日

19-A-0302 特別養護老人ホーム　ナーシングケア加納 岐阜市加納愛宕町18-2 令和元年5月7日 令和2年5月6日

19-A-0303 特別養護老人ホーム ナーシングケア北方 本巣郡北方町柱本白坪2-3 令和元年6月5日 令和2年6月4日

19-A-0305 (株)大和グループ横浜配送加工センター 横浜市鶴見区寛政町25-25 令和元年6月6日 令和2年6月5日

19-A-0306 ドミール生麦 横浜市鶴見区生麦3-16 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0307 鶴見岸谷ハイツ 横浜市鶴見区岸谷4-25-25 令和元年6月25日 令和2年6月24日

19-A-0308 ルピナス西寺尾弐番館 横浜市神奈川区西寺尾4-7-16 令和元年6月06日 令和2年6月5日

19-A-0309 アールヴェール横濱台町 横浜市神奈川区台町11-22 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0310 コンカード横浜 横浜市神奈川区金港町3-1 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0311 モンテベルデ横浜 横浜市西区平沼1-40-17 令和元年6月5日 令和2年6月4日

19-A-0312 ロワール横浜西 横浜市西区南浅間町18-6 令和元年6月6日 令和2年6月5日

19-A-0313 ハマボールイアス 横浜市西区北幸2-2-1 令和元年6月13日 令和2年6月12日

19-A-0314 アネックス横浜 横浜市西区南幸2-9-9 令和元年6月21日 令和2年6月20日

19-A-0315 ファーストプレイス横浜 横浜市西区高島2-7-1 令和元年6月27日 令和2年6月26日

19-A-0316 桜木町ゴールデンセンタービル 横浜市中区桜木町1-1 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0317 京阪横浜ビル 横浜市中区本町2-22 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0318 損保ジャパン日本興亜横浜ビル 横浜市中区本町2-12 令和元年6月3日 令和2年6月2日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0319 パーク・ハイム本牧 横浜市中区本牧和田11-7 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0320 東信商事(株)東信ビル 横浜市中区海岸通4-17 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0321 アルテマリンウェーブビル 横浜市中区翁町1-4-1 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0322 ザ・バレル源平 横浜市中区尾上町5-70-1 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0323 山下町SSKビル 横浜市中区山下町22 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0324 サンクタス横濱山手 横浜市中区本牧荒井70-5 令和元年6月5日 令和2年6月4日

19-A-0325 プライムメゾン横濱日本大通 横浜市中区本町1-4 令和元年6月5日 令和2年6月4日

19-A-0326 ハイラーク本牧 横浜市中区本牧町2-312 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0327 グランドメゾン三渓園 横浜市中区本牧元町47-1 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0328 横浜馬車道ビル 横浜市中区太田町4-55 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0329 シティマンションオリエント伊勢佐木町 横浜市中区伊勢佐木町7-155-3 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0330 パーク・ヴィル伊勢佐木 横浜市中区富士見町2-4 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0331 東急ドエルアルス桜木町博物館通り 横浜市中区弁天通6-74 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0332 パーク・ハイム山手の杜 横浜市中区滝之上126 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0333 アルス桜木町エレンシア 横浜市中区本町6-58 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0334 マイキャッスル横濱山手エクセレントステージ 横浜市中区山元町5-198-5 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0335 アジアビル 横浜市中区寿町3-9-3 令和元年6月10日 令和2年6月9日

19-A-0336 エクセレントコースト 横浜市中区山下町105 令和元年6月10日 令和2年6月9日

19-A-0337 リーベスト本牧 横浜市中区本牧町1-41 令和元年6月10日 令和2年6月9日

19-A-0338 フロール山田町第1共同住宅 横浜市中区山田町4 令和元年6月12日 令和2年6月11日

19-A-0339 学校法人サンモール・インターナショナルスクール 横浜市中区山手町83 令和元年6月13日 令和2年6月12日

19-A-0340 MCUD本牧 横浜市中区豊浦町4-2 令和元年6月13日 令和2年6月12日

19-A-0341 フロール山田町第2共同住宅 横浜市中区山田町5-1 令和元年6月14日 令和2年6月13日

19-A-0342 第五平安ビル 横浜市中区扇町2-6-11 令和元年6月14日 令和2年6月13日

19-A-0343 belle横浜 横浜市中区住吉町1-12-1 令和元年6月17日 令和2年6月16日

19-A-0344 モアレ横浜富士見町 横浜市中区富士見町4-2 令和元年6月17日 令和2年6月16日

19-A-0345 フロール山田町第3共同住宅 横浜市中区山田町8-1 令和元年6月17日 令和2年6月16日

19-A-0346 大里共同住宅 横浜市中区本牧大里町27 令和元年6月18日 令和2年6月17日

19-A-0347 ビラ・アペックス横浜関内 横浜市中区太田町2-32-1 令和元年6月24日 令和2年6月23日

19-A-0348 横浜市中スポーツセンター 横浜市中区新山下3-15-4 令和元年6月24日 令和2年6月23日

19-A-0349 大貫ビル 横浜市中区宮川町2-47 令和元年6月25日 令和2年6月24日

19-A-0350 JXTGエネルギー(株)根岸製油所本牧地区W-25 横浜市中区千鳥町1 令和元年6月27日 令和2年6月26日

19-A-0351 イセフクビル 横浜市中区福富町東通37-1 令和元年6月28日 令和2年6月27日

19-A-0352 岩崎ビル 横浜市中区宮川町3-83 令和元年6月28日 令和2年6月27日

19-A-0353 横浜情報文化センター 横浜市中区日本大通11 令和元年6月28日 令和2年6月27日

19-A-0354 東日本電信電話(株)神奈川支店横浜南営業所 横浜市南区花之木町3-54 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0355 横浜パークタウン団地 横浜市南区六ツ川3-76-3 令和元年6月13日 令和2年6月12日

19-A-0356 マイキャッスル南太田Ⅱ 横浜市南区南太田2-5-14 令和元年6月18日 令和2年6月17日

19-A-0357 スカイ・ベネフィット野庭 横浜市港南区野庭町593-8 令和元年6月14日 令和2年6月13日

19-A-0358 イオンリテール(株)イオン天王町店 横浜市保土ヶ谷区川辺町3-1 令和元年6月6日 令和2年6月5日

19-A-0359 学校法人聖ケ丘学園聖ケ丘教育福祉専門学校附属育和幼稚園 横浜市保土ヶ谷区常盤台77-37 令和元年6月12日 令和2年6月11日

19-A-0360 Fuji新桜ケ丘店 横浜市保土ヶ谷区新桜ケ丘2-40-8 令和元年6月19日 令和2年6月18日

19-A-0361 Fuji新井町店 横浜市保土ヶ谷区新井町565-1 令和元年6月19日 令和2年6月18日

19-A-0362 横浜市営東希望が丘ハイツ 横浜市旭区東希望が丘229 令和元年6月11日 令和2年6月10日

19-A-0363 介護老人保健施設ナーシングピア横浜 横浜市旭区南本宿町118-19 令和元年6月27日 令和2年6月26日

19-A-0364 シャープ横浜ビル 横浜市磯子区中原1-2-23 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0365 プララ杉田商業部会 横浜市磯子区杉田1-17-1 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0366 横浜中原第2共同住宅 横浜市磯子区中原1-2-31 令和元年6月12日 令和2年6月11日

19-A-0367 フロール新杉田 横浜市磯子区杉田5-26-1 令和元年6月12日 令和2年6月11日

19-A-0368 東京ガス(株)根岸LNG基地 横浜市磯子区新磯子町34 令和元年6月21日 令和2年6月20日

19-A-0369 フレア・アネックス 横浜市金沢区釜利谷東2-20-1 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0370 横浜市釜利谷地域ケアプラザ 横浜市金沢区釜利谷南2-8-1 令和元年6月4日 令和2年6月3日

19-A-0371 重慶飯店 幸浦食品工場 横浜市金沢区幸浦2-12-19 令和元年6月6日 令和2年6月5日

19-A-0372 三信工業(株)横浜工場 横浜市金沢区福浦1-8-2 令和元年6月10日 令和2年6月9日

19-A-0373 横浜市営金沢柴町住宅 横浜市金沢区柴町366 令和元年6月12日 令和2年6月11日

19-A-0374 中央水産研究所 横浜市金沢区福浦2-12-4 令和元年6月12日 令和2年6月11日

19-A-0375 ニューウエルテラス金沢八景C棟 横浜市金沢区六浦東1-34-3-C号 令和元年6月12日 令和2年6月11日

19-A-0376 横浜市営富岡西ハイツ 横浜市金沢区富岡西7-16-1 令和元年6月12日 令和2年6月11日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0377 ニューウェルテラス金沢八景F棟 横浜市金沢区六浦東1-35-6-F号 令和元年6月14日 令和2年6月13日

19-A-0378 共同住宅晴嵐荘 横浜市金沢区町屋町19-10 令和元年6月19日 令和2年6月18日

19-A-0379 ヴランニュー金沢八景 横浜市金沢区六浦1-1-6 令和元年6月19日 令和2年6月18日

19-A-0380 住友重機械工業株式会社 金沢南寮 横浜市金沢区柴町37 令和元年6月20日 令和2年6月19日

19-A-0381 湘南金沢八景ハイツ1号館 横浜市金沢区六浦3-18-25 令和元年6月21日 令和2年6月20日

19-A-0382 ライフヒルズ金沢八景サウスヒル 横浜市金沢区六浦2-7-29 令和元年6月24日 令和2年6月23日

19-A-0383 ライフヒルズ金沢八景ノースヒル 横浜市金沢区六浦2-7-30 令和元年6月24日 令和2年6月23日

19-A-0384 横浜・八景島シーパラダイス 横浜市金沢区八景島横浜八景島内ﾄﾞﾗｲﾌﾞｿﾞｰﾝｴﾘｱ内 令和元年6月24日 令和2年6月23日

19-A-0385 日吉第5コーポ別館 横浜市港北区日吉本町3-21-5 令和元年6月4日 令和2年6月3日

19-A-0386 菊名ハイツ 横浜市港北区大豆戸町480-1 令和元年6月4日 令和2年6月3日

19-A-0387 新横浜こころのホスピタル 横浜市港北区新横浜1-21-6 令和元年6月4日 令和2年6月3日

19-A-0388 銀洋新横浜ビル 横浜市港北区新横浜3-7-17 令和元年6月21日 令和2年6月20日

19-A-0389 ビッグヨーサン綱島樽町店 横浜市港北区樽町3-7-75 令和元年6月27日 令和2年6月26日

19-A-0390 ミカミビル 横浜市青葉区荏田西1-5-23 令和元年6月25日 令和2年6月24日

19-A-0391 アドリーム横浜鴨居 横浜市都筑区池辺町2547-2 令和元年6月4日 令和2年6月3日

19-A-0392 グランドメゾンセンター北 横浜市都筑区中川中央1-29-2 令和元年6月11日 令和2年6月10日

19-A-0393 ヒロセ電機(株) 横浜センター 横浜市都筑区中川中央2-6-3 令和元年6月21日 令和2年6月20日

19-A-0394 平成横浜病院 横浜市戸塚区戸塚町550 令和元年6月27日 令和2年6月26日

19-A-0395 介護老人保健施設 横浜莫愁苑 横浜市戸塚区名瀬町2226-1 令和元年6月27日 令和2年6月26日

19-A-0396 藤和ライブタウン大船 横浜市栄区笠間2-10-1 令和元年6月14日 令和2年6月13日

19-A-0397 ライブ 横浜市栄区桂町688-1 令和元年6月19日 令和2年6月18日

19-A-0398 アドバンテージヴィラ岡津 横浜市泉区岡津町25-8 令和元年6月18日 令和2年6月17日

19-A-0399 白鵬女子高等学校3号館 横浜市鶴見区北寺尾4-10-13 令和元年6月4日 令和2年6月3日

19-A-0400 YCCビルマンション 横浜市鶴見区豊岡町3-27 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0401 近藤ハイツ 横浜市鶴見区獅子ケ谷1-5-1 令和元年6月25日 令和2年6月24日

19-A-0402 ニッコーハイツ上末吉 横浜市鶴見区上末吉5-18-7 令和元年6月28日 令和2年6月27日

19-A-0403 サンレジデンス 横浜市鶴見区平安町1-39-5 令和元年6月28日 令和2年6月27日

19-A-0404 モービルオート株式会社 横浜市神奈川区星野町3 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0405 東白楽三和プラザⅡ 横浜市神奈川区西神奈川1-13-1 令和元年6月4日 令和2年6月3日

19-A-0406 ツツイ横浜ビル 横浜市西区南幸2-18-1 令和元年6月4日 令和2年6月3日

19-A-0407 青山・永田共同ビル 横浜市西区伊勢町1-63 令和元年6月5日 令和2年6月4日

19-A-0408 レックス横浜関内 横浜市中区翁町2-7-1 令和元年6月4日 令和2年6月3日

19-A-0409 (株)不二家横浜センタービル 横浜市中区伊勢佐木町1-6-2 令和元年6月4日 令和2年6月3日

19-A-0410 大塚ビル 横浜市中区桜木町3-7-2 令和元年6月5日 令和2年6月4日

19-A-0411 大洋建設関内ビル 横浜市中区尾上町2-27 令和元年6月5日 令和2年6月4日

19-A-0412 本牧クリニック本館 横浜市中区本牧町1-89 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0413 本牧クリニック新館 横浜市中区本牧町1-89 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0414 関内トーセイビルⅡ 横浜市中区住吉町4-45-1 令和元年6月10日 令和2年6月9日

19-A-0415 明和ビル 横浜市中区末吉町1-19 令和元年6月12日 令和2年6月11日

19-A-0416 第三平安ビル 横浜市中区末広町2-4-8 令和元年6月13日 令和2年6月12日

19-A-0417 東急ドエルアルス横濱元町 横浜市中区石川町1-25-1 令和元年6月13日 令和2年6月12日

19-A-0418 コーワ太田町ビル 横浜市中区太田町4-47 令和元年6月13日 令和2年6月12日

19-A-0419 千歳自動車工業(株) 横浜市南区浦舟町5-77 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0420 ケントハウス 横浜市南区宿町2-39-2 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0421 メルベイユ弘明寺 横浜市南区通町4-84-1 令和元年6月12日 令和2年6月11日

19-A-0422 水谷ビル 横浜市南区弘明寺町144-1 令和元年6月19日 令和2年6月18日

19-A-0423 上大岡エントランス 横浜市港南区上大岡西1-16-19 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0424 ロイヤルホスト上大岡店 横浜市港南区最戸1-4-1 令和元年6月17日 令和2年6月16日

19-A-0425 港南台フラワーマンション 横浜市港南区日野南1-1-22 令和元年6月28日 令和2年6月27日

19-A-0426 ケントパレス北川 横浜市保土ヶ谷区帷子町2-56 令和元年6月20日 令和2年6月19日

19-A-0427 南万騎が原イーストグレイン 横浜市旭区柏町27-1 令和元年6月10日 令和2年6月9日

19-A-0428 グランドエル山太 横浜市旭区さちが丘99-1 令和元年6月21日 令和2年6月20日

19-A-0429 サングレイス鶴ヶ峰弐番館 横浜市旭区川島町2078-9 令和元年6月24日 令和2年6月23日

19-A-0430 石井マンションA,B棟 横浜市磯子区磯子6-35-22 令和元年6月6日 令和2年6月5日

19-A-0431 リブゼ磯子 横浜市磯子区中原3-6-30 令和元年6月20日 令和2年6月19日

19-A-0432 横浜六浦パーク・ホームズ 横浜市金沢区六浦南2-20-38 令和元年6月21日 令和2年6月20日

19-A-0433 サンシャルムマツモト 横浜市緑区長津田7-14-28 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0434 メゾン・ド・マルシェ 横浜市緑区十日市場町868-7 令和元年6月4日 令和2年6月3日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0435 たまプラーザ・ソフィーナ 横浜市青葉区新石川3-3-15 令和元年6月7日 令和2年6月6日

19-A-0436 青葉福祉学院万寿の森 横浜市青葉区元石川町4323-1 令和元年6月11日 令和2年6月10日

19-A-0437 グラシューズあざみ野 横浜市青葉区新石川1-26-1 令和元年6月19日 令和2年6月18日

19-A-0438 大正製薬(株)横浜事業所 横浜市都筑区折本町285-1 令和元年6月18日 令和2年6月17日

19-A-0439 横浜食肉会館 横浜市戸塚区矢部町969-38 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0440 ALSOK警送神奈川ビル 横浜市戸塚区柏尾町560 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0441 東横フェスタ7 横浜市戸塚区下倉田町202 令和元年6月5日 令和2年6月4日

19-A-0442 社会福祉法人青い鳥　横浜市東部地域療育センター 横浜市神奈川区東神奈川1-29 令和元年6月26日 令和2年6月25日

19-A-0443 ヒルデモア三渓園 横浜市中区本牧三之谷37-1 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0444 ニチイホーム　菊名 横浜市港北区菊名6-20-42 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0445 フローレンスパレス長津田 横浜市緑区いぶき野57-4 令和元年6月3日 令和2年6月2日

19-A-0446 パークハウス青葉藤が丘ヴェルール 横浜市青葉区藤が丘2-7-3 令和元年6月18日 令和2年6月17日

19-A-0447 東戸塚中央ビル 横浜市戸塚区品濃町538-1 令和元年6月26日 令和2年6月25日

19-A-0448 サウザンハイムⅡ 横浜市都筑区牛久保東1-33-44 令和元年6月20日 令和2年6月19日

19-A-0449 介護老人保健施設メモリアル光陽 多治見市大畑町大洞39-1 令和元年6月28日 令和2年6月27日

19-A-0450 サニーサイドホスピタル 多治見市小名田町西ヶ洞1-648 令和元年7月31日 令和2年7月30日

19-A-0452 医療法人社団三遠メディメイツ　岡崎メイツ腎・睡眠クリニック 岡崎市稲熊町2-86 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0453 藤枝市立青島小学校 藤枝市下青島10 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0454 藤枝市立青島中学校  Ａ棟･Ｂ棟 藤枝市青葉町1-7-1 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0455 藤枝市立大洲中学校 藤枝市弥左衛門500 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0456 藤枝市立西益津小学校 藤枝市田中1-7-20 令和元年7月11日 令和2年7月10日

19-A-0457 社会福祉法人日本民生福祉協会軽費老人ホーム富士見が丘いこいの園 田方郡函南町大竹20-1 令和元年7月11日 令和2年7月10日

19-A-0458 介護老人保健施設セイ・ウインド大垣 大垣市宿地町1008-4 令和元年7月30日 令和2年7月29日

19-A-0459 シーアイマンション鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央1-17-14 令和元年7月8日 令和2年7月7日

19-A-0460 鶴見えんため館 横浜市鶴見区鶴見中央1-3-4 令和元年7月11日 令和2年7月10日

19-A-0461 (株)NTTデータNJK鶴見寮 横浜市鶴見区栄町通4-40-16 令和元年7月23日 令和2年7月22日

19-A-0462 アーバン・ハーモニー本屋敷1番館 横浜市鶴見区駒岡5-2-8 令和元年7月26日 令和2年7月25日

19-A-0463 アーバン・ハーモニー本屋敷2番館 横浜市鶴見区駒岡3-18-35 令和元年7月26日 令和2年7月25日

19-A-0464 鶴見光風台マンション 横浜市鶴見区岸谷4-15-12 令和元年7月29日 令和2年7月28日

19-A-0465 セザール第三鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央1-23-14 令和元年7月29日 令和2年7月28日

19-A-0466 加瀬ビル 横浜市神奈川区新子安1-11-14 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0467 新子安加瀬ハイツ 横浜市神奈川区新子安1-11-19 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0468 新子安ダイヤモンドマンション 横浜市神奈川区子安通3-393 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0469 新横浜MTビル 横浜市神奈川区三枚町33-1 令和元年7月16日 令和2年7月15日

19-A-0470 ストーク横浜二番館 横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 令和元年7月25日 令和2年7月24日

19-A-0471 介護老人福祉施設ヴィラ神奈川 横浜市神奈川区菅田町19 令和元年7月26日 令和2年7月25日

19-A-0472 金港ビルＢ棟 横浜市神奈川区金港町7-3 令和元年7月31日 令和2年7月30日

19-A-0473 タイムズビル 横浜市西区楠町14-5 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0474 (株)関電工神奈川支社 横浜市西区平沼1-1-8 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0475 メゾン・ド・アイ壹番館 横浜市西区戸部本町50-17 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0476 ONEST横浜西口ビル 横浜市西区北幸2-6-1 令和元年7月29日 令和2年7月28日

19-A-0477 朝日生命横浜ビル 横浜市中区日本大通60 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0478 横浜市中区役所 横浜市中区日本大通35 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0479 ルリエ横浜宮川町3-7F系統 横浜市中区宮川町2-55 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0480 ルリエ横浜宮川町8-14F系統 横浜市中区宮川町2-55 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0481 介護老人保健施設えきさい横浜 横浜市中区山田町1-1 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0482 グロブナースクエアー 横浜市中区本牧原15-13 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0483 宇徳ビル 横浜市中区弁天通6-85 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0484 ベイコート本牧 横浜市中区本牧宮原7-15 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0485 キンガビル扇町 横浜市中区扇町1-1-25 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0486 キンガビル福富町 横浜市中区福富町東通38-4 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0487 防衛省小港宿舎 横浜市中区小港町1-16 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0488 根岸森林公園ハイツ団地 横浜市中区山元町4-173-3 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0489 マージュ桜木町 横浜市中区野毛町3-145-8 令和元年7月8日 令和2年7月7日

19-A-0490 ナーシングホーム横浜・長者町 横浜市中区長者町3-7 令和元年7月8日 令和2年7月7日

19-A-0491 アイム馬車道 横浜市中区常盤町5-66 令和元年7月16日 令和2年7月15日

19-A-0492 ニューポートビル 横浜市中区山下町25-16 令和元年7月16日 令和2年7月15日

19-A-0493 (学)聖光学院中・高等学校 横浜市中区滝之上100 令和元年7月17日 令和2年7月16日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0494 KYビル 横浜市中区住吉町2-24 令和元年月17日 令和2年7月16日

19-A-0495 日石横浜ビル 横浜市中区桜木町1-1-8 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0496 ホテルニューグランド 横浜市中区山下町10 令和元年7月26日 令和2年7月25日

19-A-0497 ポートヴィラ元町 横浜市中区山下町112-4 令和元年7月26日 令和2年7月25日

19-A-0498 横浜中央地下街マリナード 横浜市中区港町5-24-2 令和元年7月31日 令和2年7月30日

19-A-0499 ソレアード・ホームズ横浜弘明寺 横浜市南区大岡1-7-16 令和元年7月8日 令和2年7月7日

19-A-0500 セレナハイム永田北 横浜市南区永田北2-34-1 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0501 アドリーム吉野町 横浜市南区南吉田町4-40-2 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0502 サウスヒルズ横浜弘明寺 横浜市南区六ッ川1-668-1 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0503 サンパティーク 横浜市南区南太田4-2-3 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0504 藤和シティホームズ横浜弘明寺 横浜市南区六ツ川1-106-1 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0505 コスモ横浜吉野町 横浜市南区吉野町4-19-2 令和元年7月12日 令和2年7月11日

19-A-0506 特別養護老人ホーム南太田ホーム 横浜市南区南太田2-11-4 令和元年7月12日 令和2年7月11日

19-A-0507 リベルテ石川町壱番館 横浜市南区中村町2-126-13 令和元年7月25日 令和2年7月24日

19-A-0508 山王台グリーンハイツ 横浜市南区永田山王台39-20 令和元年7月29日 令和2年7月28日

19-A-0509 横浜蒔田ローヤルコーポ 横浜市南区宮元町2-32-3 令和元年7月30日 令和2年7月29日

19-A-0510 メゾン・ド・ASTⅡ 横浜市保土ヶ谷区和田1-21-21 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0511 メゾン・ド・ソレイユ横浜 横浜市保土ヶ谷区西久保町93 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0512 サンクタス横濱三ツ沢公園 横浜市保土ヶ谷区鎌谷町299-1 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0513 Mステージ保土ヶ谷 横浜市保土ヶ谷区権太坂2-1-5 令和元年7月18日 令和2年7月17日

19-A-0514 根岸駅前共同ビル 横浜市磯子区西町14-20 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0515 電機神奈川福祉センター 新杉田地域ケアプラザ 横浜市磯子区新杉田町8-7 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0516 パシフィック磯子マンション 横浜市磯子区森1-11-4 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0517 磯子シルクマンション 横浜市磯子区森2-26-19 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0518 株式会社JERA　南横浜火力発電所本館事務所サービスビル 横浜市磯子区新磯子町37-1 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0519 洋光台三和プラザ六番館 横浜市磯子区洋光台2-16-3 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0520 マーレ磯子ビル 横浜市磯子区森1-7-6 令和元年7月19日 令和2年7月18日

19-A-0521 ストークマンション磯子壹番館 横浜市磯子区磯子2-28-17 令和元年7月25日 令和2年7月24日

19-A-0522 芦名橋ハイツ 横浜市磯子区磯子2-17-10 令和元年7月31日 令和2年7月30日

19-A-0523 サニークレスト湘南八景Ⅴ 横浜市金沢区東朝比奈2-2-15 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0524 ニューウェルテラス金沢八景E棟 横浜市金沢区六浦東1-34-5-E号 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0525 サニークレスト湘南八景Ⅲ 横浜市金沢区東朝比奈2-2-32 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0526 イトーヨーカ堂能見台店 横浜市金沢区能見台東3-1 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0527 レイディアントシティ横濱カルティエ6 横浜市金沢区大川7-6 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0528 レイディアントシティ横濱カルティエ7 横浜市金沢区大川7-7 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0529 レイディアントシティ横濱カルティエ1 横浜市金沢区大川7-1 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0530 ファミール金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷西1-1-24 令和元年7月11日 令和2年7月10日

19-A-0531 メディカルホームグランダ金沢文庫 横浜市金沢区谷津町84-3 令和元年7月11日 令和2年7月10日

19-A-0532 横浜・八景島シーパラダイスホテルシーパラダイスイン 横浜市金沢区八景島 令和元年7月18日 令和2年7月17日

19-A-0533 株式会社REJ 横浜市金沢区福浦2-3-2 令和元年7月23日 令和2年7月22日

19-A-0534 アヴェニュー・イン新杉田 横浜市金沢区富岡東1-5-21 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0535 ラント・タチバナ 横浜市港北区新横浜1-11-1 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0536 フロ-レスTYⅠ 横浜市港北区樽町1-22-78 令和元年7月12日 令和2年7月11日

19-A-0537 フロ-レスTYⅡ 横浜市港北区樽町1-22-2 令和元年7月12日 令和2年7月11日

19-A-0538 メモワールプラザソシア21 横浜市港北区岸根町6-1 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0539 バ－ムハイツ日吉 横浜市港北区日吉本町3-28-24 令和元年7月29日 令和2年7月28日

19-A-0540 新横浜千歳観光ビル 横浜市港北区新横浜3-6-4 令和元年7月29日 令和2年7月28日

19-A-0541 パラシオンいぶき野 横浜市緑区いぶき野33-5 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0542 たまプラーザ第3エステービル 横浜市青葉区新石川3-19-2 令和元年7月19日 令和2年7月18日

19-A-0543 介護老人保健施設青葉の丘 横浜市青葉区元石川町6568 令和元年7月23日 令和2年7月22日

19-A-0544 グリーンプラザ市ヶ尾 横浜市都筑区見花山40-12 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0545 グランヴェール平台 横浜市都筑区長坂1-41 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0546 戸塚区総合庁舎 横浜市戸塚区戸塚町16-17 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0547 富士開発第一ビル 横浜市戸塚区戸塚町3970 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0548 横浜市営南戸塚住宅2号棟 横浜市戸塚区戸塚町2101 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0549 横浜市営南戸塚住宅1,3号棟 横浜市戸塚区戸塚町2101 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0550 横浜市営吉田町住宅 横浜市戸塚区吉田町1229 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0551 横浜市営平戸住宅 横浜市戸塚区平戸2-33-58 令和元年7月3日 令和2年7月2日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0552 横浜市営プロムナード矢部9，10号棟 横浜市戸塚区矢部町321 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0553 横浜市営名瀬第二住宅 横浜市戸塚区名瀬町795-3 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0554 横浜市営戸塚原宿住宅 横浜市戸塚区原宿4-36-1 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0555 ノトスビル 横浜市戸塚区上倉田町2156-1 令和元年7月8日 令和2年7月7日

19-A-0556 フォートンヒルズ　A,B,C,D棟 横浜市戸塚区上品濃16-1 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0557 フォートンヒルズ　E棟 横浜市戸塚区上品濃16-2 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0558 アーク戸塚ヒルズ 横浜市戸塚区矢部町1029-1 令和元年7月12日 令和2年7月11日

19-A-0559 Fステージ戸塚 横浜市戸塚区戸塚町3417-3 令和元年7月12日 令和2年7月11日

19-A-0560 平成横浜病院　総合健診センター 横浜市戸塚区戸塚町550 令和元年7月12日 令和2年7月11日

19-A-0561 サンコーポ 横浜市栄区長沼町228-4 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0562 湘南グリーン介護老人保健施設 上郷 横浜市栄区上郷町1045-1 令和元年7月5日 令和2年7月4日

19-A-0563 特別養護老人ホ－ム上郷苑 横浜市栄区野七里1-36-1 令和元年7月16日 令和2年7月15日

19-A-0564 特別養護老人ホーム上郷苑　東館 横浜市栄区野七里1-36-1 令和元年7月16日 令和2年7月15日

19-A-0565 ペルソナージュ横浜 横浜市栄区桂町688-4 令和元年7月31日 令和2年7月30日

19-A-0566 サンヒルズ西が岡 横浜市泉区西が岡1-13-1 令和元年7月5日 令和2年7月4日

19-A-0567 横浜市営新橋住宅1,2号棟 横浜市泉区新橋町1407 令和元年7月8日 令和2年7月7日

19-A-0568 横浜市営上飯田第二住宅 横浜市泉区上飯田町1338-1 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0569 ビューライド和泉 横浜市泉区和泉中央北5-15-15 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0570 エスポワールいずみ野 横浜市泉区和泉町6208-11 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0571 老人保健施設　阿久和鳳荘 横浜市泉区新橋町1783 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0572 横浜市営上瀬谷住宅 横浜市瀬谷区上瀬谷町47-1 令和元年7月8日 令和2年7月7日

19-A-0573 横浜市営阿久和向原住宅 横浜市瀬谷区阿久和西1-23-1 令和元年7月8日 令和2年7月7日

19-A-0574 介護老人福祉施設ラぺ瀬谷 横浜市瀬谷区目黒町21-10 令和元年7月16日 令和2年7月15日

19-A-0575 横浜市営楽老ハイツ20-27号棟 横浜市瀬谷区二ツ橋町215 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0576 横浜市営楽老ハイツ1-19号棟 横浜市瀬谷区二ツ橋町215 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0577 横浜市営楽老ハイツ35,36号棟 横浜市瀬谷区二ツ橋町215 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0578 横浜市営楽老ハイツ28-34号棟 横浜市瀬谷区二ツ橋町215 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0579 ニューハイツ北寺尾 横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-1-4 令和元年7月16日 令和2年7月15日

19-A-0580 杉山ビル 横浜市鶴見区本町通2-80 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0581 アークプラザ鶴見仲通 横浜市鶴見区仲通2-62-3 令和元年7月18日 令和2年7月17日

19-A-0582 ツインハウスフルヤ 横浜市鶴見区潮田町2-113-1 令和元年7月25日 令和2年7月24日

19-A-0583 日本鋳造(株)二見台寮 横浜市鶴見区鶴見1-13-24 令和元年7月26日 令和2年7月25日

19-A-0584 (株)京浜マリンエンジニアリング 横浜市神奈川区新子安1-14-7 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0585 中銀横浜大口マンシオン 横浜市神奈川区大口通40-5 令和元年7月3日 令和2年7月2日

19-A-0586 西神奈川アーバンビル 横浜市神奈川区西神奈川1-13 令和元年7月7日 令和2年7月6日

19-A-0587 横浜JECビル 横浜市神奈川区金港町6-15 令和元年7月16日 令和2年7月15日

19-A-0588 ホテルラシー 横浜市神奈川区鶴屋町2-9-31 令和元年7月23日 令和2年7月22日

19-A-0589 第11笠原ビル 横浜市西区北幸2-15-15 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0590 ワコーレ保土ヶ谷 横浜市西区元久保町5-8 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0591 マリオン横浜ハーバーライト 横浜市西区平沼1-29-17 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0592 第二田浦ビル 横浜市西区高島2-14-11 令和元年7月18日 令和2年7月17日

19-A-0593 神奈川県教育会館 横浜市西区藤棚町2-197 令和元年7月19日 令和2年7月18日

19-A-0594 横浜本牧総合事務所新館 横浜市中区錦町15 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0595 一般社団法人神奈川県電業協会 横浜市中区長者町4-9-3 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0596 本牧埠頭駅第一貨物事務室 横浜市中区本牧ふ頭1 令和元年7月18日 令和2年7月17日

19-A-0597 みなとみらい21線 日本大通り駅 横浜市中区日本大通9番地先 令和元年7月18日 令和2年7月17日

19-A-0598 RKセントラルビル 横浜市中区蓬莱町3-104 令和元年7月19日 令和2年7月18日

19-A-0599 桜木町スカイハイツ 横浜市中区野毛町2-90 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0600 ポートシティ伊勢佐木町 横浜市中区伊勢佐木町6-143-3 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0601 みなとみらい21地域冷暖房センタープラント 横浜市中区桜木町1-1-45 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0602 マエザワ第1コーポ 横浜市南区別所4-11-19 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0603 マリーヌ伊勢佐木 横浜市南区永楽町1-14-1 令和元年7月1日 令和2年6月30日

19-A-0604 旅荘一石 横浜市南区大岡2-8-6 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0605 第15曙ビル 横浜市南区南吉田町5-42 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0606 東洋水産(株)横浜社宅 横浜市南区大岡4-11-2 令和元年7月25日 令和2年7月24日

19-A-0607 日野インタービル 横浜市港南区日野8-4-17 令和元年7月10日 令和2年7月9日

19-A-0608 グレイシア横浜 横浜市保土ヶ谷区岩井町80-1 令和元年7月9日 令和2年7月8日

19-A-0609 湘南信用金庫 保土ヶ谷支店 横浜市保土ヶ谷区和田1-17-3 令和元年7月10日 令和2年7月9日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0610 長谷川ビル 横浜市保土ヶ谷区岩井町50 令和元年7月25日 令和2年7月24日

19-A-0611 グレーシア常盤台公園 横浜市保土ヶ谷区常盤台41-53 令和元年7月30日 令和2年7月29日

19-A-0612 ベイヒルズ横濱根岸 横浜市磯子区西町10-15 令和元年7月4日 令和2年7月3日

19-A-0613 エヴァホール横浜 横浜市磯子区森4-8-6 令和元年7月11日 令和2年7月10日

19-A-0614 一般社団法人神奈川県労働文化センター 横浜市磯子区中原1-1-17 令和元年7月11日 令和2年7月10日

19-A-0615 宮の前メゾン 横浜市金沢区富岡東4-7-34 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0616 西友　能見台店 横浜市金沢区西柴1-3-1 令和元年7月23日 令和2年7月22日

19-A-0617 サニーパレス金沢八景 横浜市金沢区六浦1-18-21 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0618 小坪商事ビル 横浜市金沢区能見台通3-3 令和元年7月25日 令和2年7月24日

19-A-0619 第5ムラタビル 横浜市青葉区市ヶ尾町1070-5 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0620 メモワールホール都筑 横浜市都筑区中川8-1-12 令和元年7月5日 令和2年7月4日

19-A-0621 コンドレア横浜 横浜市都筑区仲町台2-1-19 令和元年7月12日 令和2年7月11日

19-A-0622 カスタムB棟 横浜市都筑区中川3-36-20 令和元年7月16日 令和2年7月15日

19-A-0623 (株)久世　横浜DC 横浜市戸塚区上矢部町1021 令和元年7月2日 令和2年7月1日

19-A-0624 ハピネ 横浜市戸塚区上倉田町2155 令和元年7月8日 令和2年7月7日

19-A-0625 リベルテデュオ南瀬谷 横浜市瀬谷区阿久和南1-2-1 令和元年7月19日 令和2年7月18日

19-A-0626 大口増田ビル 横浜市神奈川区入江2-19-11 令和元年7月22日 令和2年7月21日

19-A-0627 特別養護老人ホームハマノ愛生園（本館） 横浜市西区浅間台6 令和元年7月26日 令和2年7月25日

19-A-0628 養護老人ホームハマノ愛生園 横浜市西区浅間台6 令和元年7月26日 令和2年7月25日

19-A-0629 社会福祉法人青い鳥　横浜市中部地域療育センター 横浜市南区清水ヶ丘49 令和元年7月30日 令和2年7月29日

19-A-0630 NTT保土ヶ谷ビル 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-10 令和元年7月23日 令和2年7月22日

19-A-0631 (株)NTT東日本プロパティーズ　NTT新保土ヶ谷ビル 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-10 令和元年7月23日 令和2年7月22日

19-A-0632 中山ショッピングセンター 横浜市緑区寺山町59 令和元年7月25日 令和2年7月24日

19-A-0633 HIKARIマンションpartⅢ 横浜市港北区綱島東1-22-25 令和元年7月26日 令和2年7月25日

19-A-0634 グリーンハイム綱島 横浜市港北区綱島西6-9-3 令和元年7月29日 令和2年7月28日

19-A-0635 NICE　OCHIAI　URBAN　PARK潮田 横浜市鶴見区潮田町2-129-4 令和元年7月16日 令和2年7月15日

19-A-0636 JX日鉱日石エネルギー(株)横浜製造所　4工場業者会館 横浜市神奈川区宝町5 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0637 JX日鉱日石エネルギー(株)横浜製造所　厚生会館 横浜市神奈川区子安通3-389 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0638 JX日鉱日石エネルギー(株)横浜製造所　総合荷造場 横浜市神奈川区守屋町4-18 令和元年7月24日 令和2年7月23日

19-A-0639 特別養護老人ホームハマノ愛生園（新館） 横浜市西区浅間台6 令和元年7月26日 令和2年7月25日

19-A-0640 JX日鉱日石エネルギー(株)笹下寮 横浜市港南区笹下3-18-18 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0641 JX日鉱日石エネルギー(株)久木寮（サンライズ久木） 横浜市磯子区久木町15-74 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0642 JX日鉱日石エネルギー(株)杉田寮 横浜市磯子区杉田3-30-13 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0643 泉水ハイツ 横浜市港北区綱島東1-21-22 令和元年7月12日 令和2年7月11日

19-A-0644 サンルーム青葉 横浜市青葉区荏田西1-12-1 令和元年7月17日 令和2年7月16日

19-A-0646 地域密着型特別養護老人ホーム　長寿の里・海津 海津市南濃町境70-1 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0647 ＣＯＲＰ　ＡＲＡＩ 湖西市新居町中之郷4090-17 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0649 特別養護老人ホーム友和苑 大垣市入方3-70-1 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0650 チェリーヴィラ広見苑 可児市広見1362 令和元年9月19日 令和2年9月18日

19-A-0651 (学)橘学苑中学校・高等学校 横浜市鶴見区獅子ケ谷1-10-35 令和元年8月6日 令和2年8月5日

19-A-0652 AGC(株)EE棟 横浜市鶴見区末広町1-1 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0653 横浜港流通センター 横浜市鶴見区大黒ふ頭22 令和元年8月19日 令和2年8月18日

19-A-0654 横浜市鶴見スポーツセンター 横浜市鶴見区元宮2-5-1 令和元年8月21日 令和2年8月20日

19-A-0655 Fuji馬場店 横浜市鶴見区馬場3-10-45 令和元年8月21日 令和2年8月20日

19-A-0656 鶴見大学女子学生寮 横浜市鶴見区東寺尾5-20-1 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0657 (株)商船三井鶴見寮 横浜市鶴見区豊岡町13-9 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0658 神奈川県立東部総合職業技術校 横浜市鶴見区寛政町28-2 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0659 ミナト・読売新聞鶴見工場 横浜市鶴見区弁天町3-9 令和元年8月29日 令和2年8月28日

19-A-0660 リバティー高橋 横浜市鶴見区生麦4-4-25 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0661 グランディール鶴見 横浜市鶴見区下末吉3-13-55 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0662 サンマリーナ新子安 横浜市神奈川区子安通3-360-1 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0663 イワサワビル 横浜市神奈川区神奈川2-16-15 令和元年8月22日 令和2年8月21日

19-A-0664 リブゼ横浜ステーションスクエア 横浜市神奈川区台町11-4 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0665 ベイステージ横浜432 横浜市神奈川区新浦島町1-1-1 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0666 特別養護老人ホーム　太陽の家横濱羽沢 横浜市神奈川区羽沢町2-1 令和元年8月29日 令和2年8月28日

19-A-0667 神奈川県社会福祉会館 横浜市神奈川区沢渡4-2 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0668 京浜急行電鉄(株)横浜駅 中央系統及び南部系統 横浜市西区高島2-16-1 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0669 京浜急行電鉄(株)横浜駅 北部系統 横浜市西区高島2-16-1 令和元年8月2日 令和2年8月1日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0670 ビサージュ横浜壱番館 横浜市西区平沼2-2-4 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0671 横浜市西スポーツセンター 横浜市西区浅間町4-340-1 令和元年8月19日 令和2年8月18日

19-A-0672 横浜由維ビル 横浜市西区南幸2-10-5 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0673 GM21ビル 横浜市西区北幸2-4-3 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0674 関内中央ビル 横浜市中区真砂町2-22 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0675 ロイヤルホールヨコハマ 横浜市中区山下町90-3 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0676 神奈川自治会館 横浜市中区山下町75 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0677 ホテルテラス横浜 横浜市中区花咲町3-95 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0678 オートウェーブ新山下店 横浜市中区新山下1-17-39 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0679 プライマリーナ山下公園グレーシアタワー 横浜市中区山下町60-1 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0680 グランシティ山下公園ユーロプレイス 横浜市中区山下町75-3 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0681 ザ・レジデンス本牧横浜ベイサイド（住居） 横浜市中区本牧原19-1 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0682 ザ・レジデンス本牧横浜ベイサイド（店舗） 横浜市中区本牧原19-1 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0683 木下商事ビル 横浜市中区真砂町4-43 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0684 日之出扇町ビル 横浜市中区扇町3-8-6 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0685 ネオキャッスル野毛 横浜市中区野毛町2-101 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0686 レイトンハウス横浜 低層階系統 横浜市中区山下町168 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0687 レイトンハウス横浜 高層階系統 横浜市中区山下町168 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0688 加納ビル YAYOICOURT 横浜市中区弥生町1-14-1 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0689 東日本電信電話(株)横浜ビル 横浜市中区山下町198 令和元年8月6日 令和2年8月5日

19-A-0690 横浜海上防災基地 横浜市中区新港1-2-1 令和元年8月6日 令和2年8月5日

19-A-0691 西田ビル 横浜市中区本町1-5 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0692 ニューイナズマビル 横浜市中区常盤町4-47 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0693 弁三ビル2丁目寄り 横浜市中区弁天通3-48 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0694 弁三ビル4丁目寄り 横浜市中区弁天通3-48 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0695 ニューオデオン 横浜市中区伊勢佐木町3-98 令和元年8月8日 令和2年8月7日

19-A-0696 横浜港本牧第一港湾労働者福祉センター 横浜市中区本牧ふ頭1 令和元年8月8日 令和2年8月7日

19-A-0697 合人社横浜日本大通7 横浜市中区日本大通7 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0698 あいおいニッセイ同和損保横浜ビル 横浜市中区本町5-48 令和元年8月19日 令和2年8月18日

19-A-0699 (株)聘珍樓横浜本店本館 横浜市中区山下町149 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0700 JPT元町ビル 横浜市中区山下町273 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0701 特別養護老人ホーム本牧ホーム 横浜市中区本牧原6-2 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0702 旭台ハイツ 横浜市中区根岸旭台20-1 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0703 横浜平和プラザホテル 横浜市中区太田町5-65 令和元年8月28日 令和2年8月27日

19-A-0704 モナニビル 横浜市中区山下町25-14 令和元年8月28日 令和2年8月27日

19-A-0705 特別養護老人ホーム新山下ホーム 横浜市中区新山下3-15-5 令和元年8月28日 令和2年8月27日

19-A-0706 ホテルミライ 横浜市中区長者町1-1-14 令和元年8月28日 令和2年8月27日

19-A-0707 神奈川芸術劇場・日本放送協会横浜放送会館合同施設 横浜市中区山下町281 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0708 サニーライフ永田台公園 横浜市南区永田台9-3 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0709 メモワールホール 横浜市南区高砂町2-21 令和元年8月8日 令和2年8月7日

19-A-0710 特別養護老人ホーム　リバーサイドフェニックス 横浜市南区中村町5-316-1 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0711 マークス横濱阪東橋 横浜市南区高根町3-17-28 令和元年8月16日 令和2年8月15日

19-A-0712 社会福祉法人　秀峰会　南永田桜樹の森 横浜市南区永田南1-2-37 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0713 ホテルティファナイン30 横浜市南区永楽町2-21-6 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0714 東日本電信電話(株)神奈川支店港南営業所 横浜市港南区日野1-9-33 令和元年8月6日 令和2年8月5日

19-A-0715 特別養護老人ホーム　芙蓉苑 横浜市港南区下永谷4-21-10 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0716 特別養護老人ホーム　サンバレー 横浜市港南区下永谷4-24-1 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0717 よこはま港南地域療育センター 横浜市港南区野庭町631 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0718 Fuji野庭店 横浜市港南区野庭町642-4 令和元年8月21日 令和2年8月20日

19-A-0719 上大岡仁正クリニック 横浜市港南区上大岡西1-10-1 令和元年8月21日 令和2年8月20日

19-A-0720 藤和横浜下永谷ホームズイーストブロック 横浜市港南区下永谷3-35 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0721 藤和横浜下永谷ホームズウエストブロック 横浜市港南区下永谷3-41 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0722 花見台アパート 横浜市保土ヶ谷区花見台1 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0723 西原アパート 横浜市保土ヶ谷区川島町1472 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0724 桜台ハイツ 横浜市保土ヶ谷区峰沢町342 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0725 花見台ハイツ 横浜市保土ヶ谷区花見台1 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0726 ハイツ南原団地1-5号棟 横浜市保土ヶ谷区川島町973 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0727 ハイツ南原団地6号棟 横浜市保土ヶ谷区川島町973 令和元年8月9日 令和2年8月8日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0728 ヒルテラス横浜・保土ヶ谷壱番館 横浜市保土ヶ谷区狩場町292-89 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0729 介護老人福祉施設　ヴィラ桜ヶ丘 横浜市旭区上白根町1436-10 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0730 西友　二俣川店 横浜市旭区二俣川2-52-1 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0731 西友　鶴ヶ峰店 横浜市旭区鶴ヶ峰2-22 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0732 介護老人保健施設希望の森 横浜市旭区上川井町2968-2 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0733 横浜市旭スポーツセンター 横浜市旭区川島町1983 令和元年8月19日 令和2年8月18日

19-A-0734 朝日プラザ二俣川Ⅱ 横浜市旭区二俣川2-10-10 令和元年8月19日 令和2年8月18日

19-A-0735 藤和ライブタウン希望が丘 横浜市旭区東希望が丘198-1 令和元年8月21日 令和2年8月20日

19-A-0736 介護老人福祉施設　ヴィラ横浜 横浜市旭区上白根町1437-1 令和元年8月22日 令和2年8月21日

19-A-0737 江戸徳ビル本館 横浜市磯子区磯子3-3-21 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0738 ブリリアシティ横浜磯子S棟ヒルトップモール 横浜市磯子区磯子3-13-2 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0739 磯子中原高層アパート 横浜市磯子区中原1-8-1 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0740 特別養護老人ホーム中原苑 横浜市磯子区中原3-6-10 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0741 特別養護老人ホーム　新磯子ホーム 横浜市磯子区滝頭2-29-1 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0742 (学)横浜学園高等学校 横浜市磯子区岡村2-4-1 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0743 磯子台パークハイツ第1期1,2,3号棟 横浜市磯子区氷取沢町150-4 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0744 磯子台パークハイツ第2期9,10号棟 横浜市磯子区氷取沢町150-4 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0745 磯子台パークハイツ第3期4,5,6号棟 横浜市磯子区氷取沢町150-4 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0746 磯子台パークハイツ第4期7,8号棟 横浜市磯子区氷取沢町150-4 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0747 磯子台パークハイツ第5期11,12,13,14号棟 横浜市磯子区氷取沢町150-4 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0748 東急ドエルステージ21磯子A棟 横浜市磯子区岡村1-20-1 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0749 東急ドエルステージ21磯子B棟 横浜市磯子区磯子7-15-1 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0750 東急ドエルステージ21磯子C棟 横浜市磯子区磯子7-15-2 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0751 横浜スバル磯子第2ビル 横浜市磯子区磯子3-4-31 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0752 プララ杉田すてーぴあ 横浜市磯子区杉田1-17-1 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0753 横浜こども科学館 横浜市磯子区洋光台5-2-1 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0754 ヘンケルジャパン(株) 横浜市磯子区新磯子町27-7 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0755 パーク・ハイム金沢文庫 横浜市金沢区釜利谷東3-18-1 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0756 平潟アパート 横浜市金沢区平潟町17 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0757 横浜市立金沢動物園 横浜市金沢区釜利谷東5-15-1 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0758 (株)ローマン工業横浜工場 横浜市金沢区福浦1-10-4 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0759 金沢文庫東パーク・ホームズ 横浜市金沢区町屋町17-8 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0760 サンハイツ西柴 横浜市金沢区西柴1-24 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0761 釜利谷南ハイム 横浜市金沢区釜利谷南2-15 令和元年8月2日 令和2年8月1日

19-A-0762 杉田ゴルフ場 横浜市金沢区福浦3-11-2 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0763 (株)神奈川機関紙印刷所 横浜市金沢区福浦2-1-12 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0764 キンセイ食品(株)本社工場 横浜市金沢区福浦2-1-6 令和元年8月19日 令和2年8月18日

19-A-0765 (株)江戸清 横浜本社工場 横浜市金沢区幸浦2-1-9 令和元年8月19日 令和2年8月18日

19-A-0766 レイディアントシティ横濱　カルティエ9 横浜市金沢区大川7-9 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0767 レイディアントシティ横濱　カルティエ11 横浜市金沢区大川7-11 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0768 レイディアントシティ横濱　カルティエ10 横浜市金沢区大川7-10 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0769 レイディアントシティ横濱　カルティエ8 横浜市金沢区大川7-8 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0770 (株)光洋 横浜市金沢区福浦1-5-1 令和元年8月24日 令和2年8月23日

19-A-0771 ニューウエルテラス金沢八景D棟 横浜市金沢区六浦東1-34-4-D号 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0772 シティ能見台つどいの街壱,弐番館 横浜市金沢区能見台4-3-15 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0773 ファミールガーデン横浜小机 横浜市港北区小机町1223-3 令和元年8月6日 令和2年8月5日

19-A-0774 新横浜ビレッジヒルズ 横浜市港北区小机町868-1 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0775 新横浜国際ホテル南館 横浜市港北区新横浜3-7-8 令和元年8月10日 令和2年8月9日

19-A-0776 新横浜国際ホテル本館 横浜市港北区新横浜3-18-1 令和元年8月10日 令和2年8月9日

19-A-0777 介護付有料老人ホーム　すこや家・北新横浜 横浜市港北区北新横浜2-3-1 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0778 東急ドエルアルス大倉山東 横浜市港北区大豆戸町80 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0779 エスポワール鳥山 横浜市港北区鳥山町605 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0780 フェンテ大倉山 横浜市港北区大豆戸町964-1 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0781 VERDE中山 横浜市緑区中山1-26-1 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0782 東急テクノシステム(株)長津田工場 横浜市青葉区恩田町704 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0783 藤和ライブタウン青葉台 横浜市青葉区梅が丘37-1 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0784 東急あざみ野ゴルフガーデン 横浜市青葉区大場町704-30 令和元年8月22日 令和2年8月21日

19-A-0785 サクラス戸塚ビル 横浜市戸塚区戸塚町4253-1 令和元年8月1日 令和2年7月31日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0786 サクラス戸塚ビル オアシスプール系統 横浜市戸塚区戸塚町4253-1 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0787 ニチイケアセンター　横浜戸塚 横浜市戸塚区深谷町1413-1 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0788 サニーライフ東戸塚 横浜市戸塚区前田町506-14 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0789 チェリーヒルズ上倉田 横浜市戸塚区上倉田町1730-10 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0790 有料老人ホームシニアホテル東戸塚サウスウイング 横浜市戸塚区上品濃16-15 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0791 戸塚崎陽軒 横浜市戸塚区原宿4-37-1 令和元年8月23日 令和2年8月22日

19-A-0792 サニーライフ横浜泉 横浜市泉区中田北2-14-28 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0793 和泉中央ビル 横浜市泉区和泉中央南5-2-6 令和元年8月8日 令和2年8月7日

19-A-0794 特別養護老人ホーム　いずみ芙蓉苑 横浜市泉区上飯田町4631 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0795 湘南泉病院 横浜市泉区新橋町1784 令和元年8月22日 令和2年8月21日

19-A-0796 介護老人保健施設　きららの里 横浜市泉区中田町3462-4 令和元年8月22日 令和2年8月21日

19-A-0797 西友　阿久和店 横浜市瀬谷区阿久和西1-25-1 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0798 横浜市瀬谷スポーツセンター 横浜市瀬谷区南台2-4-65 令和元年8月13日 令和2年8月12日

19-A-0799 日本埠頭倉庫(株)横浜事業所　3号倉庫 横浜市鶴見区大黒町5-50 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0800 松田屋ビル西館 横浜市鶴見区鶴見中央1-5-9 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0801 松田屋ビル東館 横浜市鶴見区鶴見中央1-5-9 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0802 (学)鶴見大学歯学部教職員宿舎ゲストハウス 横浜市鶴見区東寺尾5-20-2 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0803 ルミー森川 横浜市鶴見区豊岡町14-21 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0804 新井マンション入江 横浜市神奈川区入江2-14-9 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0805 ANNI横浜EAST 横浜市神奈川区立町6-1 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0806 クリオ新子安弐番館 横浜市神奈川区新子安1-15-10 令和元年8月22日 令和2年8月21日

19-A-0807 NICアーバンスピリッツ横浜反町 横浜市神奈川区反町3-23-9 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0808 横浜医療秘書歯科助手専門学校　本館 横浜市神奈川区西神奈川1-18-3 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0809 エルクール東丘 横浜市西区東ヶ丘75 令和元年8月19日 令和2年8月18日

19-A-0810 ROGOS21戸部 横浜市西区中央1-29-16 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0811 社会福祉法人　横浜市福祉サービス協会 横浜市西区桜木町6-31 令和元年8月29日 令和2年8月28日

19-A-0812 馬車道ウエストビル 横浜市中区尾上町5-77-2 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0813 関内中央ビル大和興業(株)系統 横浜市中区真砂町2-26 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0814 三溪台ハイツ 横浜市中区本牧間門18-24 令和元年8月6日 令和2年8月5日

19-A-0815 石橋ビル 横浜市中区南仲通4-39 令和元年8月7日 令和2年8月6日

19-A-0816 横浜税関本牧埠頭出張所 横浜市中区本牧ふ頭2 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0817 高橋ビル 横浜市中区若葉町2-33 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0818 医療法人社団新東会横浜みのるクリニック 横浜市南区別所1-13-8 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0819 弘明寺マンション 横浜市南区弘明寺町243-6 令和元年8月19日 令和2年8月18日

19-A-0820 永田東コーポラス 横浜市南区永田東3-9-18 令和元年8月29日 令和2年8月28日

19-A-0821 ニックアーバンハイム上大岡第2 横浜市港南区最戸2-7-1 令和元年8月8日 令和2年8月7日

19-A-0822 赤い屋根保育園 横浜市港南区港南台5-3-1 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0823 Fuji芹ヶ谷店 横浜市港南区芹が谷5-1-1 令和元年8月21日 令和2年8月20日

19-A-0824 横浜市下永谷地域ケアプラザ 横浜市港南区下永谷3-33-5 令和元年8月26日 令和2年8月25日

19-A-0825 アドヴァンス保土ヶ谷 横浜市保土ヶ谷区岩井町122-5 令和元年8月29日 令和2年8月28日

19-A-0826 大岡ビル 横浜市旭区鶴ケ峰1-12-3 令和元年8月6日 令和2年8月5日

19-A-0827 クリオ磯子壱番館 横浜市磯子区磯子3-2-21 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0828 市村ビルA棟 横浜市磯子区洋光台1-25-21 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0829 サングレイス洋光台 横浜市磯子区栗木3-2-25 令和元年8月24日 令和2年8月23日

19-A-0830 モリマート住宅 横浜市磯子区森1-16-17 令和元年8月30日 令和2年8月29日

19-A-0831 横浜市富岡地域ケアプラザ 横浜市金沢区富岡西7-16-1 令和元年8月9日 令和2年8月8日

19-A-0832 ソメヤ商事(株) 横浜市金沢区六浦5-1-5 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0833 ロイヤルプラザ金沢文庫 横浜市金沢区寺前1-8-7 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0834 南コーポラス 横浜市金沢区寺前2-26-15 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0835 レディースドーム日吉 横浜市港北区日吉本町1-17-5 令和元年8月1日 令和2年7月31日

19-A-0836 ライフヒルズ日吉 横浜市港北区日吉本町2-24-21 令和元年8月6日 令和2年8月5日

19-A-0837 メイフェア大倉山西 横浜市港北区新羽町1781-3 令和元年8月6日 令和2年8月5日

19-A-0838 学校法人大谷学園港北2号館 清心女子高等学校 横浜市港北区篠原台町36-37 令和元年8月21日 令和2年8月20日

19-A-0839 グランディメゾン日吉 横浜市港北区日吉7-13-13 令和元年8月28日 令和2年8月27日

19-A-0840 ステイヒルズ 横浜市青葉区市ケ尾町1170-4 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0841 クレールせせらぎ 横浜市都筑区仲町台5-3-34 令和元年8月28日 令和2年8月27日

19-A-0842 ハイシティ本郷台 横浜市栄区小菅ヶ谷1-15-54 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0843 横浜市笠間地域ケアプラザ 横浜市栄区笠間1-1-1 令和元年8月26日 令和2年8月25日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0844 本郷スポーツプラザ(セントラルスイムクラブ本郷台) 横浜市栄区小菅ヶ谷1-26-1 令和元年8月28日 令和2年8月27日

19-A-0845 露木ビル第2 横浜市瀬谷区瀬谷1-21-3 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0846 ベルコート日吉 横浜市港北区日吉6-3-35 令和元年8月8日 令和2年8月7日

19-A-0847 ベルコート日吉Ⅱ 横浜市港北区日吉6-3-37 令和元年8月8日 令和2年8月7日

19-A-0848 ヒルハイツたまプラーザソルヴィル 横浜市青葉区新石川4-29-4 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0849 江田パークサイドマンション 横浜市青葉区荏田北1-6-1 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0850 エミネンスすみよし台 横浜市青葉区すみよし台15-21 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0851 エミネンスすみよし台2号館 横浜市青葉区すみよし台15-25 令和元年8月5日 令和2年8月4日

19-A-0852 ヒルトップ市ヶ尾 横浜市都筑区見花山40-22 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0853 ニックハイム東寺尾第3 横浜市鶴見区東寺尾2-3-2 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0854 NICE　URBAN北寺尾第2 横浜市鶴見区北寺尾6-32-18 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0855 東建シティハイツ鶴見中央 横浜市鶴見区鶴見中央3-21-9 令和元年8月20日 令和2年8月19日

19-A-0856 フローレンスパレス綱島 横浜市港北区綱島西4-1-23 令和元年8月8日 令和2年8月7日

19-A-0857 ラハイナコート21 横浜市港北区日吉6-3-39 令和元年8月8日 令和2年8月7日

19-A-0858 テラス見花山 横浜市都筑区見花山31-9 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0859 シェラ東戸塚 横浜市戸塚区品濃町545-25 令和元年8月27日 令和2年8月26日

19-A-0860 アミスターⅡ 焼津市小土626-1 令和元年9月19日 令和2年9月18日

19-A-0861 株式会社イシワリ東名工場 焼津市越後島399-1 令和元年9月19日 令和2年9月18日

19-A-0862 伊豆医療福祉センター北側 伊豆の国市寺家202 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-0863 クレッセント鶴見中央シーズニア 横浜市鶴見区鶴見中央3-10-26 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-0864 特別養護老人ホーム　ニューバード獅子ケ谷 横浜市鶴見区獅子ケ谷3-10-8 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-0865 横浜市医師会聖灯看護専門学校 横浜市鶴見区下野谷町3-88-16 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0866 ヒルトップ横浜東寺尾 横浜市鶴見区東寺尾4-1-1 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-0867 (株)アベ大黒埠頭物流センター 横浜市鶴見区大黒ふ頭18 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-0868 ドメスティックプラザ鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央2-1-1 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-0869 全日空神大寺社宅 横浜市神奈川区神大寺3-3-15 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-0870 医療法人財団俊陽会古川病院 横浜市神奈川区子安通2-286 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-0871 JFEエンジニアリング(株)東神奈川寮 横浜市神奈川区富家町6-1 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-0872 横浜市中央卸売市場本場水産部 横浜市神奈川区山内町1 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-0873 横浜市中央卸売市場本場青果棟 横浜市神奈川区山内町1 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-0874 (株)JVCケンウッド本社・横浜事業所 横浜市神奈川区守屋町3-12 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-0875 クレストシティタワーズ横浜ガーデンタワー 横浜市神奈川区子安通3-353 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0876 クレストシティタワーズ横浜アクアタワー 横浜市神奈川区子安通3-353 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0877 第三京浜道路　保土ヶ谷パーキングエリア（保土ヶ谷PA） 横浜市神奈川区羽沢町58 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-0878 サンハイム西寺尾 横浜市神奈川区西寺尾3-25-15 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-0879 横浜市神奈川スポーツセンター 横浜市神奈川区三ツ沢上町11-18 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0880 ポートサイドサクラビル 横浜市神奈川区栄町17-2 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0881 ビレッジハウス菅田 横浜市神奈川区菅田町799 令和元年9月26日 令和2年9月25日

19-A-0882 みなとみらいグランドセントラルタワー 横浜市西区みなとみらい4-6-2 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-0883 藤和シティホームズ桜木町 横浜市西区花咲町4-107-6 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-0884 日通商事横浜ビル 横浜市西区高島2-19-3 令和元年9月6日 令和2年9月5日

19-A-0885 伊勢山皇大神宮 横浜市西区宮崎町64 令和元年9月10日 令和2年9月9日

19-A-0886 AMAX YOKOHAMA 横浜市西区平沼1-2-20 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0887 鹿島建設(株)横浜支店ビル 横浜市中区太田町4-51 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0888 ニューライフ横浜大通り公園 横浜市中区弥生町3-26-1 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0889 横浜第二港湾合同庁舎 横浜市中区海岸通1-1 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0890 朝日生命横浜本町ビル 横浜市中区本町4-36 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0891 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル 横浜市中区長者町5-53 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0892 関内ワイズビル 横浜市中区不老町2-9-1 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0893 太陽生命関内ビル 横浜市中区羽衣町1-3-1 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0894 KDX横浜関内ビル 横浜市中区相生町3-56-1 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0895 横浜市技能文化会館 横浜市中区万代町2-4-7 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-0896 第三大場ビル 横浜市中区長者町4-11-8 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0897 北川商事ビル 横浜市中区桜木町3-11 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0898 ナイスアーバン横濱伊勢佐木町 横浜市中区末吉町2-25-1 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0899 グランブリエ横濱山下公園 横浜市中区山下町12-2 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-0900 リスト関内ビル 横浜市中区尾上町4-47 令和元年9月6日 令和2年9月5日

19-A-0901 本牧6番街ビル飲食街2F系統 横浜市中区本牧原14-1 令和元年9月6日 令和2年9月5日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0902 本牧6番街ビル遊技場1F系統 横浜市中区本牧原14-1 令和元年9月6日 令和2年9月5日

19-A-0903 ｂｅｌｌｅ関内 横浜市中区蓬莱町1-1-3 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-0904 ボンセジュール横浜新山下 横浜市中区新山下2-12-55 令和元年9月13日 令和2年9月12日

19-A-0905 聖母愛児園 横浜市中区山手町68 令和元年9月13日 令和2年9月12日

19-A-0906 神奈川県立かながわ労働プラザ 横浜市中区寿町1-4 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0907 日産自動車(株)本牧専用埠頭 横浜市中区錦町8 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0908 関内ファーストビル 横浜市中区扇町3-8-8 令和元年9月18日 令和2年9月17日

19-A-0909 アルファコンフォート横浜 横浜市中区不老町1-4-1 令和元年9月18日 令和2年9月17日

19-A-0910 万国橋会議センター 横浜市中区海岸通4-23 令和元年9月18日 令和2年9月17日

19-A-0911 アルカンシェル横浜山下公園 横浜市中区山下町93 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0912 横浜海員会館 横浜市中区山下町84 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-0913 菜香新館 横浜市中区山下町192 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-0914 関内新井ビル 横浜市中区尾上町1-8 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-0915 岩崎歯科医院 横浜市中区本牧町1-108 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-0916 ローズホテル横浜 横浜市中区山下町77 令和元年9月26日 令和2年9月25日

19-A-0917 県民共済馬車道ビル 横浜市中区元浜町4-32 令和元年9月26日 令和2年9月25日

19-A-0918 エクセル根岸 横浜市中区根岸町3-148-2 令和元年9月27日 令和2年9月26日

19-A-0919 グローリオ横浜関内 横浜市中区長者町2-5-9 令和元年9月27日 令和2年9月26日

19-A-0920 テーオービル 横浜市中区住吉町2-27-1 令和元年9月30日 令和2年9月29日

19-A-0921 本牧エスタ専用駐車場 横浜市中区本牧原17-1 令和元年9月30日 令和2年9月29日

19-A-0922 ホテルルートイン横浜馬車道 横浜市中区弁天通4-53-1 令和元年9月30日 令和2年9月29日

19-A-0923 サニーハイツ 横浜市南区六ツ川1-689-1 令和元年9月19日 令和2年9月18日

19-A-0924 黒湯天然温泉みうら湯 弘明寺店 横浜市南区中里1-25-1 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0925 特別養護老人ホーム白朋苑 横浜市南区大岡5-13-15 令和元年9月27日 令和2年9月26日

19-A-0926 TAフラット笹下 横浜市港南区笹下1-5-10 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0927 中萬ビル 横浜市港南区丸山台1-10-24 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0928 特別養護老人ホーム笹の風 横浜市港南区笹下4-12-35 令和元年9月10日 令和2年9月9日

19-A-0929 特別養護老人ホーム　日野サザンポート 横浜市港南区日野6-13-1 令和元年9月19日 令和2年9月18日

19-A-0930 ホーユウパレス笹下 横浜市港南区笹下3-1-11 令和元年9月26日 令和2年9月25日

19-A-0931 洋光台三和プラザⅡ 横浜市港南区日野中央3-16-14 令和元年9月26日 令和2年9月25日

19-A-0932 ロピア港南台 横浜市港南区港南台9-1-2 令和元年9月26日 令和2年9月25日

19-A-0933 横浜・星の丘ViewCity 横浜市保土ヶ谷区仏向西22 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-0934 医療法人社団　伊純会　介護老人保健施設　スカイ 横浜市保土ヶ谷区常盤台84-1 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-0935 聖ヶ丘教育福祉専門学校 横浜市保土ヶ谷区常盤台66-18 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-0936 ラムセス横浜西谷 横浜市保土ヶ谷区西谷町1255-1 令和元年9月30日 令和2年9月29日

19-A-0937 グランパーク鶴ケ峰 横浜市旭区上白根1-1-22 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-0938 サニーライフ南万騎が原 横浜市旭区さちが丘98-1 令和元年9月10日 令和2年9月9日

19-A-0939 特別養護老人ホーム富士見園 横浜市旭区南本宿町125-1 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0940 神奈川県立よこはま看護専門学校 横浜市旭区中尾1-5-1 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0941 二俣川北口ビル 横浜市旭区二俣川1-6-1 令和元年9月30日 令和2年9月29日

19-A-0942 ニックハイム磯子 横浜市磯子区磯子3-11-1 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0943 ナイスアーバン磯子Ⅱ 横浜市磯子区森1-8-12 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0944 ナイスアーバン磯子 横浜市磯子区磯子2-9-16 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0945 スカイタウン杉田 横浜市磯子区杉田2-8-22 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0946 ナイスアーバン磯子杉田台 横浜市磯子区杉田8-3-40 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0947 ナイスアーバン横濱根岸 横浜市磯子区原町8-39 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0948 ナイスアーバン洋光台ガーデンヒル 横浜市磯子区洋光台2-13-12 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0949 横浜市磯子スポーツセンター 横浜市磯子区杉田5-32-25 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-0950 サンヴェール磯子 横浜市磯子区広地町11-49 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-0951 サニーハイツ洋光台 横浜市磯子区栗木3-8-5 令和元年9月12日 令和2年9月11日

19-A-0952 コーポ湘友 横浜市磯子区中原4-26-33 令和元年9月12日 令和2年9月11日

19-A-0953 ドーミー洋光台 横浜市磯子区洋光台3-22-25 令和元年9月12日 令和2年9月11日

19-A-0954 (株)ジェイペック横浜寮 横浜市磯子区磯子2-7-15 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-0955 オーク・ハイム 横浜市磯子区久木町18-8 令和元年9月30日 令和2年9月29日

19-A-0956 ファミールガーデン横浜・屏風浦 横浜市磯子区森4-12-9 令和元年9月30日 令和2年9月29日

19-A-0957 ナイスステージ湘南富岡 横浜市金沢区富岡西3-9-20 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0958 東洋冷蔵(株)横浜工場 横浜市金沢区富岡東2-6-20 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-0959 ニッコーハイム金沢八景 横浜市金沢区洲崎町23-6 令和元年9月4日 令和2年9月3日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-0960 日本発条(株)横浜事業所 横浜市金沢区福浦3-10 令和元年9月14日 令和2年9月13日

19-A-0961 (株)日本製鋼所横浜製作所 横浜市金沢区福浦2-2-1 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0962 (株)日本製鋼所横浜製作所金沢文庫アパート 横浜市金沢区寺前2-26-21 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0963 (株)日本製鋼所金沢文庫寮 横浜市金沢区釜利谷東1-1-2 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0964 (株)日本製鋼所洲崎アパート 横浜市金沢区洲崎町11-16 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0965 藤和シティホームズ金沢文庫ファインシティオ 横浜市金沢区谷津町30-13 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0966 横浜横須賀道路　朝比奈IC 横浜市金沢区朝比奈町172-15 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-0967 特別養護老人ホーム若草ホーム 横浜市金沢区平潟町12-1 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0968 コモア六浦1,2,3番館 横浜市金沢区六浦南5-11-1 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0969 コモア六浦4番館 横浜市金沢区六浦南5-11-4 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0970 コモア六浦5番館 横浜市金沢区六浦南5-11-5 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0971 コモア六浦6番館 横浜市金沢区六浦南5-11-6 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-0972 金沢文庫病院 横浜市金沢区釜利谷東2-6-22 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-0973 三和フード(株)横浜工場 横浜市金沢区幸浦2-11-3 令和元年9月26日 令和2年9月25日

19-A-0974 若草病院本館 横浜市金沢区平潟町12-1 令和元年9月27日 令和2年9月26日

19-A-0975 若草病院厨房棟 横浜市金沢区平潟町12-1 令和元年9月27日 令和2年9月26日

19-A-0976 プレイヤー日吉 横浜市港北区箕輪町2-5-25 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-0977 藤和シティホームズ大倉山弐番館 横浜市港北区大豆戸町67-3 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-0978 藤和シティホ-ムズ大倉山東 横浜市港北区師岡町495-5 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-0979 NMF新横浜ビル(旧NOF新横浜ビル) 横浜市港北区新横浜2-15-16 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-0980 アースコンセプト綱島 横浜市港北区綱島西5-14-1 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-0981 都筑パーキングエリア　（都筑PA） 横浜市港北区新吉田町5204 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-0982 プロスペリテ2 横浜市港北区鳥山町19 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-0983 ロータス綱島 横浜市港北区綱島東1-21-25 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-0984 DSM新横浜ビル 横浜市港北区新横浜2-6-3 令和元年9月26日 令和2年9月25日

19-A-0985 ロックヒルズ鴨居 横浜市緑区鴨居3-2-10 令和元年9月10日 令和2年9月9日

19-A-0986 藤和シティホームズ中山 横浜市緑区上山2-8-5 令和元年9月12日 令和2年9月11日

19-A-0987 たまプラーザ岩崎マンション 横浜市青葉区新石川2-5-10 令和元年9月7日 令和2年9月6日

19-A-0988 アムール青葉 横浜市青葉区梅が丘7-1 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-0989 ベルデ・レナール 横浜市都筑区葛が谷3-4 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-0990 (株)ヤナセ　横浜港北支店 横浜市都筑区折本町253 令和元年9月10日 令和2年9月9日

19-A-0991 藤和シティコープ港北中川 横浜市都筑区牛久保3-4-6 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-0992 パルS＆S 横浜市都筑区茅ケ崎南5-20-22 令和元年9月13日 令和2年9月12日

19-A-0993 北トマトビル 横浜市都筑区中川中央1-5-9 令和元年9月18日 令和2年9月17日

19-A-0994 東日本高速道路(株)　京浜管理事務所（港北ＩＣ) 横浜市都筑区川向町1047 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-0995 川和団地 横浜市都筑区川和町987-2 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-0996 サイドヒル矢部 横浜市戸塚区矢部町1025-3 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-0997 藤和シティホームズ東戸塚Ⅱ 横浜市戸塚区平戸3-52-25 令和元年9月12日 令和2年9月11日

19-A-0998 ブレスタージュ東戸塚 横浜市戸塚区川上町639-1 令和元年9月12日 令和2年9月11日

19-A-0999 横浜新道　戸塚パーキングエリア（下り線） 横浜市戸塚区名瀬町312 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-1000 横浜新道　戸塚パーキングエリア（上り線） 横浜市戸塚区名瀬町268 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-1001 株式会社ファンケル美健　横浜第一工場 横浜市栄区飯島町53 令和元年9月13日 令和2年9月12日

19-A-1002 神奈川県営いちょう上飯田高層アパート28号棟 横浜市泉区上飯田町2670 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-1003 神奈川県営いちょう上飯田高層アパート29号棟 横浜市泉区上飯田町2670 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-1004 神奈川県営いちょう上飯田高層アパート30号棟 横浜市泉区上飯田町2670 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-1005 神奈川県営いちょう上飯田高層アパート31号棟 横浜市泉区上飯田町2670 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-1006 神奈川県営いちょう上飯田高層アパート32号棟 横浜市泉区上飯田町2670 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-1007 神奈川県営新いちょう上飯田アパートE47,48号棟 横浜市泉区上飯田町2670 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-1008 サニーアイル 横浜市泉区上飯田町4702-1 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-1009 相沢原団地 横浜市瀬谷区瀬谷2-45 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-1010 橋戸原団地 横浜市瀬谷区橋戸2-23 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-1011 学校法人瀬谷学園瀬谷幼稚園 横浜市瀬谷区南台1-30-6 令和元年9月10日 令和2年9月9日

19-A-1012 サニーライフ瀬谷 横浜市瀬谷区橋戸1-27-1 令和元年9月10日 令和2年9月9日

19-A-1013 神奈川県営阿久和団地第2-2 横浜市瀬谷区阿久和南4-8-1 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-1014 細谷戸ハイツ4街区1～12号棟 横浜市瀬谷区瀬谷町5812 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-1015 細谷戸ハイツ2街区1,2号棟 横浜市瀬谷区瀬谷町4125 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-1016 細谷戸ハイツ3街区1～3号棟 横浜市瀬谷区瀬谷町4125 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-1017 細谷戸ハイツ5街区1～5号棟 横浜市瀬谷区瀬谷町5812 令和元年9月11日 令和2年9月10日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-1018 細谷戸ハイツ9街区1～5号棟 横浜市瀬谷区瀬谷町5812 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-1019 細谷戸ハイツ8街区1～4号棟 横浜市瀬谷区瀬谷町5812 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-1020 神奈川県営阿久和団地第2-1 横浜市瀬谷区阿久和南4-8-1 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-1021 レジデンス・デュ－ 横浜市瀬谷区二ツ橋町314-1 令和元年9月12日 令和2年9月11日

19-A-1022 グランドステータス小塚マンション 横浜市鶴見区駒岡2-18-12 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-1023 東寺尾セントラルハイツ 横浜市鶴見区東寺尾1-34-17 令和元年9月19日 令和2年9月18日

19-A-1024 エフテム白十字ビル 横浜市神奈川区鶴屋町2-15 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-1025 京浜急行バス(株)新子安事務所 横浜市神奈川区守屋町3-12 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-1026 京浜交通(株)白楽寮 横浜市神奈川区白幡向町7-4 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-1027 アイランドパレス東神奈川 横浜市神奈川区神奈川2-18-18 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-1028 パークサイド新町 横浜市神奈川区新町15-10 令和元年9月27日 令和2年9月26日

19-A-1029 エイワ第2本社ビル 横浜市西区平沼1-6-10 令和元年9月6日 令和2年9月5日

19-A-1030 宇田川ビル 横浜市中区相生町2-27 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-1031 横浜国際ビル 横浜市中区尾上町3-28 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-1032 新福富ビル 横浜市中区福富町西通48 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-1033 神奈川韓国商工会議所会館 横浜市中区若葉町3-43-4 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-1034 ホテルエスター 横浜市中区野毛町2-71-12 令和元年9月3日 令和2年9月2日

19-A-1035 春海ビル 横浜市中区新山下2-11-38 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-1036 西松建設(株)山下独身寮 横浜市中区山下町121 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-1037 チェリーガーデン桜木町 横浜市中区花咲町3-95 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-1038 オセアン元町ビル 横浜市中区元町5-201 令和元年9月6日 令和2年9月5日

19-A-1039 トヨタエルアンドエフ神奈川(株) 横浜市中区本牧十二天2-8 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-1040 ヴァンリール 横浜市中区竹之丸127-4 令和元年9月13日 令和2年9月12日

19-A-1041 シティーメゾン川本 横浜市中区伊勢佐木町6-146 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-1042 タナカビル 金港アートオークションビル 横浜市中区住吉町3-30 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-1043 ラパンビルⅡ 横浜市中区南仲通4-46 令和元年9月29日 令和2年9月28日

19-A-1044 三井ビル 横浜市港南区日野5-23-9 令和元年9月10日 令和2年9月9日

19-A-1045 ウスイホーム第12ビル 横浜市港南区上大岡西1-10-11 令和元年9月19日 令和2年9月18日

19-A-1046 上大岡三和プラザ 横浜市港南区芹が谷2-8-42 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-1047 ライフェリア上大岡 横浜市港南区東永谷3-43-20 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-1048 T’s garden屏風ヶ浦A棟 横浜市港南区笹下3-6-2 令和元年9月30日 令和2年9月29日

19-A-1049 T’s garden屏風ヶ浦B棟 横浜市港南区笹下3-6-2 令和元年9月30日 令和2年9月29日

19-A-1050 ホ－ユウパレス鶴ケ峰 横浜市旭区川島町2066-8 令和元年9月6日 令和2年9月5日

19-A-1051 ハニーハウス 横浜市旭区鶴ヶ峰1-38-1 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-1052 サンフラワーマンション 横浜市磯子区中原2-8-5 令和元年9月12日 令和2年9月11日

19-A-1053 日神パレステージ磯子の森弐番館 横浜市磯子区森2-7-2 令和元年9月14日 令和2年9月13日

19-A-1054 町屋マンション 横浜市金沢区町屋町3-10 令和元年9月11日 令和2年9月10日

19-A-1055 ハイム桜ケ丘 横浜市金沢区富岡西7-45-9 令和元年9月12日 令和2年9月11日

19-A-1056 美装マンション 横浜市港北区菊名6-14-7 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-1057 グランディメゾン日吉Ⅱ 横浜市港北区日吉6-2-14 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-1058 光正新横浜駅前ビル 横浜市港北区新横浜2-4-17 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-1059 新横浜第1竹生ビル　新館 横浜市港北区新横浜2-2-3 令和元年9月13日 令和2年9月12日

19-A-1060 エクセルマンション楡 横浜市港北区小机町868-38 令和元年9月13日 令和2年9月12日

19-A-1061 村岡ビル 横浜市港北区小机町455 令和元年9月13日 令和2年9月12日

19-A-1062 スリーワンビル 横浜市港北区新横浜3-20-5 令和元年9月18日 令和2年9月17日

19-A-1063 ハワイアンカフェ＆レストランメレンゲ岸根公園店 横浜市港北区篠原町1123 令和元年9月20日 令和2年9月19日

19-A-1064 株式会社エヌ・ティ・エス新横浜ビル 横浜市港北区新横浜2-5-7 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-1065 東京綜合写真専門学校 横浜市港北区箕輪町2-2-32 令和元年9月25日 令和2年9月24日

19-A-1066 サンメゾンヒラニ5号館 横浜市緑区青砥町305 令和元年9月4日 令和2年9月3日

19-A-1067 アーデン藤が丘 横浜市青葉区千草台13-17 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-1068 プロスぺールすすき野 横浜市青葉区すすき野3-7-2 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-1069 エレガンス・カーサあざみ野 横浜市青葉区黒須田32-4 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-1070 AOKIホールディングス別館AICC 横浜市都筑区荏田東2-1-52 令和元年9月5日 令和2年9月4日

19-A-1071 学校法人　柏木学園　都筑ケ丘幼稚園 横浜市都筑区川和町2699 令和元年9月7日 令和2年9月6日

19-A-1072 フレイスハイム1 横浜市都筑区北山田3-11-9 令和元年9月17日 令和2年9月16日

19-A-1073 ニューライフ戸塚 横浜市戸塚区矢部町969-30 令和元年9月2日 令和2年9月1日

19-A-1074 横浜市戸塚スポーツセンター 横浜市戸塚区上倉田町477 令和元年9月9日 令和2年9月8日

19-A-1075 ＭＡＣビューネ中山 横浜市緑区中山町993-1 令和元年9月24日 令和2年9月23日



管理適合施設番号 施設名 住所 登録日 有効期限

19-A-1076 パストラルフォート江田 横浜市青葉区荏田北1-5-6 令和元年9月24日 令和2年9月23日

19-A-1077 味の素鶴見物流センター 横浜市鶴見区大黒町9-14 令和元年9月13日 令和2年9月12日

19-A-1079 まほろばクリーンセンター 南国市廿枝1455 令和元年10月23日 令和2年10月22日

19-A-1082 社会福祉法人博愛会　博愛長寿苑　美濃里 不破郡垂井町宮代1153-2 令和元年10月3日 令和2年10月2日

19-A-1083 特別養護老人ホーム　飛騨古川さくらの郷 飛騨市古川町杉崎598-1 令和元年10月30日 令和2年10月29日


