
所在地 建物名称 備考

魚崎北町１ セレッソコート神戸魚崎北町 報告済み
魚崎北町２ シェリール魚崎北町 報告済み
魚崎北町４ グランドハイツ魚崎 報告済み
魚崎北町４ ファミール住吉川 報告済み
魚崎北町４ ヴェルティーク住吉川 報告済み
魚崎北町５ ファミール本山 報告済み
魚崎北町５ ワコーレテラス魚崎北町 報告済み
魚崎北町５ エール甲南 報告済み
魚崎北町５ メープル魚崎北町 報告済み
魚崎北町６ シャロームテラス 報告済み
魚崎北町８ グラン・フェルティ東灘住吉川 報告済み
魚崎北町８ ロイヤル魚崎 報告済み
魚崎中町１ ジークレフ青木 報告済み
魚崎中町１ 魚崎コーポラス 報告済み
魚崎中町１ ハッピーコート魚崎 報告済み
魚崎中町１ ジークレフ魚崎弐番館 報告済み
魚崎中町４ コンドミニアム魚崎 報告済み
魚崎中町４ アコード魚崎 報告済み
魚崎中町４ ルネシティ魚崎中町 報告済み
魚崎中町４ シルフィード ドゥ　北魚崎 報告済み
魚崎西町２ ワコーレ住吉川シーズンズ 報告済み
魚崎西町３ モアライフ魚崎 報告済み
魚崎西町４ ファミール魚崎駅前 報告済み
魚崎西町４ パルメーラ住吉川 報告済み
魚崎南町２ アルス魚崎 報告済み
魚崎南町３ ネオコーポ魚崎 報告済み
魚崎南町３ ガーデンハイツ魚崎 報告済み
魚崎南町３ ライオンズガーデン魚崎壱番館 報告済み
魚崎南町３ ライオンズガーデン魚崎弐番館 報告済み
魚崎南町４ グリーングラス魚崎 報告済み
魚崎南町４ ロジュマン神戸住吉川 報告済み
魚崎南町５ サンハイツ魚崎 報告済み
魚崎南町５ 魚崎グリーンハイツ 報告済み
魚崎南町５ レジオン住吉川 報告済み
魚崎南町５ 魚崎南パークホームズ弐番館 報告済み
魚崎南町５ ライオンズﾞマンション住吉川 報告済み
魚崎南町５ ルネ神戸住吉川清流の道 報告済み
魚崎南町８ グラン・パレ魚崎 報告済み
渦森台 御影サニーハイツ 報告済み
渦森台 ディセット渦が森 報告済み
青木２ コープ野村東灘青木 報告済み

青木２
マイシティレックスマンション
東灘コーストアヴェニュー弐番館

報告済み

青木２
マイシティレックスマンション
東灘コーストアヴェニュー参番館

報告済み

青木２ パレ青木 報告済み
青木２ ワコーレ青木プレイス 報告済み
青木３ ワコーレKOBEハーバーマークス 報告済み
青木６ モンラヴィ青木 報告済み
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青木６ モンラヴィ青木  二番館 報告済み
青木６ 川北ビル 報告済み
青木６ リベール東灘青木 報告済み
岡本１ ＫＳビル 報告済み
岡本１ ガーデンライフ岡本 報告済み
岡本１ 岡本香梅館 報告済み
岡本２ 岡本パークホームズ 報告済み
岡本３ センターヒル岡本 報告済み
岡本３ ワコーレ岡本三丁目 報告済み
岡本３ グランフォート岡本 報告済み
岡本３ アメニティコート岡本 報告済み
岡本３ ロッテ不動産株式会社 神戸オフィス 報告済み
岡本４ 岡本センチュリーマンション 報告済み
岡本５ ジオ阪急岡本 報告済み
岡本６ 岡本ハウベス 報告済み
岡本７ メゾン岡本７丁目 報告済み
岡本８ ヴェルーサ岡本山手 報告済み
鴨子ヶ原１ アルトゥーラ御影 報告済み
鴨子ヶ原２ プレジデンス御影 報告済み
鴨子ケ原２ セレッソコート御影ヒルズ緑望館 報告済み
鴨子ケ原２ セレッソコート御影ヒルズ光陵館 報告済み
鴨子ケ原３ パーク・ハイム御影ヒルズ 報告済み
北青木２ エクセル北青木 報告済み
北青木２ コーポ・コドー 報告済み
北青木２ アプリーレ新青木一番館 報告済み
北青木３ ファミール青木 報告済み
北青木３ ファミール東灘・北青木 報告済み
北青木３ 甲南サンライト青木 報告済み
北青木３ ワコーレコンフォール北青木 報告済み
北青木３ クラシェス北青木 報告済み
北青木４ 摂津コーラルハイツ 報告済み
北青木４ 青木グリーンハイツ 報告済み
甲南町１ アーバングリーン本山 報告済み
甲南町１ パークノヴァ本山 報告済み
甲南町１ アージュリベルテ本山 報告済み
甲南町１ フレアコート甲南 報告済み
甲南町２ ジークレフ甲南 報告済み
甲南町２ ジークレフ東灘 報告済み
甲南町２ ロイヤルハイツ神戸本山 報告済み
甲南町２ コージコート甲南 報告済み
甲南町２ サンコーウイズダムスクエアー 報告済み
甲南町２ モンテルーチェ甲南 報告済み
甲南町３ モンラヴィ甲南町 報告済み
甲南町３ ロイヤル甲南 報告済み
甲南町３ 本山西ガーデンハウス 報告済み
甲南町３ ワコーレ甲南テラス　 報告済み
甲南町３ エヌヴィ甲南町 報告済み
甲南町４ 甲南金沢コーポ北館 報告済み
甲南町４ ワコーレファラオ甲南 報告済み
甲南町４ ロイヤル住吉川 報告済み
甲南町４ Ｂｒｉｌｌｉａ甲南 報告済み
甲南町５ 甲南スカイマンション 報告済み
甲南町５ ファビロウスサンコー 報告済み
甲南町５ フローラ住吉川 報告済み
向洋町中１ イーストコート４番街  ２番館 報告済み
向洋町中１ イーストコート４番街  ３番館 報告済み
向洋町中１ イーストコート４番街  ４A番館　 報告済み
向洋町中１ イーストコート４番街  ４B番館　 報告済み
向洋町中１ イーストコート４番街  ５番館 報告済み



向洋町中１ イーストコート４番街  ６番館 報告済み
向洋町中１ イーストコート４番街  ７番館 報告済み
向洋町中１ イーストコート４番街  ８番館 報告済み
向洋町中１ イーストコート４番街  ９番館 報告済み
向洋町中１ イーストコート４番街  1２番館 報告済み
向洋町中１ イーストコート５番街 報告済み
向洋町中１ イーストコート２番街 報告済み
向洋町中２ イーストコート６番街　１番館 報告済み
向洋町中２ イーストコート６番街　２・３番館 報告済み
向洋町中２ イーストコート６番街　４番館 報告済み
向洋町中２ イーストコート６番街　５番館 報告済み
向洋町中３ イーストコート７番街　１番館 報告済み
向洋町中３ イーストコート７番街　２番館 報告済み
向洋町中３ イーストコート７番街　３番館 報告済み
向洋町中３ イーストコート７番街　４番館 報告済み
向洋町中３ イーストコート７番街　５番館 報告済み
向洋町中３ イーストコート７番街　６番館 報告済み
向洋町中３ イーストコート８番街 報告済み
向洋町中３ イーストコート１１番街 報告済み
向洋町中５ ウエストコート５番街 １番館 報告済み
向洋町中５ ウエストコート５番街  ２，３番館 報告済み
向洋町中５ ウエストコート５番街  ４番館 報告済み
向洋町中５ ＲＩＣセントラルタワー 報告済み
向洋町中５ ウエストコート４番街　東棟 報告済み
向洋町中５ ウエストコート４番街　南棟 報告済み
向洋町中５ ウエストコート４番街　西棟 報告済み
向洋町中５ ウエストコート４番街　北棟 報告済み

向洋町中５
六甲アイランドＣＩＴＹ
ウエストコート３番街１番館

報告済み

向洋町中５
六甲アイランドＣＩＴＹ
ウエストコート３番街２番館

報告済み

向洋町中７ ウエストコート７番街　１番館 報告済み
向洋町中７ ウエストコート７番街　２番館 報告済み
向洋町中７ ウエストコート７番街　３番館 報告済み
向洋町中７ ウエストコート７番街　４番館 報告済み
向洋町中７ ウエストコート７番街　５番館 報告済み
向洋町中７ 六甲アイランドＣＩＴＹ　Ｗ７Ｒｅｓｉｃｅｎｃｅ６番館 報告済み
向洋町中７ 六甲アイランドＣＩＴＹ　Ｗ７Ｒｅｓｉｃｅｎｃｅ７番館 報告済み
向洋町中７ 六甲アイランドＣＩＴＹ　Ｗ７Ｒｅｓｉｃｅｎｃｅ８番館 報告済み
向洋町中７ 六甲アイランドＣＩＴＹ　Ｗ７Ｒｅｓｉｃｅｎｃｅ９番館 報告済み
向洋町中５ Brillia六甲アイランドブランズリビオ 報告済み
向洋町中５ Brilliaレジデンス六甲アイランド（1-A工区） 報告済み
向洋町中５ Brilliaレジデンス六甲アイランド（2工区） 報告済み
向洋町中５ Brilliaレジデンス六甲アイランド（1-B工区） 報告済み
向洋町中６ ウエストコート６番街 １番館　 報告済み
向洋町中６ ウエストコート６番街 ２番館　 報告済み
向洋町中６ ウエストコート６番街 ３番館　 報告済み
向洋町中６ ウエストコート６番街 ４番館　 報告済み
向洋町中７ ウエストコート１１番街 報告済み
向洋町中７ 神戸女子学生会館 報告済み
向洋町中７ ウエストコート８番街　１番館 報告済み
向洋町中７ ウエストコート８番街　２番館 報告済み
住吉台２ マンション住吉川 報告済み
住吉台５ 住吉台住宅　１号棟 報告済み
住吉台５ 住吉台住宅 　２号棟 報告済み
住吉台４ 住吉台東住宅　３号棟 報告済み
住吉台４ 住吉台東住宅 ４号棟 報告済み
住吉台４ 住吉台東住宅　５号棟 報告済み
住吉台４ 住吉台東住宅　６号棟 報告済み



住吉台４ 住吉台東住宅　７号棟 報告済み
住吉台４ 住吉台団地 報告済み
住吉台４１ エクセル住吉台 報告済み
住吉台１４ 荒神山マンション 報告済み
住吉台１８ 荒神山住宅１号棟 報告済み
住吉台１８ 荒神山住宅２号棟 報告済み
住吉台１８ 荒神山住宅３号棟 報告済み
住吉台２ 住吉川レジデンス 報告済み
住吉東町１ パイナリー住吉川 報告済み
住吉東町２ スターハイツ住吉川 報告済み
住吉東町２ フォルザ住吉 報告済み
住吉東町２ ステイツ住吉川グレイスコート 報告済み
住吉東町２ ダイナシティ住吉川 報告済み
住吉東町２ 住吉川リバーサイドフォーラム　ザ・レジデンス 報告済み
住吉東町３ ラール住吉川スカイハイツ 報告済み
住吉東町４ ラファエラ　浅野ビル 報告済み
住吉東町４ 住吉東町ハイツ 報告済み
住吉東町５ ビュータワー 住吉館 報告済み
住吉本町２ エクセーラ住吉 報告済み
住吉本町１ 日生住吉コープ 報告済み
住吉本町１ グランドメゾン住吉本町 報告済み
住吉本町１ コロナール住吉 報告済み
住吉本町１ ランドマーク住吉 報告済み
住吉本町１ リバーウエスト 報告済み
住吉本町１ パークハイム住吉本町 報告済み
住吉本町１ アメニティコート住吉本町 報告済み
住吉本町１ 住吉本町レジデンス 報告済み
住吉本町１ グランドメゾン住吉本町ネクス 報告済み
住吉本町１ プラネスーペリアグランジェ住吉本町 報告済み
住吉本町２ メゾンドール住吉北 報告済み
住吉本町２ コフォール横田 報告済み
住吉本町２ 小原田コーポラス 報告済み
住吉本町３ シャトレ甲南 報告済み
住吉本町３ 西住吉アーバンライフ 報告済み
住吉本町３ レジデンスコート住吉本町 Ａ棟 報告済み
住吉本町３ レジデンスコート住吉本町 Ｂ棟 免除
住吉本町３ レジデンスコート住吉本町 Ｄ棟 免除
住吉本町３ レジデンスコート住吉本町 Ｅ棟 免除
住吉本町３ ザ・ハウス住吉本町 報告済み
住吉本町３ セレッソコート住吉本町 報告済み
住吉本町３ 御影野村ハイツ　Ｂ棟 免除
住吉本町３ 御影野村ハイツ　Ｅ棟 免除
住吉本町３ 御影野村ハイツ　Ｆ棟 免除
住吉南町１ ドムール神戸住吉川 報告済み
住吉南町２ ライオンズマンション住吉南町 報告済み
住吉南町２ セレッソコート住吉川公園 報告済み
住吉南町３ メゾンドリベルテ 報告済み
住吉南町５ T's　CUBE　ZERO 報告済み
住吉宮町２ パレ住吉川 報告済み
住吉宮町３ レガシースクエア 報告済み
住吉宮町３ ファミール東灘住吉 報告済み
住吉宮町３ すみれ 報告済み
住吉宮町３ エヌヴィ住吉パークサイド 報告済み
住吉宮町５ ファミリーハイツ御影 報告済み
住吉宮町６ サンリット御影 報告済み
住吉宮町６ ラヴェール住吉 報告済み
住吉宮町６ アクロス神戸住吉ステーションロフト 報告済み
住吉宮町６ 藤和ライブタウン住吉弐番館 報告済み
住吉宮町７ ユーロハイツ住吉 報告済み



住吉宮町７ グランディア御影 報告済み
住吉宮町７ ヴィレッタの杜住吉 報告済み
住吉山手１ 御影パークマンション 報告済み
住吉山手２ ロジュマン住吉山手 報告済み
住吉山手３ 御影ソルステージュ 報告済み
住吉山手５ ＭＩＫＡＧＥ　ＣＬＡＳＳＩＣＯ 報告済み
住吉山手５ 御影柏葉パークマンション 報告済み
田中町１ ジークレフ本山 報告済み
田中町１ クレフ本山 報告済み
田中町１ クレール本山 報告済み
田中町１ パレス東洋神戸２号館 報告済み
田中町１ ヴィルヌーブ神戸本山 報告済み
田中町１ 本山アーバンライフ 報告済み
田中町１ グランステイツ本山 報告済み
田中町１ OZパレス 報告済み
田中町１ ウォームスヴィル本山 報告済み
田中町１ ハイツ本山 報告済み
田中町２ ステラ田中町 報告済み
田中町２ 本山センチュリーマンション 報告済み
田中町２ ヴェルテーク本山田中町 報告済み
田中町２ グラン・ブルー神戸本山 報告済み
田中町３ サンハイツ甲南 報告済み
田中町３ メゾン岡本南 報告済み
田中町３ クレアール本山 報告済み
田中町４ サンビルダー本山 報告済み
田中町４ ビバリーハウス本山 報告済み
田中町４ コート住吉 報告済み
田中町４ ローレル岡本南 報告済み
田中町４ クレッシェンド甲南 報告済み
田中町４ フォルテ甲南 報告済み
田中町５ ネオハイツ本山西 報告済み
田中町３ パレ ルミエール岡本 報告済み
田中町５ 東灘スカイマンション 報告済み
西岡本１ メゾン本山 報告済み
西岡本１ コンフォール西岡本 報告済み
西岡本１ パーク・ハイム西岡本 報告済み
西岡本１ アイビーハイツ 報告済み
西岡本１ シオン西岡本 報告済み
西岡本１ ローレル西岡本 報告済み
西岡本１ ファスタージュ西岡本サーモス 報告済み
西岡本２ オーキッドコート渓西館 報告済み
西岡本２ オーキッドコート左峯館 報告済み
西岡本２ オーキッドコート右峯館 報告済み
西岡本２ オーキッドコート湖南館 報告済み
西岡本２ ＫＯＢＥ岡本　１号棟 報告済み
西岡本２ ＫＯＢＥ岡本　２号棟 報告済み
西岡本２ ＫＯＢＥ岡本　３号棟 報告済み
西岡本２ ＫＯＢＥ岡本　４号棟 報告済み
西岡本２ パークスクエア岡本 報告済み
西岡本２ 川崎重工　本山社宅 報告済み
西岡本３ パークグラン西岡本 報告済み
西岡本６ カトレア岡本  壱番館 報告済み
西岡本７ ザ・岡本プレミアム 報告済み
深江北町１ 西芦屋グリーンハウス 報告済み
深江北町１ フラワー芦屋 報告済み
深江北町１ ステイツ芦屋西 報告済み
深江北町１ シティプラザ深江北町 報告済み
深江北町１ シャルマンドミール 報告済み
深江北町１ ライオンズガーデン芦屋西 報告済み



深江北町１ ブランズ甲南山手パークサイド 報告済み
深江北町２ 藤和シティホームズ深江 報告済み
深江北町３ ドルチェ東灘 報告済み
深江北町３ モンラヴィ深江北 報告済み
深江北町３ ＤＯＲＭ深江 報告済み
深江北町３ サンクチュアリ深江北町 報告済み
深江北町３ グラン・パレ甲南山手トリニティ 報告済み
深江北町４ 日商岩井　東灘マンション 報告済み
深江北町４ プレステージ深江北町 報告済み
深江北町４ エフ・コート深江北町 報告済み
深江北町４ ドルフ深江スタツィオ 報告済み
深江北町４ ワコーレ深江駅前ハーモニーステージ 報告済み
深江浜町 深江６７番館 報告済み
深江本町２ ＴＭ深江アーバンライフ 報告済み
深江本町２ ダイアパレス東灘深江本町 報告済み
深江本町２ 藤和ライブタウン深江 報告済み
深江本町３ 東灘サンハイツ 報告済み
深江本町３ 若竹ハイツ 報告済み
深江本町３ シャルメ東灘 報告済み
深江本町３ ルミエール深江 報告済み
深江本町３ クラインハウス 報告済み
深江本町４ ワコーレ深江本町ソフィリア 報告済み
深江南町１ 芦屋サウスマンション 報告済み
深江南町１ ライオンズマンション芦屋西 報告済み
深江南町１ ハイエクセル芦屋南 報告済み
深江南町１ ルネラディウス芦屋川 報告済み
深江南町１ ルネ芦屋川ロザリウム 報告済み
深江南町１ コスモ芦屋川シーサイドテラス 報告済み
深江南町２ グリーンコーポ深江 報告済み
深江南町２ ネオコーポ東灘 報告済み
深江南町２ ワコーレＫＯＢＥサザンライツ 報告済み
深江南町３ グランディア東灘 報告済み
深江南町３ クラージュ東灘 報告済み
深江南町３ セレーノ見附 報告済み
深江南町４ バッハレジデンス芦屋ウエスト 報告済み
深江南町４ サンシャイン西芦屋 報告済み
本庄町１ コスモ芦屋川西 報告済み
本庄町１ PLAZA　IMPERIAL 報告済み
本庄町１ プレステージ甲南山手 報告済み
本庄町１ プログレス甲南山手 報告済み
本庄町１ Ｄ－ＰＡＬ２４甲南山手 報告済み
本庄町１ シティプラザ甲南山手 報告済み
本庄町１ セレッソコート甲南山手 報告済み
本庄町１ ドルフ甲南山手 報告済み
本庄町１ ユニ・アルス甲南山手プレジオ 報告済み
本庄町１ サンクタス甲南山手スティーロレジデンス 報告済み
本庄町１ パルテール甲南山手 報告済み
本庄町２ ファミール東灘壱番館 報告済み
本庄町２ 本山東パークホームズ 報告済み
本庄町２ カルム東灘 報告済み
本庄町２ 甲南山手ガーデンハウス弐番館 報告済み
本庄町２ グランドエクセル東灘 報告済み
本庄町２ ワコーレ甲南山手デュオ 報告済み
本庄町３ 三光ハイツ 報告済み
本庄町３ パレス東灘 報告済み
本庄町３ ファミール甲南 報告済み
本庄町３ ハートランド甲南 報告済み

本庄町３
甲南山手パーク・ホームズ
ヴェルデブルーヴェルデ館

報告済み



御影１ 藤和ライブタウン上御影 報告済み
御影１ エクセレンス御影 報告済み
御影１ 御影城ノ前パークマンション 報告済み
御影１ エヌヴィ御影城ノ前 報告済み
御影１ ジークレフ御影パークグレイス 報告済み
御影１ ワコーレ御影ハウス 報告済み
御影２ 御影城ノ前パークハイム 報告済み
御影２ リヴァージュ御影 報告済み
御影３ パークハイム御影西平野 報告済み
御影３ メゾン御影西平野 報告済み
御影３ ライオンズマンション御影ルネッサンス 報告済み
御影石町１ ルミエール御影 報告済み
御影石町２ 藤和シティホームズ御影 報告済み
御影石町３ プラザ御影 報告済み
御影石町３ メゾン新御影 報告済み
御影石町３ クレアーレ御影 報告済み
御影石町３ エヌ・ヴィ御影石町 報告済み
御影郡家１ ロジュマンスティーロ御影 報告済み
御影郡家１ フローラ東御影 報告済み
御影郡家１ ワコーレ御影郡家 報告済み
御影郡家１ ノーブル御影 報告済み
御影郡家１ グレイス御影 報告済み
御影郡家１ ヒースコート御影城ノ前 報告済み
御影郡家１ 甲南グランコート御影城ノ前 報告済み
御影郡家１ 御影メイト 報告済み
御影郡家１ ジークレフ御影城ノ前 報告済み
御影郡家２ パーク・コート御影 報告済み
御影郡家２ ライオンズマンション御影第２ 報告済み
御影郡家２ グランステイツ御影 報告済み
御影塚町１ 甲南プランドール御影 報告済み
御影塚町２ エンターレジデンス御影 報告済み
御影塚町２ プライムライフ御影 報告済み
御影塚町２ パークホームズ御影塚町 報告済み
御影塚町３ マドマーゼルハイツ 報告済み
御影塚町３ 大黒ロイヤルハイツ 報告済み
御影塚町４ アーバンヴィレッジ御影塚町 報告済み
御影中町１ 田中屋本店ビル 報告済み
御影中町１ 御影イシカワビル 報告済み
御影中町１ クヴェレ御影 報告済み
御影中町１ マイスター御影 報告済み
御影中町２ ソルジェンテ御影 報告済み
御影中町３ ジョイフル御影 報告済み
御影中町３ グランツ御影 報告済み
御影中町３ 御影タワーレジデンス・グッドタイムリビング御影 報告済み
御影中町４ ＳＭＩＬＩＮＧ・ＬＩＦＥ 報告済み
御影中町４ グランミュゼ御影 報告済み
御影中町４ サンパイン御影 報告済み
御影中町４ ジークレフ御影 報告済み
御影中町６ エヌヴィ御影中町レジデンス 報告済み
御影中町８ ベル・アーバニティ御影 報告済み
御影本町２ 御影グレイスハイツ 報告済み
御影本町２ 御影ブライトハイツ 報告済み
御影本町２ 宝泉御影プラザ 報告済み
御影本町２ ボヌール御影 報告済み
御影本町２ 御影本町ガーデンハウス 報告済み
御影本町２ ライオンズガーデン御影 報告済み
御影本町４ 沢ノ井ビル　ル　プランタン 報告済み
御影本町４ リュミエール御影 報告済み
御影本町６ セファミ御影 報告済み



御影本町７ ダンディライオン御影Ⅴ 報告済み
御影山手１ メゾン白鶴 報告済み
御影山手１ パークコート御影山手 報告済み
御影山手１ ユニーブル御影山手 報告済み
御影山手１ ジオグランデ御影 報告済み
御影山手２ 御影ハイツ 報告済み
御影山手２ ジークレフ御影山手 緑静館 報告済み
御影山手２ ディナスティ御影山手 報告済み
御影山手２ ジークレフ御影山手緑楓館 報告済み
本山北町１ ボナール岡本 報告済み
本山北町１ QUALIS　KOBE　MOTOYAMA RESIDENCE 報告済み
本山北町２ 本山北町アーバンライフ 報告済み
本山北町２ サンクタス本山北町 報告済み
本山北町３ 藤和岡本ホームズ弐番館 報告済み
本山北町３ 藤和岡本ホームズ 報告済み
本山北町３ サンセール・ハヤシ 報告済み
本山北町３ ウェルコート岡本 報告済み
本山北町３ ファミール・グラン岡本 報告済み
本山北町６ 本山コープ 報告済み
本山北町６ グランドメゾン岡本 報告済み
本山中町１ モンラヴィ本山 報告済み
本山中町１ 本山グランドハイツ 報告済み
本山中町２ メゾン本山中町ＥＡＳＴ 報告済み
本山中町２ ロイヤルコート本山 報告済み
本山中町２ コスモコート本山グラノヴァ 報告済み
本山中町３ ハイツ本山 報告済み
本山中町４ セントラルハイツ本山パートⅡ 報告済み
本山中町４ サンヴィラ本山パートⅠ 報告済み
本山中町４ 甲南ヴェルティ本山 報告済み
本山中町４ サンハウス本山 報告済み
本山中町４ アーバンライフ本山中町 報告済み
本山南町１ 国際交流会館 報告済み
本山南町１ パークホームズ本山エルグレース 報告済み
本山南町２ サンプラザ本山南 報告済み
本山南町５ プレステージ本山南町 報告済み
本山南町６ ローズシャトー東灘 報告済み
本山南町６ ガゼル神戸 報告済み
本山南町７ サンライズ本山 報告済み
本山南町７ ワコーレ神戸本山ガーデンズ 報告済み
本山南町７ ワコーレ神戸本山プレイス 報告済み
本山南町８ フォレスト南本山 報告済み
本山南町９ ラフィーネ本山 報告済み
本山南町９ サンハイツ本山 報告済み
本山南町９ ナカタカナモノビル 報告済み
本山南町９ パルティール本山 報告済み
本山南町９ コスモシティ神戸本山 報告済み
森北町１ サンライフ本山 報告済み
森北町２ レ・ブローニュ 報告済み
森北町３ 岡本甲南山手パークホームズ 報告済み
森北町３ ジークレフ東灘森北町 報告済み
森北町３ アルファレガロ甲南山手 報告済み
森北町５ アーバニスフレア森北グランヒルズ 報告済み
森南町１ ユニーブル東灘 報告済み
森南町１ リベール甲南山手 報告済み
森南町１ Allumeur　甲南山手 報告済み
森南町１ プリマヴェーラ甲南山手 報告済み
森南町２ リュミエール森南 報告済み
森南町２ 晴山館 報告済み
森南町３ セレッソコート甲南森南町 報告済み



青谷町４ リバーサイド青谷 報告済み
赤坂通８ ジークレフ赤坂 報告済み
赤松町３ ファミールグラン六甲赤松町 報告済み
天城通７ セレッソコート神戸天城通 報告済み
一王山町 レック六甲マンション 報告済み
一王山町 一王山グランドハイツ 報告済み
一王山町 イーフラット 報告済み
一王山町 アサヒハイツ六甲一王山 報告済み
岩屋北町１ パレス東洋神戸館 報告済み
岩屋北町２ リベール神戸灘壱番館 報告済み
岩屋北町４ ＭＡＲＥ 報告済み
岩屋北町５ イトーピア灘ＫＩＴＡＮＯ 報告済み
岩屋北町５ サニーハウス灘 報告済み
岩屋北町５ マンション石橋 報告済み
岩屋北町５ ＫＳハイム 報告済み
岩屋北町５ ライオンズマンション灘南 報告済み
岩屋北町５ アキュラ灘 報告済み
岩屋北町５ エステート岩屋 報告済み
岩屋北町５ エトワール灘 報告済み
岩屋北町７ 藤和シティホームズ灘 報告済み
岩屋北町７ ワコーレシティオ灘 報告済み
岩屋北町７ ワコーレブレス灘 報告済み
岩屋北町７ クリスタルポート 報告済み
岩屋北町７ エスポワール灘 報告済み
岩屋中町２ サニーハウス西灘 報告済み
岩屋中町３ セントラルハイツ灘パートⅤ 報告済み
岩屋中町３ ワコーレ灘ヴァリス 報告済み
岩屋中町５ ルゼフィール岩屋中町 報告済み
岩屋中町５ 灘すみれマンション 報告済み
上野通１ ワコーレ六甲上野通 報告済み
烏帽子町２ コスモハイツ六甲道 報告済み
烏帽子町２ セレッソコート六甲道 報告済み
王子町１ サンビルダー王子公園 報告済み
大石東町１ ドルミ灘 報告済み
大石東町２ アークレジデンス六甲道 報告済み
大石東町５ コスモ灘公園通りＢ棟 報告済み
大石東町５ メゾンニューレーダー 報告済み
大石東町５ パルテール灘 報告済み
大土平町１ サンクタス六甲ＶＩＥＷＳ 報告済み
神ノ木通２ ブリッジコート六甲 報告済み
神前町１ サンコーグランフッテージ 報告済み
岸地通２ プレステージ王子公園クラシーク 報告済み
岸地通２ エトワール王子 報告済み
岸地通４ サンポール灘 報告済み
岸地通４ ライオンズマンション王子公園東 報告済み
岸地通４ ドルチェヴィータ王子公園 報告済み
記田町１ パラツィーナ・セシリア御影 報告済み
記田町２ ポナールヴィラ六甲 報告済み
記田町３ 灘・石屋川壱番館ハウス 報告済み
記田町３ ライオンズマンション六甲道記田町 報告済み
記田町４ オルタンシア六甲 報告済み
記田町５ サンコースパンキーギャレット 報告済み
楠丘町１ リバーサイドパーク 報告済み
倉石通１ グルーブ王子公園グランアリーナ 報告済み
倉石通２ ビバリーハウス王子公園 報告済み
倉石通３ アーバンヴィレッジ王子公園 報告済み
倉石通３ ワコーレ王子公園ステーションスターズ 報告済み
桜ヶ丘町 六甲桜ケ丘ハイツ 報告済み

灘区



桜ヶ丘町 藤和六甲桜ヶ丘ホームズ 報告済み
桜ヶ丘町 フレール六甲桜ヶ丘 報告済み
桜ヶ丘町 グレイスビュー六甲山手 報告済み
桜ケ丘町 ワコーレ御影ヒルズ 報告済み
桜口町１ マイスター桜口 報告済み
桜口町２ エル・メゾン・六甲 報告済み
桜口町２ エクザーグ六甲 報告済み
桜口町３ プレステージ六甲道駅前 報告済み
桜口町３ 藤和シティホームズ六甲道駅前 報告済み
桜口町４ フォーラム六甲 報告済み
桜口町５ ウェルブ六甲道５番街２番館 報告済み
鹿ノ下通３ ラウル六甲道 報告済み
鹿ノ下通３ エヴァステージ神戸六甲 報告済み
篠原伯母野山町１ 六甲グランドヒルズ　１号館 報告済み
篠原伯母野山町１ 六甲グランドヒルズ ２号館 報告済み
篠原伯母野山町１ 六甲グランドヒルズ　３号館 報告済み
篠原伯母野山町２ ジークレフ六甲の丘 報告済み
篠原伯母野山町２ コスモハイツ六甲台 報告済み
篠原北町１ 六甲コーポラス 報告済み
篠原北町１ ファミールグラン六甲篠原北町 報告済み
篠原北町２ ヴィラァジュ篠原北町 報告済み
篠原北町３ 六甲篠原マンション 報告済み
篠原北町３ 篠原サニーハイツ 報告済み
篠原北町３ パラマウント六甲 報告済み
篠原北町３ ベルエール六甲 報告済み
篠原北町４ ライオンズマンション篠原北町 報告済み
篠原北町４ ワコーレ六甲篠原北町 報告済み
篠原中町１ モンセーヌ六甲 甲麓館 報告済み
篠原中町１ 松蔭六甲寮 報告済み
篠原中町５ 藤和シティホームズ六甲篠原 報告済み
篠原南町１ メゾン六甲篠原 報告済み
篠原南町４ ワコーレ六甲 報告済み
篠原南町６ ザ・パークハウス六甲篠原 報告済み
篠原南町７ ローレルコート六甲篠原 報告済み
下河原通２ ランデージ六甲道 報告済み
下河原通３ ロジュマン六甲 報告済み
将軍通３ マイスター六甲 報告済み
城内通２ 本庄南ビル 報告済み
城内通２ アクティ王子公園　(タマダ第２ビル） 報告済み
城内通２ サンシャイン王子公園 報告済み
城内通４ ヤングラス 報告済み
城内通５ 城内ローズプラザ 報告済み
城内通５ ドミール寺尾 報告済み
城内通５ ときわ灘ハイツ 報告済み
城内通５ アクセスコート 報告済み
城内通５ ワコーレアーバンアベニュー灘 報告済み
城内通５ エスペランサ灘駅前 報告済み
城の下通１ ワコーレ青谷フラッツ 報告済み
城の下通２ サンビルダー城ノ下 報告済み
城の下通２ パークホームズ六甲　神戸高校前 報告済み
新在家北町２ コスモ六甲ガーデンフォート 報告済み
新在家南町１ ルネシティ新在家南町　1号棟 報告済み
新在家南町１ ルネシティ新在家南町　２号棟 報告済み
新在家南町２ アーバンヴィレッジ六甲南２ 報告済み
新在家南町３ カサベラ新在家ツインズⅠ号館 報告済み
新在家南町３ カサベラ新在家ツインズⅡ号館 報告済み
新在家南町４ カサベラ灘サウスコート 報告済み
水道筋１ ライオンズマンション王子公園ヴィアーレ 報告済み
水道筋１ プレステーシﾞ六甲コンフィアンス 報告済み



水道筋１ グラン・ブルー王子公園 報告済み
水道筋２ ライオンズマンション王子公園第２ 報告済み
水道筋３ ワコーレ王子公園ヴィヴィア 報告済み
水道筋４ ラメール灘 報告済み
水道筋４ ランデージ水道筋 報告済み
水道筋４ ワコーレ王子公園アグレア 報告済み
水道筋５ ハイマート王子公園 報告済み
水道筋５ オズハウス 報告済み
水道筋５ 石原マンション 報告済み
水道筋６ ライオンズマンション王子公園第三 報告済み
水道筋６ アクシス　カナエⅠ 報告済み
水道筋６ 王子公園ハイム 報告済み
水道筋６ カナエビル 報告済み
水道筋６ サンハウス王子公園 報告済み
水道筋６ エクシブ王子公園 報告済み
水道筋６ グレイスシャトー王子 報告済み
千旦通２ レシェンテ六甲 報告済み
曾和町１ ザ・パークハウス　六甲 報告済み
高尾通４ アーバン高尾 報告済み
高羽町２ ワコーレ六甲高羽アパートメント 報告済み
高羽町５ 六甲高羽  壱番館 報告済み
高羽町５ メゾンタカハ 報告済み
高羽町５ 六甲高羽パークハウス 報告済み
高羽町５ 六甲ハイツ 報告済み
土山町 ジークレフ高羽一番館 報告済み
土山町 ジークレフ高羽二番館 報告済み
土山町 トラストグレイス御影 報告済み
鶴甲１ コート六甲鶴甲 報告済み
鶴甲１ ディーレスティア六甲山手 報告済み
鶴甲２ ヴェルビュ六甲山手 報告済み
鶴甲３ レピア六甲 報告済み
鶴甲３ 鶴甲コーポ　３４号館 報告済み
鶴甲４ 鶴甲コーポ　２５号館 報告済み
鶴甲５ プラザ翠光 報告済み
鶴甲５ ライブタウン翠光 報告済み
徳井町１ 藤和ライブタウン　六甲石屋川公園 報告済み
徳井町２ 香川ハイツミカゲイースト 報告済み
徳井町４ ワコーレファラオ六甲 報告済み
徳井町４ ハピネス六甲道 報告済み
徳井町５ ファミール六甲道 報告済み
友田町１ モンラヴィ六甲南 報告済み
友田町２ クレアーレ六甲道 報告済み
友田町３ ライオンズマンション六甲友田町 報告済み
友田町３ フェンテ新在家 報告済み
友田町３ サンコーセレブコート 報告済み
友田町４ セントラルハイツ灘 報告済み
友田町４ エスリード六甲 報告済み
友田町４ ウォームスヴィル六甲南 報告済み
友田町４ ウォームスヴィル六甲南第２ 報告済み
友田町４ ランテージ南六甲 報告済み
友田町４ ワコーレ六甲レガーロ 報告済み
友田町４ サンコーセントレアーバン 報告済み
友田町４ カーサ六甲友田町 報告済み
中郷町１ 六甲パークヒル 報告済み
中郷町１ リベールファインみかげ 報告済み
中郷町４ パウゼ六甲道 報告済み
中郷町４ レジオン・ドヌール 報告済み
中原通１ ワコーレディオ王子公園 報告済み
中原通２ エストオージ 報告済み



中原通２ レジデンスSAKURA 報告済み
中原通３ サンシャインハイツ 報告済み
中原通３ グレースシャトー中原Ⅱ 報告済み
永手町３ タウンプリーズ六甲 報告済み
永手町３ 六甲道ハイツ 報告済み
永手町４ フォレスタ六甲 報告済み
永手町５ ライオンズマンション 六甲道第２ 報告済み
永手町５ エスペランザ六甲道 報告済み
永手町５ 古泉ビル　あすなろ六甲 報告済み
灘北通９ アドバン王子 報告済み
灘北通９ ドルフ灘スタツィオ 報告済み
灘北通９ リベール灘北通り 報告済み
灘北通９ アドバン王子Ⅱ 報告済み
灘北通１０ 甲南グランヴェルジュ灘 報告済み
灘北通１０ エルコーﾄカリヨン灘駅前 報告済み
灘北通１０ プレステージ灘駅前 報告済み
灘北通１０ ドルフ灘アルヴィレージュ 報告済み
灘北通１０ ワコーレ神戸灘タワー 報告済み
浜田町３ アーバンヴィレッジ六甲南 報告済み
灘南通１ 灘南ビル 報告済み
灘南通６ リベール灘アビリア 報告済み
浜田町１ プレステージ灘新在家Ⅲ 報告済み
浜田町３ ワコーレセトル六甲 報告済み
浜田町３ パルテｨール六甲 報告済み
原田通１ サングリーンハイツ 報告済み
原田通１ ライオンズマンション王子公園 報告済み
原田通１ ソルジェンテ王子公園 報告済み
原田通３ エフズ王子ハイツ 報告済み
原田通３ シャンテ王子公園 報告済み
稗原町１ シャリエ六甲道 報告済み
稗原町２ メゾン神戸六甲 報告済み
稗原町２ エスリード六甲第２ 報告済み
日尾町１ ドゥーベル六甲 報告済み
日尾町１ グラン・パレ阪急六甲 報告済み
日尾町２ ル・パレ六甲 報告済み
日尾町２ 朝日プラザ六甲Ⅰ 報告済み
日尾町２ ダイドーメゾン神戸六甲 報告済み
日尾町３ 朝日プラザ六甲Ⅱ 報告済み
日尾町３ ライオンズマンション六甲 報告済み
琵琶町１ アムール六甲 報告済み
琵琶町１ リベラ六甲Ⅲ 報告済み
琵琶町１ リベラ六甲Ⅱ 報告済み
琵琶町３ 琵琶サンライフ 報告済み
琵琶町３ パレス東洋神戸５号館 報告済み
琵琶町３ アーバネックス神戸六甲 報告済み
備後町２ プレシオ六甲道 報告済み
備後町２ ルネス六甲道 報告済み
備後町３ アークヒル六甲Ⅱ 報告済み
備後町３ タウンコート六甲 報告済み
備後町３ 六甲ハーディガーデン 報告済み
備後町３ プレステージ六甲道駅前Ⅱ 報告済み
備後町３ ノモズヴィレッジ六甲 報告済み
備後町３ スカイヒル六甲道 報告済み
備後町４ ウェルブ六甲道３番街１，２，３，４番館 報告済み
備後町５ ウェルブ六甲道６番街２番館 報告済み
備後町５ ウェルブ六甲道６番街１番館 報告済み
深田町２ プレステージ六甲道アシュランス 報告済み
深田町３ ライオンズマンション六甲道第３ 報告済み
深田町３ 第二サン六甲道ハイツ 報告済み



深田町３ ライオンズマンション六甲道第５ 報告済み
深田町３ サンヴィラ六甲道パートⅡ 報告済み
深田町３ シャルム・メゾン六甲道 報告済み
深田町３ Ｉｄｅａｌ　Ｐｌａｃｅ　１　 報告済み
深田町４ ウェルブ六甲道２番街 報告済み
福住通５ ル・シャレー摩耶 報告済み
船寺通1 ハイツまや 報告済み
船寺通４ 日商岩井  西灘マンション 報告済み
船寺通４ ワコーレベイフロント摩耶 報告済み
船寺通５ パレス東洋神戸３号館 報告済み
摩耶海岸通１ 摩耶シーサイドプレイスウエスト１番館 報告済み
摩耶海岸通１ 摩耶シーサイドプレイスウエスト２番館 報告済み
摩耶海岸通１ 摩耶シーサイドプレイスウエスト３番館 報告済み
摩耶海岸通１ エレガーノ摩耶 報告済み
摩耶海岸通２ ＨＡＴ神戸灘の浜　１０番館 報告済み
摩耶海岸通２ ＨＡＴ神戸灘の浜　１１番館 報告済み
摩耶海岸通２ ＨＡＴ神戸灘の浜　１２番館 報告済み
摩耶海岸通２ ＨＡＴ神戸灘の浜　１３番館 報告済み
摩耶海岸通２ ＨＡＴ神戸灘の浜　１番館 報告済み
摩耶海岸通２ ＨＡＴ神戸灘の浜　２番館 報告済み
摩耶海岸通２ ＨＡＴ神戸灘の浜　３番館 報告済み
箕岡通１ LiAnge六甲 報告済み
都通２ 摩耶コート壱番館 報告済み
都通２ パレス東洋神戸６号館 報告済み
都通４ ミオス西灘 報告済み
都通５ ライオンズ灘・都通 報告済み
宮山町２ ジ・アーバネックス六甲 報告済み
宮山町３ トーカン六甲キャステール 報告済み
宮山町３ 六甲宮山町パーク・マンション 報告済み
森後町１ パーク・ハイム六甲道 報告済み
森後町１ クレスト六甲 報告済み
森後町２ アーバンライフ六甲 報告済み
森後町２ ライオンズマンション六甲口 報告済み
森後町２ パーク・ノヴァ六甲道 報告済み
森後町２ サンビルダー六甲駅前 報告済み
森後町２ パルメーラ六甲 報告済み
森後町２ ジオ六甲道レジデンス 報告済み
森後町３ ニューサンライフ六甲 報告済み
森後町３ ファミール岡本 報告済み
森後町３ 嶋田ビル 報告済み
森後町３ CUBRICK COURT 報告済み
八幡町１ 六甲北中ビル 報告済み
八幡町１ ルネ六甲八幡町 報告済み
八幡町２ ベルヴィ六甲 報告済み
八幡町３ ベルデビエント阪急六甲 報告済み
八幡町４ オックスフォードコート 報告済み
山田町３ アーバンエース六甲パル(ルモンド六甲） 報告済み
山田町３ サﾞ・六甲レジデンス 報告済み
大和町３ サンヴィラ六甲道 報告済み
弓木町２ ジュネス六甲 報告済み
弓木町３ エポック 弓木 報告済み
弓木町４ ラ・トゥール六甲 報告済み
六甲台町 第二ハイツ六甲 報告済み
六甲台町 ハイツ六甲 報告済み
六甲台町 パラツィーナ六甲プレイス 報告済み
六甲台町 ロイヤル六甲台 報告済み
六甲台町 六甲山手グランドヒルズ 報告済み
六甲台町 グラン・パレ六甲 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　１号棟 報告済み



六甲台町 グリーンヒルズ六甲　２号棟 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　３号棟 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　４号棟 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　５号棟 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　６号棟 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　７号棟 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　８号棟 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　９号棟 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　１０号棟 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　１１号棟 報告済み
六甲台町 グリーンヒルズ六甲　１２号棟 報告済み
六甲台町 クレアヒルズ六甲 報告済み
六甲台町 ネバーランド六甲 報告済み
六甲台町 サニーハウス六甲台 報告済み
六甲町１ マリンクレール 報告済み
六甲町１ サンビルダー六甲 報告済み
六甲町１ ハピネス六甲 報告済み
六甲町２ ローレル六甲 報告済み
六甲町２ 朝日プラザ六甲町 報告済み
六甲町５ グレース六甲 報告済み
六甲町５ ロマネスク六甲第２ 報告済み

相生町１ ルキシア神戸 報告済み
相生町４ グランドシャトー神戸 報告済み
相生町４ 神戸駅前マーチハイム 報告済み
相生町４ ユニ・ハイムＫＯＢＥ 報告済み
相生町４ 第２神戸サンクレバー 報告済み
相生町４ サザン神戸品川 報告済み
相生町４ シャトーソフィア 報告済み
相生町４ 眺港苑マンション 報告済み
相生町４ ドルフアルティナ神戸 報告済み
相生町４ エスティ・ロアール神戸駅前 報告済み
相生町５ 甲南第３サンコーポラス 報告済み
相生町５ カサベラ神戸 報告済み
相生町５ フレール神戸相生町（住宅部分） 報告済み
相生町５ グルーブ神戸ハーバーアリーナ 報告済み
旭通１ ラヴィーニュ　吉川 報告済み
旭通１ ラ・フォンテ三宮旭 報告済み
旭通２ フレール三宮東 報告済み
旭通２ エスリード三宮旭通 報告済み
旭通５ ラ・フォンテ三宮 報告済み
旭通５ グラージュ 報告済み
吾妻通1 サンプラザ三宮７０ 報告済み
吾妻通１ ワコーレ三宮グランイースト 報告済み
生田町１ ダイアパレス新神戸 報告済み
生田町１ 第二新神戸サンクレバー 報告済み
生田町１ サンライズ壱番館 報告済み
生田町１ 手良向第一マンション 報告済み
生田町１ エスリード新神戸 報告済み
生田町１ エスリード神戸三宮ノースゲート 報告済み
生田町２ アコーズタワー新神戸 報告済み
生田町２ ホーユウコンフォルト新神戸 報告済み
生田町２ 新神戸都マンション 報告済み
生田町２ リーガル新神戸パークサイド 報告済み
生田町２ モンテマーレ北野 報告済み
生田町３ サンビルダーパールビル 報告済み
生田町３ 新神戸サンコーポ　 報告済み
生田町３ インボイス新神戸レジデンス 報告済み
生田町３ アドバンス神戸グルーブ 報告済み

中央区



生田町４ サン・ビレッジ布引 報告済み
生田町４ スワンズ新神戸ウィータ 報告済み
磯上通２ グランドメゾン三宮 報告済み
磯上通３ エイジングコート三宮 報告済み
磯上通３ レジディア三宮東 報告済み
磯上通３ レジディア神戸磯上 報告済み
磯上通３ エルグレース神戸三宮タワーステージ 報告済み
磯上通４ ロイヤル磯上 報告済み
磯上通４ ＩＰＳＸ　ＥＡＳＴ 報告済み
磯上通４ プライムライフ三宮磯上公園 報告済み
磯上通５ 磯上公園市街地住宅（住宅部分） 報告済み
磯上通５ ＩＰＳＸ　ＷＥＳＴ 報告済み
磯辺通１ クロス磯上公園 報告済み
磯辺通１ アーバネックス三宮磯辺通 報告済み
磯辺通２ ワコーレ三宮ランドマークシティ 報告済み
磯辺通２ フォレ・リビエール磯辺通 報告済み
磯辺通３ リーガル神戸三宮 報告済み
磯辺通４ エスリード三宮フラワーロード 報告済み
伊藤町 ライオンズタワー神戸旧居留地 報告済み
江戸町 三共生興スカイビル 報告済み
小野柄通３ 三宮ハウス 報告済み
小野柄通３ アルカディア三宮 報告済み
小野柄通３ 三宮シティタワー 報告済み
小野柄通３ カリエンテ三宮 報告済み
小野柄通３ セジュール岡田 報告済み
小野柄通５ 甲南シャトー三宮 報告済み
海岸通 BELISTA神戸旧居留地 報告済み
海岸通３ サンコーガルフタワー 報告済み
海岸通４ ハーバーステージ神戸元町 報告済み
海岸通４ プレサンス神戸メリケンパーク前 報告済み
海岸通４ エスリード神戸海岸通 報告済み
海岸通４ リーガル神戸海岸通り 報告済み
海岸通５ ノベラ海岸通（建洋ビル） 報告済み
海岸通５ ディナスティみなと元町 報告済み
海岸通５ エスコートみなと元町海岸通 報告済み
籠池通１ アンビエンテ王子籠池 報告済み
籠池通３ メゾン神戸・籠池通 報告済み
加納町２ ヤマウラ７７ビル 報告済み
加納町２ 北野ヒルサイドハイツ 報告済み
加納町２ グランドビスタ北野 報告済み
加納町２ ドミール北野 報告済み
加納町２ ＭＡＲＩＮＡ 北野 報告済み
加納町２ サンビルダー北野壱番館 報告済み
加納町２ サンビルダー北野弐番館 報告済み
加納町２ コムーネ北野ＥＡＳＴ 報告済み
加納町２ ロイヤルヒル北野 報告済み
加納町２ クレストコウベ 報告済み
加納町２ ＫＡＩＳＥＩ新神戸 報告済み
加納町２ リベルタ北野 報告済み
加納町２ プレジール三宮Ⅰ 報告済み
加納町２ インペリアル新神戸 報告済み
加納町２ カサベルデみやこ 報告済み
加納町３ メゾンド・キャラミ 報告済み
加納町３ オーク＆パートナーズビル 報告済み
加納町３ ロイヤルヒル神戸三ノ宮 報告済み
加納町３ クレアール神戸 報告済み
加納町３ ワコーレ神戸三宮マスターズレジデンス 報告済み
加納町６ アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー 報告済み
上筒井通２ ジークレフ王子公園 報告済み



上筒井通３ グラン・パレ王子公園 報告済み
上筒井通５ エヌヴィ神戸上筒井通 報告済み
上筒井通７ 熊内台グランドハイツ 報告済み
上筒井通７ ジークレフ神戸山の手上筒井館 報告済み
神若通１ ドルフkobe春日野坂 報告済み
神若通１ エスポワール春日野道Ⅱ 報告済み
神若通５ ロマネスク春日野道 報告済み
北長狭通２ 阿部ビル 報告済み
北長狭通３ サニーハイツ鯉川 報告済み
北長狭通３ グラン・パレ元町トアウエスト 報告済み
北長狭通４ リーガル神戸元町 報告済み
北長狭通４ コンフォール元町 報告済み
北長狭通４ REN元町駅前 報告済み
北長狭通５ 菊屋ビル 報告済み
北長狭通５ ベルビ山手元町 報告済み
北長狭通５ ニューブ神戸 報告済み
北長狭通５ ソレイユ・ド元町 報告済み
北長狭通５ フィオーレ元町 報告済み
北長狭通５ ワコーレ元町ベレッツァ 報告済み
北長狭通６ カサベラ花隈 報告済み
北長狭通６ ロイヤル花隈 報告済み
北長狭通６ ダイドーメゾン元町シーガル 報告済み
北長狭通７ ＧＳハイム元町 報告済み
北長狭通７ ライオンズマンション神戸西元町第２ 報告済み
北長狭通８ ライオンズマンション神戸西元町 報告済み
北野町１ 北野コーポラス 報告済み
北野町１ メゾン北野 報告済み
北野町１ ケーシーコート 報告済み
北野町１ ロイヤル神戸北野通り 報告済み
北野町３ エベレストマンション 報告済み
北野町３ 北野町ライトヒルズ 報告済み
北野町４ コボリマンション北野 報告済み
北野町４ ユートピア北野 報告済み
北野町４ モンシャトーキタ 報告済み
北野町４ カサフェニックス北野 報告済み
北野町４ 藤和神戸北野町ホームズ 報告済み
北野町４ G-PLATE北野神戸 報告済み
北本町通４ フレーブフレール 報告済み
北本町通４ インベスト神戸エアフロント 報告済み
楠町２ 大倉山プレイス 報告済み
楠町３ ライオンズマンション大倉山公園 報告済み
楠町３ ヒルズ神戸大倉山 報告済み
楠町５ ピトレスク 報告済み
楠町５ ワコーレ大倉山フラッツ 報告済み
楠町６ ビバリーハウス神戸Ⅱ 報告済み
楠町６ ウィンディ・コート 報告済み
楠町６ アーバンヴィレッジ神戸中央 報告済み
楠町６ アーバンヒルズ神戸中央 報告済み
楠町６ エスリード大倉山公園 報告済み
楠町６ ファミリーヒルズ大倉山 報告済み
国香通１ コウベレンタカービル　ハイツ国香 報告済み
国香通３ 神戸中央壱番館ハウス 報告済み
国香通４ グレイスハイツ春日道 報告済み
国香通５ エミネンス国香 報告済み
国香通６ サンモールアベニュー 報告済み
雲井通２ エスポワール三宮PartⅡ 報告済み
雲井通３ エスリード三宮第３ 報告済み
雲井通４ アスティ三宮 報告済み
雲井通４ なかのビル 報告済み



雲井通４ ポコ　ア　ポコ　三宮ハイタワー 報告済み
熊内町１ シャトー野崎 報告済み
熊内町１ グランドール熊内 報告済み
熊内町１ ファミール神戸熊内町 報告済み
熊内町１ ウォームスヴィル熊内 報告済み
熊内町２ グランフォルム新神戸 報告済み
熊内町４ シャンボール三宮 報告済み
熊内町４ 藤和シティホームズ新神戸 報告済み
熊内町４ 新神戸アパートメント 報告済み
熊内町４ メイプルレジデンス 報告済み
熊内町４ ローレル新神戸 報告済み
熊内町４ パレスエクセル新神戸 報告済み
熊内町４ エスリード神戸熊内 報告済み
熊内町４ ウエルベア新神戸 報告済み
熊内町５ Ｉ・Ｓ・Ｓハイツ 報告済み
熊内町５ コモドカーサ新神戸 報告済み
熊内町５ ワコーレ新神戸ステージ 報告済み
熊内町５ パーク・ハイム神戸熊内町 報告済み
熊内町６ ワコーレ神戸熊内町 報告済み
熊内町７ 新コーベライフ 報告済み
熊内町７ ファミール神戸熊内町グランアクシス 報告済み
熊内町７ パークタワー新神戸 報告済み
熊内町７ ジークレフ新神戸タワー 報告済み
熊内町７ 新神戸VITA（ヴィータ） 報告済み
熊内橋通１ デュオプレステージ新神戸熊内レジデンス 報告済み
熊内橋通４ パラッツオ  ツルヤ 報告済み
熊内橋通５ プレステージ神戸熊内パークアベニュー 報告済み
熊内橋通５ アーバネックス新神戸 報告済み
熊内橋通６ エルパラッツオ新神戸 報告済み
熊内橋通７ ブランズ新神戸 報告済み
琴ノ緒町１ アコルデパルク三宮 報告済み
琴ノ緒町１ アルパ　三宮 報告済み
琴ノ緒町１ プレサンス三宮ルミネス 報告済み
琴ノ緒町２ 三港ロイヤル 報告済み
琴ノ緒町２ アニメイト神戸 報告済み
琴ノ緒町２ エスリード三宮 報告済み
琴ノ緒町３ ラ・エソール 報告済み
琴ノ緒町３ デルファーレ神戸三宮 報告済み
琴ノ緒町４ フラワーハイツひまわり 報告済み
琴ノ緒町４ イーストビレッジ三宮 報告済み
琴ノ緒町５ サンシャイン三宮 報告済み
古湊通１ ライオンズマンション神戸 報告済み
古湊通１ ワコーレエクシード神戸 報告済み
古湊通１ プレサンス神戸駅前 報告済み
古湊通２ 甲南第２サンコーポラス 報告済み
古湊通２ ＧＳハイム高速神戸 報告済み
古湊通２ サンヴェール神戸 報告済み
古湊通２ ワコーレ神戸ステーションフラッツ 報告済み
御幸通２ レバンガ三宮アパートメント 報告済み
御幸通２ センタービレッジⅤ 報告済み
御幸通２ ライオンズマンション三宮第２ 報告済み
御幸通２ ノベラ御幸通（建徳ビル） 報告済み
御幸通２ マリンシティ三宮 報告済み
御幸通２ ベルトゥリー三宮アネックス 報告済み
御幸通２ 永原ビル（Ｍ＆Ｃビル） 報告済み
御幸通２ エスリード神戸三宮パークビュー 報告済み
御幸通２ AOI　FLAT 報告済み
御幸通３ コスモプラザ三宮 報告済み
御幸通３ 御幸ハイム 報告済み



御幸通３ ライオンズマンション三宮 報告済み
御幸通３ フロイデ 報告済み
御幸通３ アドバンス三宮Ⅳルシール 報告済み
御幸通３ プレサンス三宮ディライト 報告済み
御幸通４ 日商岩井三宮マンション 廣栄ビル 報告済み
御幸通５ プリンスコート光泉ビル 報告済み
栄町通２ ライオンズマンション神戸栄町通 報告済み
栄町通３ ポイントタワーマンション 報告済み
栄町通３ シティハウス神戸みなと元町 報告済み
栄町通３ ライオンズタワー神戸元町 報告済み
栄町通４ ＫＡＩＳＥＩ神戸海岸通 報告済み
栄町通４ ワコーレ　ディ・アルクス元町 報告済み
栄町通４ ライオンズマンションみなと元町 報告済み
栄町通４ レジディア神戸元町 報告済み
栄町通５ 栄町ダイヤハイツ 報告済み
栄町通５ イトーピア栄町通 報告済み
栄町通５ デ・リード神戸元町 報告済み
栄町通５ プレサンスみなと元町駅前 報告済み
栄町通６ ライオンズスクエア神戸元町 報告済み
栄町通６ ワコーレ神戸元町マークス 報告済み
坂口通３ コスモ王子公園 報告済み
坂口通７ グランドハイツ上筒井 報告済み
三宮町１ ラティス三宮 報告済み
三宮町２ 扇陽三宮ビル 報告済み
三宮町３ ＨＫ元町ビル 報告済み
東雲通１ ライベス春日野 報告済み
東雲通１ ライオンズマンション三宮東第２ 報告済み
東雲通１ コフィア春日野道 報告済み
東雲通１ ケイズコート 報告済み
東雲通１ セントラムⅦ 報告済み
東雲通１ ラ・ヴィラ春日野道 報告済み
東雲通１ ラ・フォンテ春日野道 報告済み
東雲通１ リベルテＫＯＢＥ 報告済み
下山手通２ マンションマイウェイ 報告済み
下山手通２ リーガル神戸三宮山手 報告済み
下山手通３ メゾンドール下山手 報告済み
下山手通３ メゾン下山手 報告済み
下山手通３ カーサ神戸下山手 報告済み
下山手通３ リーガル神戸下山手 報告済み
下山手通３ ワコーレイクシ神戸トアウエスト 報告済み
下山手通４ 神戸元町ハイツ 報告済み
下山手通４ 中尾ビル 報告済み
下山手通４ モンルポダフネ＜鈴木ビル＞ 報告済み
下山手通４ トルチェ元町山手 報告済み
下山手通４ プラウドタワー神戸県庁前 報告済み
下山手通５ ラ・ルミエール山手 報告済み
下山手通５ グランドメゾン神戸山手　 報告済み
下山手通５ クオーレ神戸元町 報告済み
下山手通５ ブリリアタワー神戸元町 報告済み
下山手通５ ワコーレ元町山手ID 報告済み
下山手通６ サンモール山手 報告済み
下山手通６ ハイツ禄山 報告済み
下山手通６ ワコーレ元町ハウス 報告済み
下山手通６ ラフィーノ山手 報告済み
下山手通７ ジュエリー山手 報告済み
下山手通７ ベイサージュSANKO 報告済み
下山手通７ ロイヤル神戸下山手 報告済み
下山手通７ ワコーレ山手フラッツ 報告済み
下山手通７ リブコート神戸山の手 報告済み



下山手通７ ロンシャンハイツ 報告済み
下山手通７ Ｃｉｔｔａ・Ｖｉｓｔａ神戸下山手通 報告済み
下山手通８ 第一山手ハイツ 報告済み
下山手通８ 第二山手ハイツ 報告済み
下山手通８ ライオンズマンション下山手第２ 報告済み
下山手通８ ミュゼ花隈 報告済み
下山手通８ 花隈コーポラス北棟 報告済み
下山手通８ 吉本ビル 報告済み
下山手通８ ワコーレアーバンヒル山手 報告済み
下山手通８ ジオコート元町山手 報告済み
神仙寺通３ グラン・フェルティ神戸青谷 報告済み
橘通４ ビバリーハウス神戸 報告済み
橘通４ セントラルハイツ神戸橘通 報告済み
橘通４ クレメント神戸大倉山 報告済み
多聞通２ パルメーラ神戸駅前 報告済み
多聞通４ 歩８番館 報告済み
多聞通４ 多聞コーポラス 報告済み
多聞通５ 多聞サンクレバー 報告済み
多聞通５ 歩10番館 報告済み
大日通７ ＤＯＩマンション 報告済み
筒井町３ アドニス春日野 報告済み
筒井町３ オーシャンビル 報告済み
筒井町３ サンコート春日野道Ⅲ 報告済み
筒井町３ ライオンズマンション 生田川東 報告済み
筒井町３ センタービレッジⅡ 報告済み
筒井町３ リー・ガーデン 報告済み
筒井町３ ライオンズマンション三宮東第３ 報告済み
筒井町３ ドルフブランシェ春日野 報告済み
筒井町３ スワンズ神戸三宮イースト 報告済み
中尾町 ブルックス神戸 報告済み
中尾町 ワコーレグラン新神戸 報告済み
中島通１ コープ野村青谷 報告済み
中島通３ セフレック青谷 報告済み
中島通４ 六甲熊内ハイツ 報告済み
中町通２ ローレル神戸駅前 報告済み
中町通３ ドルフブランシュ・ブルー 報告済み
中町通３ プレサンス神戸駅前グランツ 報告済み
中町通４ シャトー神戸 報告済み
中町通４ ライオンズマンション神戸第２ 報告済み
中山手通１ 東門エースタウンビル 報告済み
中山手通１ 東門ヴィレッジ・ビル 報告済み
中山手通１ モンシャトー・コトブキビル 報告済み
中山手通１ リヴェール北野坂 報告済み
中山手通１ ソルジェンテハンター坂 報告済み
中山手通１ アーバンヴィレッジ北野坂 報告済み
中山手通１ 山下ビル 報告済み
中山手通１ メゾンデトワール 報告済み
中山手通１ STELLALUCE北野坂 報告済み
中山手通２ ロータリーマンション中山手 報告済み
中山手通２ サンシャイン山手 報告済み
中山手通２ 中山手コーポ 報告済み
中山手通２ ＪＵＮ中山手 報告済み
中山手通２ メゾン・ドュウ 報告済み
中山手通２ カサベラ中山手通 報告済み
中山手通２ グラン・パレ北野ハンター坂 報告済み
中山手通２ ヴォームスヴィル中山手 報告済み
中山手通２ リーガル神戸中山手通り 報告済み
中山手通２ エル中山手 報告済み
中山手通２ ワコーレ神戸中山手通 報告済み



中山手通２ リベール三宮ミッド・キャスト 報告済み
中山手通２ ワコーレ　ザ・トアロードレジデンス 報告済み
中山手通２ ザ・パークハウス神戸トアロード 報告済み
中山手通３ 福家ハイツ 報告済み
中山手通３ エイコー山手プラザ 報告済み
中山手通３ ローレル北野中山手通 報告済み
中山手通３ サンシャイン中山手 報告済み
中山手通３ アーバンヴィレッジ中山手 報告済み
中山手通３ ハーティネス・トアロード中山手 報告済み
中山手通４ ライオンズマンション中山手 報告済み
中山手通４ ハイエスト中山手 報告済み
中山手通４ 中山手セントポリア 報告済み
中山手通４ グランドメゾン中山手 報告済み
中山手通４ リブコート中山手通 報告済み
中山手通４ 山手ハイツ 報告済み
中山手通５ ランデージ神戸山の手館 報告済み
中山手通５ アーバン・ヴィレッジ神戸中山手 報告済み
中山手通５ ワコーレ中山手通Ｄ．Ｃ 報告済み
中山手通６ マンションやの 報告済み
中山手通６ テラス神戸・中山手 報告済み
中山手通６ 神戸中山手ハウス 報告済み
中山手通６ ワコーレ神戸中山手レジデンス 報告済み
中山手通６ ワコーレ神戸中山手ディアハウス 報告済み
中山手通７ 中山手シティコート・ウェルライフ中山手 報告済み
中山手通７ ベイヒル山の手 報告済み
中山手通７ エフ・コート神戸中山手通り 報告済み
中山手通７ エスリード中山手県庁前 報告済み
二宮町１ 三宮東ハイツ 報告済み
二宮町１ シャトー吟翠 報告済み
二宮町１ サンワプラザ新神戸 報告済み
二宮町１ ル・ムーブル井村 報告済み
二宮町１ メゾン二宮 報告済み
二宮町１ ローレル三宮ノースアベニュー 報告済み
二宮町１ カトル・セゾン 報告済み
二宮町１ コーニッシュビル 報告済み
二宮町１ リベルテ神戸 報告済み
二宮町２ 第２豊田ビル 報告済み
二宮町２ コスモ三宮アーバンスクエア 報告済み
二宮町２ ソナーレ新神戸 報告済み
二宮町２ メゾンヌーベル新神戸 報告済み
二宮町２ ワコーレ　ディ・アルクス三宮 報告済み
二宮町３ シャトー・ド・フェニックス 報告済み
二宮町３ サンコーラフィーネ三宮 報告済み
二宮町３ 三宮パーク・ハイム 報告済み
二宮町３ 二宮神社住宅館 報告済み
二宮町３ ブルーム神戸三宮 報告済み
二宮町３ ケーズ・スクエア 報告済み
二宮町４ サンヴィラ三宮 報告済み
二宮町４ プルミエ・アイ 報告済み
二宮町４ プレザン新神戸 報告済み
二宮町４ リーガル新神戸 報告済み
二宮町４ KDXレジデンス三宮 報告済み
二宮町４ アドバンス三宮Ⅴソレイユ 報告済み
布引町１ キリンハイム 報告済み
布引町２ モンラヴィ新神戸 報告済み
布引町２ クレール布引 報告済み
布引町２ グレイスハイツ新神戸 報告済み
布引町２ プレサンス新神戸 報告済み
布引町２ ワコーレ新神戸カデンツァ 報告済み



布引町３ 布引市街地住宅（住宅部分） 報告済み
布引町４ マイファーレ神戸 報告済み
野崎通１ イースタンハウス 報告済み
野崎通３ 昭和パレス野崎 報告済み
野崎通３ 塚本ビレッジ 報告済み
野崎通６ ジークレフ神戸山の手野崎館 報告済み
旗塚通６ サンビルダー５５ビル 報告済み
旗塚通７ ライオンズ新神戸山の手レジデンス 報告済み
八幡通１ 甲南サンシティ三宮 報告済み
八幡通１ ライオンズマンション三宮磯上公園 報告済み
八幡通１ イトーピア三宮アーバンステージ 報告済み
八幡通４ ディーグラフォート神戸三宮タワー 報告済み
八幡通４ レジデンス芙蓉 報告済み
花隈町 メトロハイツ花くま 報告済み
花隈町 セントラルハイツ花隈 報告済み
花隈町 花隈富士マンション 報告済み
花隈町 ユニーブル花隈 報告済み
花隈町 第二花隈ダイヤハイツ 報告済み
花隈町 ライオンズマンション神戸花隈 報告済み
花隈町 セフィール神戸 報告済み
花隈町 藤和シティホームズ神戸花隈 報告済み
花隈町 建興ハイツ 報告済み
花隈町 レスポワール花隈 報告済み
花隈町 ランテージ神戸花隈 報告済み
花隈町 グラン・フェルティ神戸山手通り 報告済み
花隈町 ファミール神戸元町 報告済み
花隈町 パルメーラ県庁前 報告済み
花隈町 ヒースコート山手 報告済み
花隈町 ワコーレエクシード花隈 報告済み
花隈町 ドルフィンズマンション花隈 報告済み
花隈町 ワコーレ元町セリュックス 報告済み
花隈町 セレッソコート神戸花隈公園 報告済み
花隈町 カシータ神戸元町ＪＰ 報告済み
花隈町 花隈ハイツ 報告済み
浜辺通３ クローバーハイツ三宮 報告済み
浜辺通３ サンビルダー三宮 報告済み
浜辺通３ ベルレコルテ浜辺 報告済み
浜辺通６ エスリード三宮第２ 報告済み
浜辺通６ パルシオ三宮フラワーロード 報告済み
東川崎町１ メゾンビューハーバーランド 報告済み
東川崎町１ ハーバーランド神戸駅前住宅 報告済み
東川崎町１ ザ・ライオンズ神戸ハーバーランド　 報告済み
東川崎町１ クレヴィアタワー神戸ハーバーランド 報告済み
東川崎町６ フレール神戸東川崎 報告済み
日暮通１ グランドハイツ岸本 報告済み
日暮通２ メゾン中村 報告済み
日暮通３ 日暮パークハイツ 報告済み
日暮通３ ハイツ中村 報告済み
日暮通３ プレサンス三宮東アルバーナ 報告済み
日暮通４ ライオンズマンション三宮東 報告済み
日暮通６ ラ・フォンテ三宮東 報告済み
再度筋町 ファミール諏訪山ベアジュール 報告済み
港島１ レジディア神戸ポートアイランドサウス 報告済み
港島１ レジディア神戸ポートアイランドノース 報告済み
港島中町２ ルイシャトレ神戸ポートアイランド 報告済み
港島中町３ ポートアイランド住宅４１号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド住宅４２号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド住宅４３号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド住宅４４号棟 報告済み



港島中町３ ポートアイランド住宅４５号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド住宅４６号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド住宅４７号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地５０号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地５１号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地５２号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地５３号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地５４号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地５５号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地５６号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地５７号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地６０号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地６１号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地６２号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地６３号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地６４号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地６５号棟 報告済み
港島中町３ ポートアイランド団地６６号棟 報告済み
港島中町３ 神戸ポートビレジ１・２号棟 報告済み
港島中町３ 神戸ポートビレジ３・４号棟 報告済み
港島中町３ エバーグリーンポートアイランド(住宅部分) 報告済み
港島中町６ ポートピアプラザＡ棟 報告済み
港島中町６ ポートピアプラザＢ棟 報告済み
港島中町６ ポートピアプラザＣ棟 報告済み
港島中町６ ポートピアプラザＤ棟 報告済み
港島中町６ ポートピアプラザＥ棟 報告済み
港島中町６ ポートピアプラザＦ棟 報告済み
港島中町６ ポートピアプラザＣ棟(店舗） 報告済み
港島中町６ ポートピアプラザＤ棟(店舗） 報告済み
港島中町８ 新港島職員寮　 報告済み
宮本通５ ワコーレ神戸宮本通桜風館 報告済み
元町通１ 大上ビル 報告済み
元町通２ 元町プラザビル 報告済み
元町通３ 元町すみれ 報告済み
元町通３ コスモコート元町 報告済み
元町通３ Ｌｕｍｉｅｒｅ　Ｏｋｕｔｉr 報告済み
元町通４ メゾンドール元町 報告済み
元町通４ シャルマンライフ元町 報告済み
元町通４ ライオンズマンション神戸元町第２ 報告済み
元町通４ 山田ビル 報告済み
元町通４ DOMみなと元町 報告済み
元町通４ シンプルライフ元町 報告済み
元町通４ ウォームスヴィル元町通 報告済み
元町通５ 甲南サンシティ元町 報告済み
元町通５ ヒルハウス元町 報告済み
元町通５ ライオンズマンション神戸元町第５ 報告済み
元町通５ サンシャイン元町 報告済み
元町通５ リーグレック元町 報告済み

元町通５
ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ！！
ＭＯＴＯＭＡＣＨＩ－ＤＯＲＩ

報告済み

元町通５ エイペックス神戸みなと元町Ｃｏａｓｔ　Ｌｉｎｅ 報告済み
元町通５ ワコーレ神戸元町アクシア 報告済み
元町通５ ラピッド元町 報告済み
元町通５ ラ・フォンテみなと元町 報告済み
元町通５ アーバネックスみなと元町 報告済み
元町通６ ダイヤハイツ元町 報告済み
元町通６ ライオンズマンション神戸元町 報告済み
元町通６ ＮＥＯダイキョー神戸元町 報告済み
元町通６ 元町ＭＧレヂデンス３ 報告済み



元町通６ 元町レジデンス 報告済み
元町通６ ランドマークシティ神戸西元町 報告済み
元町通６ ジークレフ神戸元町 報告済み
元町通６ アーバネックス元町通 報告済み

元町通６
公益財団法人木下記念事業団　
神戸学生会館

報告済み

元町通６ ザ・レジデンス神戸元町通 報告済み
元町通７ ネオ・アージュ神戸元町 報告済み
元町通７ ワコーレハーバーＣＩＴＹ元町 報告済み
元町通７ ウィンテージ神戸元町 報告済み
八雲通１ エステムコート三宮東 報告済み
八雲通１ コスモ三宮東グランキューブ 報告済み
八雲通２ ドミール八雲 報告済み
八雲通２ マンション八雲 報告済み
八雲通６ ワコーレ三宮東 報告済み
八雲通６ アドバンス三宮Ⅱライズ 報告済み
八雲通６ アドバンス三宮Ⅵクレスト 報告済み
山本通１ 東洋ハイツ 報告済み
山本通２ プレジデントコート 報告済み
山本通２ レジデンス明信 報告済み
山本通２ リーフィー北野 報告済み
山本通２ カサベラ異人館山本通 報告済み
山本通２ ワコーレ山本通アバンツィオ 報告済み
山本通２ ワコーレ山本通グランツィオ 報告済み
山本通２ ファスタージュ北野ハンター坂 報告済み
山本通２ ワコーレ山本通ヴェルツィオ　 報告済み
山本通２ ル・パッサージュ北野 報告済み
山本通２ リブレ北野 報告済み
山本通３ トーアハイツ 報告済み
山本通３ セトビル 報告済み
山本通３ メゾントーア 報告済み
山本通３ 北野ビル 報告済み
山本通３ ワコーレ山本通センツィオ 報告済み
山本通３ ル・コラージュ異人館通ドミシール 報告済み
山本通３ ラ・マナージュ異人館通 報告済み
山本通３ ファミールグラン神戸北野ザ・クラブハウス 報告済み
山本通４ 諏訪山スカイハイツ 報告済み
山本通４ 第一・第二永光マンション 報告済み
山本通４ 藤和諏訪山ホームズ 報告済み
山本通４ コムーネ山本通壱番館 報告済み
山本通４ 神戸山本通パークホームズ 報告済み
山本通４ ワコーレ山本通アルベツィオ 報告済み
山本通４ プレステージ諏訪山公園 報告済み
山本通５ 椿グランドハイツ 報告済み
山本通５ ＲＧマンション 報告済み
山本通５ パークスクエア神戸山本通 報告済み
若菜通６ セントラルハイツ三宮東 報告済み
若菜通６ リーベスト三宮ブランシェ 報告済み
脇浜海岸通３ ＨＡＴ神戸脇の浜　１番館 報告済み
脇浜海岸通３ ＨＡＴ神戸脇の浜　２番館 報告済み
脇浜海岸通３ ＨＡＴ神戸脇の浜　３番館 報告済み
脇浜海岸通３ ＨＡＴ神戸脇の浜　４番館 報告済み
脇浜海岸通３ ＨＡＴ神戸脇の浜　５番館 報告済み
脇浜海岸通３ ＨＡＴ神戸脇の浜　１６番館 報告済み
脇浜海岸通３ ＨＡＴ神戸脇の浜　１７番館 報告済み
脇浜海岸通３ ＨＡＴ神戸脇の浜　１８番館 報告済み
脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツ　１番館 報告済み
脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツ　２番館 報告済み
脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツ　３番館 報告済み



脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツ　４番館 報告済み
脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツ　５番館 報告済み
脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツ　６番館 報告済み
脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツ　７番館 報告済み
脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　８番館 報告済み
脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　９番館 報告済み
脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　１０番館 報告済み
脇浜海岸通４ 神戸海岸通ハーバーフラッツウエスト　１１番館 報告済み
脇浜町１ ルネシティ脇浜町　１号棟 報告済み
脇浜町１ ルネシティ脇浜町　２号棟 報告済み
脇浜町１ ルネシティ脇浜町　３号棟 報告済み
脇浜町１ ルネシティ脇浜町　４号棟 報告済み
脇浜町１ ルネシティ脇浜町第二　５号棟 報告済み
脇浜町１ ルネシティ脇浜町第二　６号棟 報告済み
脇浜町１ ルネシティ脇浜町第二　７号棟 報告済み
脇浜町１ グランスイート神戸 NORTH HAT 報告済み
脇浜町２ ワコーレKOBE灘ハウス 報告済み
脇浜町３ カサベラエステ三宮 報告済み
脇浜町３ ワコ－レアプローズ春日野 報告済み
脇浜町３ コミュニティ春日野 報告済み
脇浜町３ レ・ロゥア　 報告済み
脇浜町３ ザ・パークハウス神戸春日野道 報告済み
割塚通２ ネスト割塚 報告済み
割塚通５ ハイツ春日野Ⅱ 報告済み

芦原通４ ワコーレテラス兵庫芦原通 報告済み
荒田町１ 湊川サンクレバー 報告済み
荒田町１ モアライフ湊川 報告済み
荒田町１ 南光ハイツ 報告済み
荒田町１ サンヴィラ湊川 報告済み
荒田町１ グランドプラザ神戸パートⅠ 報告済み
荒田町１ グランドプラザ神戸パートⅡ 報告済み
荒田町１ ワコーレグラン湊川 報告済み
荒田町１ カサベラ湊川壱番館 報告済み
荒田町１ グラン・パレ大倉山ウエストタワー 報告済み
荒田町１ 小原病院看護師寮 報告済み
荒田町２ ワコーレ湊川 報告済み
荒田町３ コリンデール 報告済み
荒田町３ ワコーレ雪御所公園 報告済み
石井町１ ときわ石井ハイツ 報告済み
入江通２ ソレイユアンドメイプル 報告済み
入江通３ グランドシャトー兵庫 報告済み
永沢町２ バンブーイン 報告済み
永沢町２ 朝日プラザ兵庫永沢町Ⅱ 報告済み
永沢町２ ドルフＫＯＢＥ公園通 報告済み
永沢町３ ウェルステイツ 報告済み
永沢町３ サニーヒルズ兵庫 報告済み
永沢町４ 甲南第１１兵庫コーポラス 報告済み
永沢町４ プリマヴェーラ神戸 報告済み
駅前通２ 兵庫駅北住宅 報告済み
駅前通３ サンメゾン　兵庫駅前通　ELDO 報告済み
駅前通５ 兼久ビル 報告済み
駅前通５ メイプル兵庫 報告済み
駅南通１ アーバンヴィレッジ兵庫エスタシオン 報告済み
駅南通３ ワコーレプラザ兵庫 報告済み
駅南通３ エスリード神戸ＷＥＳＴ 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　１号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　２号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　３号棟 報告済み

兵庫区



駅南通５ キャナルタウンウエスト　４号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　５号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　６号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　７号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　９号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　１０号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　１１号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　１２号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　１３号棟 報告済み
駅南通５ キャナルタウンウエスト　１４号棟 報告済み
会下山町３ ライオンズマンション 会下山公園 報告済み
会下山町３ ワコーレグランフォレスト神戸 報告済み
小河通５ W-STYLE神戸 報告済み
笠松通５ コスモ神戸サウスアヴェニュー 報告済み
鍛冶屋町２ グランドプラザ兵庫Ⅱ 報告済み
上沢通１ 湊川公園パークハウス 報告済み
上沢通１ ワコーレ上沢通ファースト 報告済み
上沢通２ ワコーレスクェア兵庫 報告済み
上沢通３ シーバース神戸 報告済み
上沢通４ エクセル上沢 報告済み
上沢通４ ワコーレルシード上沢 報告済み
上沢通５ ラ・ウェゾン上沢通鴎風館 報告済み
上沢通６ 上沢壱番館 報告済み
上沢通６ ワコーレ上沢通 報告済み
上沢通７ ドミール神戸 報告済み
上沢通７ 日の出ビル 報告済み
上沢通８ クレール神戸上沢通 報告済み
菊水町６ グランドプラザ菊水 報告済み
菊水町６ ロイヤルコート菊水 報告済み
菊水町１０ 夢野団地１号館　 報告済み
菊水町１０ 夢野（３）団地  ４号棟 報告済み
北逆瀬川町 グランアッシュ兵庫ビヴァン 報告済み
切戸町 ワコーレピア兵庫 報告済み
金平町１ エクセルシティ御崎公園 報告済み
熊野町２ ときわ熊野ハイツ 報告済み
熊野町３ ワコーレパルテール熊野町 報告済み
小松通２ ウィングコート小松 報告済み
小松通３ グルーブ兵庫グランアリーナ 報告済み
五宮町 ワコーレ兵庫五宮町 報告済み
五宮町 ワコーレ五宮神戸麓彩館 報告済み
佐比江町 富貴マンション 報告済み
七宮町２ ワコーレ ペイサージュ神戸 報告済み
七宮町２ ワコーレハーバーコート神戸 報告済み
七宮町２ ワコーレハーバークレア神戸 報告済み
七宮町２ サムティ神戸ＢＥＮＩＲ 報告済み
島上町２ 第一赤松ビル 報告済み
島上町２ グランドプラザ兵庫 報告済み
島上町２ メゾン島上 報告済み
下祇園町 ルミナス神戸 報告済み
下沢通１ 朝日プラザ湊川 報告済み
下沢通１ 丸山ビル 報告済み
下沢通１ ライオンズマンション湊川公園 報告済み
下沢通１ 湊川パークサイド 報告済み
下沢通１ ウノ・アンビエンテ湊川 報告済み
下沢通２ ルネ下沢通 報告済み
下沢通２ エスポワール湊川公園 報告済み
下沢通２ ワコーレアネシス兵庫 報告済み
下沢通２ アーバンコート兵庫 報告済み
下沢通３ 吉中ビル 報告済み



下沢通３ ウエストリッジ 報告済み
下沢通４ 大地グランハイムⅤ 報告済み
下沢通５ 大地グランハイム 報告済み
下沢通５ ライオンズマンション兵庫下沢通 報告済み
下沢通５ ワコーレアスティア兵庫下沢通 報告済み
下沢通５ ライオンズヴィアーレ下沢通 報告済み
下沢通６ グリーンハイツ上沢 報告済み
下沢通６ ワコーレ下沢 報告済み
下沢通６ ライオンズマンション上沢ガーデンテラス 報告済み
下沢通７ アーバニス神戸下沢通ヴェルサ 報告済み
下沢通８ コスモ神戸上沢駅前 報告済み
新開地１ 湊川パークハイツ 報告済み
新開地１ サンビルダーウェスト 報告済み
新開地１ セントラルハイツ湊川 報告済み
新開地２ ライオンズプラザ神戸 報告済み
新開地３ 甲南第５サンコーポラス 報告済み
新開地３ クアトロ神戸 報告済み
新開地３ ワコーレシエラ神戸 報告済み
新開地３ シンプルライフ新開地Ⅱ 報告済み
新開地３ フレール新開地３丁目（住宅部分） 報告済み
新開地４ グランパレ神戸 報告済み
新開地４ メインステージ兵庫 報告済み
新開地４ スタッツァ神戸 報告済み
新開地４ ワコーレデュプレックス神戸 報告済み
新開地４ W-STYLE神戸Ⅱ 報告済み
新開地４ ワコーレアベニュー神戸 報告済み
新開地５ 古湊ダイヤハイツ 報告済み
新開地５ アーバンヴﾞｨレッジ神戸西 報告済み
新開地５ ルミエール神戸 報告済み
新開地６ シャトー神戸 報告済み
新開地６ ライオンズマンション神戸第３ 報告済み
新開地６ リフレ神戸 報告済み
神明町１ ソラージュ神戸Ⅰ 報告済み
須佐野通４ 兵庫コートハウス 報告済み
大開通１ シンプルライフ新開地 報告済み
大開通２ メゾン・ユニベール 報告済み
大開通２ ワコーレグランフィス神戸 報告済み
大開通３ グランメゾン神戸 報告済み
大開通５ ハイツ材井 報告済み
大開通５ エクセルウィンＤ 報告済み
大開通５ ドルフプラッツ兵庫 報告済み
大開通５ ワコーレKOBE大開通 報告済み
大開通６ パルメーラ兵庫イースト 報告済み
大開通７ カーサ大開 報告済み
大開通７ Ｊ・スクエアー 報告済み
大開通７ グレイス大開 報告済み
大開通７ ワコーレシャンテ大開通 報告済み
大開通７ パルメーラ兵庫ウエスト 報告済み
大開通８ サンメゾン大開 報告済み
大開通８ ラプリウムサンコー 報告済み
大開通８ イーデンハイツ オクトピア 報告済み
大開通８ HMレジデンス 報告済み
大開通９ ワコーレヴィアーレ兵庫 報告済み
大開通１０ シャトー第６神戸 報告済み
大開通１０ サンワプラザ 神戸大開通 報告済み
大開通１０ ワコーレエクセレント大開通 報告済み
塚本通３ エトワール神戸 報告済み
塚本通３ ワコーレギャラリーフォート兵庫 報告済み
塚本通３ アルファレガロ神戸ウエスト 報告済み



塚本通４ マンションＡ－１ 報告済み
塚本通５ カサベラ兵庫 報告済み
塚本通５ 蓬莱ビル 報告済み
塚本通５ ファミール兵庫 報告済み
塚本通５ 神戸フラッツオアシス 報告済み
塚本通６ サンシャイングレート兵庫 報告済み
塚本通６ スカイコート 報告済み
塚本通６ プラザセイシェル 報告済み
塚本通６ コウベアーバンⅲ 報告済み
塚本通７ セントアベニュー兵庫 報告済み
塚本通８ 甲南第１０兵庫コーポラス 報告済み
塚本通８ ヴィンテージコート兵庫 報告済み
中道通１ グラン・パレ神戸ランドタワー 報告済み
中道通２ ドルフ中道通コアプレイス 報告済み
中道通６ アーバニスフレア兵庫 報告済み
中道通７ FUYO BLDG 報告済み
中道通８ コンセール中道 報告済み
中道通９ アルファレガロ上沢 報告済み
西上橘通１ ルミナスコート 報告済み
西上橘通１ ヴィラ神戸Ⅱ 報告済み
西上橘通１ ハーヴィス神戸 報告済み
西上橘通２ ロイヤルハイツ兵庫 報告済み
西上橘通２ ユニバーサルビル 報告済み
西橘通１ セントラルハイツ神戸 報告済み
西橘通１ ライオンズマンション神戸西橘通 報告済み
西橘通１ ハピネス高速神戸 報告済み
西橘通１ ワコーレ神戸プレイス 報告済み
西橘通２ シャトー第８神戸 報告済み
西多聞通１ ピースフルライフワコー 報告済み
西多聞通１ ワコーレシティオ神戸 報告済み
西多聞通２ ベルコモン神戸 報告済み
西多聞通２ フルーレゾン西多聞 報告済み
西出町１ 入江住宅 報告済み
西出町１ 入江第２住宅 報告済み
西出町２ ヴェルドール西出町公園 報告済み
西柳原町 ビラユニオン兵庫 報告済み
西柳原町 サンワステーションプラザ兵庫 報告済み
西柳原町 メゾン西柳原 報告済み
西柳原町 ワコーレル・シエル兵庫 報告済み
西柳原町 ラ・ウェゾン兵庫アルバーノ 報告済み
羽坂通２ 羽坂ヤマトビル 報告済み
羽坂通３ 甲南兵庫ハイム 報告済み
羽坂通３ 兵庫羽坂通パーク・ホームズ 報告済み
羽坂通３ 雅ハイツ 報告済み
羽坂通３ ワコーレ兵庫ステーションフラッツ 報告済み
羽坂通４ 高谷ビルディング 報告済み
羽坂通４ 兵庫駅前ビル   住宅部分 報告済み
羽坂通４ 兵庫駅前ビル 報告済み
羽坂通４ モンサンミッシェル　ハサカ 報告済み
浜崎通 兵庫駅前ガーデンハイツ 報告済み
浜崎通 メゾン・ド・兵庫 報告済み
浜崎通 甲南サンシティ兵庫 報告済み
浜崎通 福山通運株式会社　神戸支店　第一社宅 報告済み
浜崎通 カナル兵庫 報告済み
浜崎通 エスペラール神戸 報告済み
浜崎通 フレール浜崎通２７号棟 報告済み
浜崎通 フレール浜崎通２８号棟 報告済み
浜中町１ ワコーレみさき 報告済み
浜中町１ フレール浜山　２号棟 報告済み



浜中町１ エクセル御崎公園ディアフィールド 報告済み
浜中町２ エクセルスクエア御崎公園 報告済み
浜中町２ エクセルウィッシュ御崎公園 報告済み
浜山通１ 御崎北ビル 報告済み
浜山通２ 御崎南ビル 報告済み
東柳原町 ワコーレブレス兵庫 報告済み
東山町１ シティー フラット 報告済み
東山町１ サンハイツ東山 報告済み
東山町２ シティーパラディソ 報告済み
東山町２ ジラソーレ 報告済み
東山町３ 東山ハイツ 報告済み
東山町４ ワコーレグランシティ東山 報告済み
東山町４ アーバニス神戸東山 報告済み
兵庫町２ パルメーラ兵庫 報告済み
兵庫町２ サンワプラザソレイユ兵庫 報告済み
福原町 ライオンズプラザオータニ神戸 報告済み
福原町 ハイツ湊川 報告済み
福原町 ラ・ウェゾン湊川公園 報告済み
本町１ 甲南メゾン兵庫 報告済み
本町１ 信成ハイツ 報告済み
本町１ プリンスコート兵庫 報告済み
本町１ LiAnge兵庫本町 報告済み
松原通５ ワコーレレジクス兵庫 報告済み
松原通５ リーベルKOBE兵庫ジェネックス 報告済み
松本通３ サンクレイドルカメヤマ 報告済み
松本通５ ワコーレ松本せせらぎ通り 報告済み
松本通６ オーク松本通 報告済み
三川口町１ ワコーレ兵庫プレイス 報告済み
三川口町１ ワコーレ兵庫ブランセ 報告済み
三川口町２ 甲南第２兵庫コーポラス 報告済み
三川口町２ アポロンＫＯＷＡ 報告済み
三川口町２ ル・シャンテM 報告済み
三川口町２ アルファレガロ兵庫 報告済み
三川口町２ アルテ兵庫津 報告済み
三川口町３ ロイヤルコート兵庫 報告済み
三川口町３ ワコーレシティオ兵庫 報告済み
三川口町３ プレサンス神戸西スパークリング 報告済み
三川口町３ ワコーレ兵庫ステーションブライト 報告済み
御崎本町１ ディオ・フェルティ神戸  壱番館 報告済み
御崎本通１ ディオ・フェルティ神戸  弐番館 報告済み
御崎本町２ グランドプラザ御崎公園 報告済み
御崎本町２ エル・セレーノ　御崎本町 報告済み
御崎本町３ 甲南第５兵庫コーポラス 報告済み
水木通１ グランドール兵庫 報告済み
水木通１ カサ神戸 報告済み
水木通１ ワコーレアスティオン兵庫 報告済み
水木通１ ローレル水木通 報告済み
水木通１ ワコーレKOBE水木通 報告済み
水木通２ 水木通ガーデンハイツ 報告済み
水木通２ 水木通マンション 報告済み
水木通２ リブコート兵庫水木通 報告済み
水木通３ ワコーレ神戸ジュエルズ　 報告済み
水木通５ カサパロマ水木 報告済み
水木通５ ドルフグリッツア水木通 報告済み
水木通６ ディパピヨン 報告済み
水木通６ アーバネックス神戸水木通 報告済み
水木通８ アーバンルネッサンス兵庫 報告済み
水木通９ ワコーレアベニュー兵庫 報告済み
水木通１０ ライオンズマンション神戸水木通 報告済み



三石通３ プレサンス神戸和田岬ステーションフロント 報告済み
湊川町４ メゾンドール湊川 報告済み
湊川町５ ワコーレエクセレント湊川 報告済み
湊川町６ ハーデンハイツ 報告済み
湊川町８ ヒルズ兵庫 報告済み
湊川町１０ エクセルコート兵庫 報告済み
湊町１ ライオンズマンション神戸湊町公園 報告済み
湊町１ エスリード神戸 報告済み
湊町１ フルーレゾン神戸パート２ 報告済み
湊町１ グランパレ神戸ハーバーウエスト 報告済み
湊町２ 神戸シティハイツ 報告済み
湊町２ ベルファミーレ 報告済み
湊町２ グランアッシュ神戸ウエスト 報告済み
湊町３ サイコート兵庫 報告済み
湊町３ ディーグラフォート神戸ハーバーウエスト 報告済み
湊町４ シティパレス湊川 報告済み
湊町４ フルーレゾン神戸 報告済み
湊山町 ワコーレ神戸湊山グランアリーナ 報告済み
南逆瀬川町 フリーデン兵庫 報告済み
門口町 エトワール門口 報告済み
門口町 サンエイ・ビル 報告済み
門口町 ドリームⅡ 報告済み
門口町 ベルエア兵庫 報告済み
門口町 アネシスコート門口 報告済み
矢部町 昭和レジデンス 報告済み
吉田町１ ワコーレヴェルデ御崎公園 報告済み
吉田町１ エクセルディオ御崎公園リモト 報告済み
吉田町２ キャナルシティ御崎公園 報告済み
吉田町２ エクセルヴュー御崎公園 報告済み
吉田町２ エクセルディオ御崎公園メロディア 報告済み

有野台２ アズミストパティオ 報告済み
有野台８ パルーシア神戸 報告済み
有野中町２ アジュール北六甲 報告済み
有野中町２ ジュネス北六甲 報告済み
有野中町３ ダイアパレス北六甲 報告済み
有野中町４ ルミナアーク 報告済み
有野町有野字川添 ワコーレ神戸岡場ステーションマークス 報告済み
有野町唐櫃字平見 サンロイヤル北六甲 報告済み
有馬町 リッチライフ有馬２ 報告済み
有馬町 リッチライフ有馬 報告済み
有馬町 エクスモンド有馬 報告済み
有馬町 エイジングコート有馬 報告済み
泉台１ ルモンクレール北鈴蘭台 報告済み
泉台２ 鈴蘭泉台第２ハウス  １号棟 報告済み
泉台２ 鈴蘭泉台第２ハウス  ２号棟 報告済み
泉台２ 鈴蘭泉台第２ハウス  ３号棟 報告済み
泉台２ 鈴蘭泉台第２ハウス  ４号棟 報告済み
泉台２ 鈴蘭泉台第２ハウス  ５号棟 報告済み
泉台３ ハイム北鈴蘭 報告済み
大原１ ルモングレース北鈴蘭台 報告済み
大原３ サンシティ神戸北町 報告済み
桂木３ エスポアシティ神戸北町 報告済み
鹿の子台北町３ アヴニール鹿の子台団地 報告済み
唐櫃台２ シルフィード・ドゥ・唐櫃 報告済み
唐櫃台２ ヴィルブランシェ唐櫃台 報告済み
北五葉１ ハピネスプラザ 報告済み
北五葉２ ライオンズマンション西鈴蘭台第２ 報告済み
北五葉２ ライオンズマンション西鈴蘭台 報告済み

北区



君影町１ グランドパレス君影 報告済み
甲栄台３ ワコーレオーキッドプラザ 報告済み
甲栄台４ 公社賃貸  桜の宮住宅 報告済み
幸陽町１ シャルマンコーポ神戸花山 報告済み
幸陽町１ フォルテコート神戸花山 報告済み
菖蒲が丘３ ヴィルブランシェ菖蒲が丘 報告済み
鈴蘭台北町９ ファミーユ鈴蘭台友が丘 報告済み
鈴蘭台北町９ ハイランドミオ鈴蘭台 報告済み
鈴蘭台西町1 コープ野村鈴蘭台 報告済み
鈴蘭台西町２ ライオンズマンション西鈴蘭台第３ 報告済み
鈴蘭台西町３ ルイシャトレ西鈴蘭台 報告済み
鈴蘭台西町５ ライオンズマンション鈴蘭台　 報告済み
鈴蘭台東町１ ワコーレオーキッドガーデン 報告済み
鈴蘭台東町２ 鈴蘭台ハイム 報告済み
鈴蘭台東町３ 鈴蘭台ビレヂ 報告済み
鈴蘭台東町５ ダイアパレス鈴蘭台 報告済み
鈴蘭台南町１ ディオ・フェルティ鈴蘭台ガーデンヒルズ 報告済み
鈴蘭台南町１ リーデンススクエア鈴蘭台駅前 報告済み
鈴蘭台南町３ ワコーレ西鈴蘭台駅前 報告済み
谷上東町 ザ・谷上駅前レジデンス 報告済み
谷上西町 ワコーレ神戸谷上ステーションマークス 報告済み
花山東町 花山グリーンハイツ 報告済み
花山東町 花山東団地１号棟 報告済み
花山東町 花山東団地２号棟 報告済み
花山東町 花山東住宅３号棟 報告済み
花山東町 花山東団地４号棟 報告済み
花山東町 花山東団地５号棟 報告済み
花山東町 花山東団地７号棟 報告済み
花山東町 花山東団地８号棟 報告済み
花山東町 花山東団地９号棟 報告済み
花山東町 花山東団地１０号棟 報告済み
花山東町 花山東団地１１号棟 報告済み
花山東町 花山東団地１２号棟 報告済み
花山東町 花山東団地１７号棟 報告済み
花山東町 花山東団地１８号棟 報告済み
花山東町 花山東団地１９号棟 報告済み
花山東町 花山東団地２０号棟 報告済み
花山東町 花山東団地２１号棟 報告済み
花山東町 花山東団地２２号棟 報告済み
花山東町 花山東団地２３号棟 報告済み
花山東町 花山東団地２４号棟 報告済み
花山東町 花山東団地２５号棟 報告済み
花山東町 花山東団地２６号棟 報告済み
花山東町 アドリーム花山東 報告済み
日の峰５ ルネ神戸北町Ⅰ 報告済み
日の峰５ ルネ神戸北町Ⅱ　ノースコート１番館 報告済み
日の峰５ ルネ神戸北町Ⅱ　ノースコート２番館 報告済み
日の峰５ ルネ神戸北町Ⅱ　センターコート 報告済み
日の峰５ ルネ神戸北町Ⅱ　サウスコート１番館 報告済み
日の峰５ ルネ神戸北町Ⅱ　サウスコート２番館 報告済み
日の峰５ ルネ神戸北町Ⅱ　サウスコート３番館 報告済み
ひよどり台２ ひよどり台中央市街地住宅　１３７号棟 報告済み
ひよどり台２ ひよどり台中央市街地住宅　１３８号棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　Ａ棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　Ｂ棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　Ｃ棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　Ｄ棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　Ｅ棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　Ｆ棟 報告済み



藤原台北町５ セレノ藤原台　G棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　Ｈ棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　Ⅰ棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　J 棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　K棟 報告済み
藤原台北町５ セレノ藤原台　L棟 報告済み
松が枝町１ ディオ・フェルティノースヒル神戸 報告済み
松が枝町１ パルメーラ箕谷駅前 報告済み
松が枝町３ アドリーム神戸箕谷 報告済み
緑町３ プレセランス・山の街 報告済み
緑町７ コスモ神戸緑町 報告済み
緑町８ ヴイルブランシェ緑園　壱番館 報告済み
南五葉１ 鈴蘭台第４市街地住宅　１号棟 報告済み
南五葉１ 鈴蘭台第４市街地住宅　２号棟 報告済み
南五葉１ 西鈴蘭台南住宅 報告済み
南五葉３ エクセルコート南五葉 報告済み
山田町小部字南山 鈴蘭台パインクレスト 報告済み
山田町小部字高橋 ろうきん鈴蘭台東コーポ 報告済み
谷上東町 アルバ谷上　 報告済み
谷上東町 ユニベール北神戸 報告済み
山田町上谷上字鍛冶屋ノ上セーリオ神戸谷上グランゲート 報告済み
山田町下谷上字梅木谷 ヴィルブランシェ北町 報告済み

池田寺町１ エイジス池田寺町 報告済み
一里山町 朝日プラザモンターニュ北神戸 報告済み
鴬町２ シャトレンうぐいす 報告済み
腕塚町４ ライオンズマンション新長田 報告済み
腕塚町６ アスタくにづか２番館　北棟 報告済み
大谷町２ ワコーレ大谷町クレセンツィオ 報告済み
大谷町３ ワコーレソル・テージ大谷町 報告済み
大塚町１ エクセル大塚 報告済み
大塚町３ カサベラ大塚町 報告済み
大塚町４ グルーブ大塚町グランアリーナ 報告済み
大橋町１ KOBE兵庫壱番館 報告済み
大橋町４ サンシャイン新長田 報告済み
大橋町５ シティパレス新長田 報告済み
大橋町７ アスタピア新長田ウィズコート 報告済み
大橋町８ ディークラディア新長田 報告済み
大橋町９ ワコーレ　ザ　メッドハウス 報告済み
大橋町１０ 濱田ビル 報告済み
大道通１ フレール長田（住宅部分） 報告済み
大道通３ フレール長田大道 報告済み
大道通４ メルヘンハイツ 報告済み
御屋敷通１ 東急ドエル・アルス御屋敷通 報告済み
御屋敷通１ ワコーレ西代ステーシオ 報告済み
御屋敷通３ サンタウン御屋敷　壱番館 報告済み
御屋敷通３ サンタウン御屋敷  弐番館 報告済み
御屋敷通３ サンタウンアコルデ 報告済み
御屋敷通５ ワコーレシャロウ御屋敷通 報告済み
海運町４ ラ・ウェゾン鷹取 報告済み
神楽町４ パルティーレ　神楽の杜 報告済み
神楽町６ ステーションプラザ神戸西 報告済み
片山町２ ワコーレ片山町匠彩館 報告済み
片山町５ ダイアパレス神戸片山 報告済み
片山町５ プリオーレ神戸山ノ手 報告済み
上池田１ ワコーレヴィエント上池田 報告済み
上池田３ 高取台サンハイツ 報告済み
上池田３ ユニゾン高取台 報告済み
上池田３ シャトラン上池田 報告済み

長田区



苅藻通４ エスポワールダイエイ 報告済み
北町１ パルメーラ長田北町 報告済み
北町１ Flat長田北町 報告済み
北町１ ラ・フォンテ神戸長田 報告済み
北町２ ウィング長田北町 報告済み
北町２ ワコーレエクセレント北町 報告済み
久保町３ ローレル新長田 報告済み
久保町６ ブランシエラ新長田 報告済み
駒ヶ林５ シティ２１ライフ 報告済み
五位ノ池町３ ヴェルドール五位ノ池 報告済み
鹿松町１ 朝日プラザヴィスタ北神戸 報告済み
庄田町２ ＧＣ長田庄田町 報告済み
庄田町３ ワコーレニューウェスト 報告済み
菅原通５ サンハイツ神戸ＷＥＳＴ 報告済み
菅原通５ グレイスハイツ御蔵菅原 報告済み
滝谷町１ ライオンズマンション 長田ヒルズ 報告済み
大日丘町１ ライオンズマンション長田山手 報告済み
大丸町１ フレール長田大丸町 報告済み
寺池町１ ワコーレロイヤルヒルズ 報告済み
戸崎通３ 板宿パーク・ホームズ 報告済み
戸崎通３ ローレル板宿戸崎通 報告済み
長田町1 サンドール長田南館 報告済み
長田町１ ワコーレ長田ディアコート 報告済み
長田町３ ルミナスハイツ長田 報告済み
長田町５ コート宮北 報告済み
長田天神町１ シャルム長田 報告済み
長田天神町２ エクセルコート神戸 報告済み
長田天神町４ イスズハイツ・ベル長田 報告済み
浪松町２ 鷹取駅前ハイツ 報告済み
浪松町５ グレイスハイツ西神戸 報告済み
西尻池町２ ハーモニープラザ 報告済み
西代通１ シャルマン西代 報告済み
西代通３ ライオンズマンション西代通 報告済み
二番町１ ツイン大開　１号館 報告済み
二番町４ サンライズ長田 報告済み
野田町５ 山本ビル・コーポサンルーツⅡ 報告済み
野田町５ パークプラザ鷹取 報告済み
萩乃町２ サンコート萩乃台 報告済み
萩乃町３ 神戸シフレ雲雀ヶ丘 報告済み
花山町２ サンコート花山 報告済み
花山町２ リブコート長田ビューレジデンス 報告済み
林山町 エクセルヒルズ長田 報告済み
林山町 高取台ロイヤルマンション 報告済み
林山町 デメテル高取台 報告済み
林山町 リブコート長田ウェルズ 報告済み
東尻池町２ センシブルヒュース 報告済み
東尻池町３ シャトランニューウエストⅡ 報告済み
東尻池町６ ワコーレフォルトゥーナ長田南 報告済み
日吉町５ コウベアーバンⅡ 報告済み
日吉町５ シャトーレスポワール 報告済み
日吉町６ パル鷹取 報告済み
二葉町２ フロラシオン二葉 報告済み
二葉町４ フタバハイツ 報告済み
本庄町６ アーバンコート神戸西 報告済み
房王寺町２ 北上沢グランドハイツ 報告済み
房王寺町６ アーバンヒル長田 免除
房王寺町７ ハイツ菊水 報告済み
前原町１ アーバンヒルズ上沢 報告済み
松野通１ アーバンコモード新長田 報告済み



松野通１ パルテール新長田 報告済み
松野通１ ワコーレ新長田レヴァンツァ 報告済み
松野通２ ワコーレ松野通ブライツ 報告済み
御蔵通２ ウイング神戸 報告済み
御蔵通５ ドルフ長田ザイオン 報告済み
水笠通４ ルータス水笠 報告済み
御船通４ ルネタウン御船 報告済み
宮川町４ ルネ神戸宮川町さくら坂 報告済み
明泉寺町１ 明泉寺南住宅 報告済み
明泉寺町２ エールデ明泉寺 報告済み
山下町１ 高取山メイト 報告済み
四番町１ ビエント上沢 報告済み
四番町７ ワコーレ長田綜合ビル 報告済み
六番町８ カサベラセントラルプラザ長田 報告済み
若松町３ 神戸アスタカレッジハイツ 報告済み
若松町３ アトレ新長田駅前 報告済み
若松町４ ピフレ新長田 報告済み
若松町５ 新長田駅前市街地住宅（住宅部分） 報告済み
若松町５ 新長田駅前ビル　ジョイプラザ（Ｂ３～２Ｆ・２４Ｆ～２ 報告済み
若松町１０ エクセル若松 報告済み

青葉町１ ライオンズマンション鷹取 報告済み
青葉町４ 千鳥館 報告済み
磯馴町５ シャトー・ド・マリン須磨 報告済み
磯馴町５ ワコーレセレナ須磨 報告済み
磯馴町６ シーサイドシャトー須磨 報告済み
磯馴町６ ブロードコースト須磨 報告済み
磯馴町６ グランコート須磨海岸通り 報告済み
磯馴町６ ワコーレ須磨ザ・フィールズ　 報告済み
一ノ谷町１ 須磨一ノ谷グリーンハイツＡ棟 報告済み
一ノ谷町１ 須磨一ノ谷グリーンハイツＢ棟 報告済み
永楽町３ ワコーレ須磨永楽町 報告済み
戎町１ ワコーレ須磨板宿プライツ 報告済み
戎町３ 第1チトケンビル 報告済み
戎町３ アネスト恵美寿 報告済み
戎町４ パルメーラ板宿 報告済み
大池町２ ライオンズマンション須磨板宿 報告済み
大池町３ ウォームスヴィル須磨板宿 報告済み
大池町５ ワコーレ須磨鷹取パラディウム 報告済み
大池町５ フレール須磨たかとり　１号棟 報告済み
大池町５ フレール須磨たかとり　２号棟 報告済み
大池町５ フレール須磨たかとり　３号棟 報告済み
大池町５ フレール須磨たかとり　４号棟 報告済み
大池町５ フレール須磨たかとり　５号棟 報告済み
大田町１ ワコーレスクエア須磨 報告済み
大田町１ ドリーム須磨 報告済み
大田町１ ラヴィール須磨 報告済み
大田町１ ワコーレルシア須磨板宿 報告済み
大田町２ ハイバレーレジデンス 報告済み
大田町２ ワコーレ須磨板宿フリーディア 報告済み
大田町３ グレイスハイツ板宿 報告済み
大田町３ エルフラット板宿 報告済み
大田町３ ラ・ウェゾン板宿 報告済み
大田町４ エル・セレーノ須磨 報告済み
大田町４ ホップス須磨 報告済み
大田町４ ピアグレ－ス　スマ 報告済み
大田町６ ローレル東須磨 報告済み
大手 ビバリーハウス須磨壱番館 報告済み
北落合１ メゾン名谷 報告済み

須磨区



北落合４ ときわハイツ北落合 報告済み
北落合６ 須磨・名谷ハウス　１号棟 報告済み
北落合６ 須磨名谷ハウス  ２号棟 報告済み
北落合６ ライオンズマンション須磨名谷 報告済み
北町３ ドルフ須磨　ジ・エアー 報告済み
衣掛町４ シャトラン須磨 報告済み
衣掛町５ ローレル須磨シーサイドビュー 報告済み
車字霜の下 サンシャイン西神戸 報告済み
車字潰ノ下 ベルツリー若草アネックス 報告済み
車字獅堀 サンワプラザ須磨山の手 報告済み
潮見台町１ カシータ須磨ヒルズ 報告済み
潮見台町２ 須磨シーサイドヒルズ（北棟） 報告済み
潮見台町２ 須磨シーサイドヒルズ（南棟） 報告済み
潮見台町２ ワコーレヒルズ須磨潮見台 報告済み
清水台 グレーシィ須磨アルテピアⅢ番街(1) 報告済み
清水台 グレーシィ須磨アルテピアⅢ番街(2) 報告済み
清水台 プリオーレ須磨 報告済み
白川 ルイシャトレ須磨名谷 報告済み
白川台３ 白川台セントラルマンション 報告済み
白川台５ ロイヤルハイツ白川台 報告済み
白川台５ ロイヤルコーポ 報告済み
白川台５ ディオ・フェルティ須磨・名谷 報告済み
白川台６ アドリーム白川台 報告済み
白川台６ ファミール白川台 報告済み
菅の台３ 名谷市街地住宅　１号棟 報告済み
須磨浦通２ ビバリーハウス須磨浦通 報告済み
須磨浦通４ レジオン須磨マリンプレイス 報告済み
須磨浦通５ ライオンズマンション須磨浦通 報告済み
須磨浦通６ 須磨浦ビラー 報告済み
須磨寺町１ ドルフ須磨グラシア 報告済み
須磨本町２ ワコーレ須磨本町ステーションコースト 報告済み
関守町１ ヒルズビラー須磨 報告済み
外浜町２ ワコーレ須磨マリンパーク 報告済み
多井畑 ライオンズマンション奥須磨 報告済み
多井畑東町 山陽ウインヒルズ須磨友が丘 報告済み
多井畑南町 デルフィオーレ須磨 報告済み
多井畑南町 リブコートフェリス須磨山手台 報告済み
高倉台４ 高倉台　１号棟 報告済み
高倉台４ 高倉台　２号棟 報告済み
高倉台４ 高倉台　３号棟 報告済み
高倉町１ ユニハイム須磨高倉町 報告済み
大黒町２ ＫＨＫコート板宿 報告済み
大黒町３ シーガルパレス板宿 報告済み
月見山町１ ワコーレラグナ離宮南 報告済み
月見山町３ リーベル須磨離宮公園 報告済み
月見山本町１ ルミエール月見山 報告済み
月見山本町１ ドルフ須磨月見山 報告済み
月見山本町２ エスコート須磨月見山 報告済み
寺田町２ サンシャイン板宿 報告済み
寺田町３ ワコーレグランシティ須磨東 報告済み
寺田町３ グラン・パレ板宿プレイス 報告済み
天神町５ ワコーレ須磨寺ステーションヴィラ 報告済み
飛松町１ ワコーレ　ラ・ディーヴァ須磨板宿 報告済み
飛松町３ グランドシャトー板宿 Ⅱ 報告済み
飛松町３ メゾン板宿 報告済み
飛松町３ 飛松高谷マンション 報告済み
戸政町１ エルグレース須磨妙法寺川公園パークサイドコート 報告済み
友が丘４ 北須磨団地  Ｄ１棟 報告済み
友が丘７ 北須磨パークホームズ 報告済み



友が丘９ 北須磨団地  Ｄ２棟 報告済み
道正台１ 須磨パークヒルズＡ棟 報告済み
道正台１ 須磨パークヒルズＢ棟 報告済み
道正台１ 須磨パークヒルズＥ棟 報告済み
道正台１ 須磨パークヒルズＤ棟 報告済み
道正台１ 須磨パークヒルズＦ棟 報告済み
道正台１ 須磨パークヒルズH棟 報告済み
道正台１ 須磨パークヒルズＧ棟 報告済み
道正台１ 須磨パークヒルズＣ棟 報告済み
道正台１ リブコートフェリス須磨妙法寺 報告済み
中落合１ ルゼフィール名谷東４２１号棟 報告済み
中落合１ ルゼフィール名谷東４２２号棟 報告済み
中落合１ ルゼフィール名谷東４２３号棟 報告済み
中落合１ ルゼフィール名谷東４２４号棟 報告済み
中落合１ ルゼフィール名谷東４２５号棟 報告済み
中落合３ 名谷駅前　４４０号棟 報告済み
東町１ エルグレース須磨妙法寺川公園ステーションコート 報告済み
平田町１ ブルーシャトー板宿 報告済み
平田町１ サンフローラ板宿 報告済み
古川町１ 須磨鷹取ブライトハウス 報告済み
前池町１ ファインパレス 報告済み
前池町１ サンフローラ須磨前池町 報告済み
前池町１ ファインエクセレンス 報告済み
前池町２ グラン・パレ板宿 報告済み
南落合１ プレジール須磨アークヒルズ 報告済み
南落合２ 落合第２団地　５０１号棟 報告済み
南落合２ 落合第２団地  ５０２号棟 報告済み
南落合２ 落合第２団地  ５０３号棟 報告済み
南町１ ワコーレ須磨月見山アルジェ 報告済み
南町３ ライオンズマンション須磨月見山第３ 報告済み
行幸町１ ワコーレベルセゾン須磨海岸 報告済み
行幸町１ プレステージ須磨海岸通り 報告済み
行幸町１ 須磨コーストタワー 報告済み
行幸町１ マウントックフェイム 報告済み
行幸町４ ライオンズマンション須磨月見山 報告済み
妙法寺 ルネ須磨 報告済み
妙法寺 マンション妙法寺 報告済み
妙法寺 ライオンズマンション須磨妙法寺 報告済み
妙法寺 ハイツ北須磨 報告済み
妙法寺 リベール須磨妙法寺 報告済み
妙法寺 ワコーレ須磨妙法寺ステーションマークス 報告済み
村雨町４ ヴィラ村雨 報告済み
行平町２ サンシャイン須磨 報告済み
横尾１ ワコーレ妙法寺駅前ウィックスシティ 報告済み
横尾５ メロディーハイム須磨フェルコリーナ 報告済み
離宮西町１ 藤和須磨離宮ホームズ 報告済み
離宮前町２ パークコート須磨離宮公園前 報告済み
離宮前町２ グレイスハイツ須磨離宮 報告済み
竜が台５ 名谷市街地住宅２号棟 報告済み
竜が台５ ディーレスティア須磨名谷 報告済み
若木町２ 須磨離宮ミオ 報告済み
若木町４ ワコーレ須磨若木町 報告済み
若草町１ ベルツリー若草 報告済み
若宮町３ グレイスハイツ須磨壱番館 報告済み
若宮町３ シーサイドヴィラ　ヒラノ 報告済み
若宮町３ サンヴィラ須磨 報告済み



青山台８ ヒルトップコートジェームス山 報告済み
青山台８ ウィンヒルズジェームス山 報告済み
旭が丘１ ワコーレ垂水ガーデンテラス 報告済み
旭が丘２ ファミール旭ヶ丘 報告済み
歌敷山１ ビオラ歌敷山 報告済み
歌敷山３ アークプレジール舞子歌敷山 報告済み
歌敷山４ 歌敷山ダイヤハイツ 報告済み
乙木１ ローズヴィラ垂水東 報告済み
海岸通 シャンポール舞子 報告済み
海岸通 サンライズ垂水 報告済み
海岸通 パラッシオ舞子 報告済み
海岸通 メゾン舞子ショアー 報告済み
海岸通 ラフィーネ海岸通 報告済み
海岸通 マリンコート垂水 報告済み
海岸通 ユニオン垂水海岸通り 報告済み
海岸通 アビエール海岸通り 報告済み
霞ケ丘７ アーバンヴィレッジ霞ヶ丘フラッツ 報告済み
上高丸１ ジャルダン垂水 報告済み
上高丸３ 上高丸北住宅 報告済み
狩口台６ ラ・メール狩口（Ⅰ）　１番館 報告済み
狩口台６ ラ・メール狩口（Ⅰ）　２番館 報告済み
狩口台６ ラ・メール狩口（Ⅰ）　３番館 報告済み
狩口台６ ラ・メール狩口（Ⅰ）　４番館 報告済み
狩口台７ ラ・メール狩口Ⅱ　１番館 報告済み
狩口台７ ラ・メール狩口Ⅱ　２番館 報告済み
狩口台７ ラ・メール狩口Ⅱ　３番館 報告済み
狩口台７ ワコーレ垂水狩口エヴァージュ 報告済み
川原２ ル・ブーランジェ川原 報告済み
川原２ パレセゾン 報告済み
川原２ ワコーレ垂水ステーションフラッツ 報告済み
川原２ 垂水川原ミオ 報告済み
神田町 タケミカビル 報告済み
神田町 LA　MER　TARUMI 報告済み
北舞子２ リベール舞子ガーデンズ 報告済み
北舞子４ コモン舞子Ⅴ 報告済み
北舞子４ .舞子パーク・ホームズ 報告済み
陸ノ町 パルメーラ垂水駅前 報告済み
小束山本町１ リブコートフェリスガーデン垂水 報告済み
小束山本町２ ライオンズヒルズ垂水小束山 報告済み
五色山３ 神戸五色山海望館 報告済み
五色山４ 五色山ハイツ 報告済み
五色山５ ファミール五色山　Ａ棟 報告済み
五色山５ ファミール五色山　Ｂ棟 報告済み
五色山８ ライオンズマンション五色山 報告済み
潮見が丘1 トーカンマンション垂水ヒルズ 報告済み
潮見が丘１ 神戸潮見が丘壱番館 報告済み
潮見が丘１ ピュアハイツ垂水潮見が丘 報告済み
潮見が丘１ 神戸潮見が丘弐番館 報告済み
潮見が丘１ ルネ・ヒルトップフラッツ 報告済み
潮見が丘２ 潮見が丘ハイツ 報告済み
塩屋町大谷 エクセレンス塩屋 報告済み
塩屋町大谷 日宝アドニス塩屋 報告済み
塩屋町大谷 アンビエントジエームス山　１・２番館 報告済み
塩屋町大谷 アンビエントジエームス山　３番館 報告済み
塩屋町１ シーサイドシャトー塩屋 報告済み
塩屋町１ エスペランス塩屋 報告済み
塩屋町１ オスプリー塩屋 報告済み
塩屋町１ ポコアポコ塩屋メゾン 報告済み

垂水区



塩屋町４ オーブラン塩屋 報告済み
塩屋町４ アルファステイツ塩屋駅前ヒルサイドテラス 報告済み
塩屋町６ クレセント塩屋 報告済み
塩屋町６ コスモジェームス山 報告済み
塩屋町６ ワコーレエクセレント塩屋 報告済み
塩屋町９ 朝日プラザ塩屋 報告済み
塩屋町９ ダイアパレス塩屋 報告済み
清水が丘１ コモンパレス清水が丘 報告済み
清水が丘２ モンテベルデ第２清水が丘 報告済み
清水が丘２ モンテベルデ清水が丘 報告済み
清水が丘３ 藤和舞子坂ハイタウン 報告済み
清水が丘３ パレ清水ヶ丘 報告済み
神陵台４ 神陵台東住宅５３号棟 報告済み
星陵台３ ワコーレエトール星陵台 報告済み
星陵台４ 千代が丘マンション 報告済み
星陵台４ ビスタグランデ神戸星陵台 報告済み
星陵台５ ワコーレシエラ星陵台 報告済み
高丸１ パルメーラ垂水高丸 報告済み
高丸１ グランシャリエ垂水高丸 報告済み
高丸２ ワコーレソレア垂水高丸 報告済み
高丸３ ファスタージュ垂水高丸サーモス 報告済み
高丸５ アーバンヴィレッジ高丸アライブ 報告済み
高丸７ ライオンズマンション垂水北 報告済み
高丸７ アプリーレ垂水 報告済み
高丸７ ジークレフ垂水グランサイト 報告済み
高丸７ 高丸ダイヤハイツ 報告済み
多聞台３ ジークレフ舞子山手 報告済み
多聞町 ネオライフ学園緑が丘 報告済み
西舞子１ 舞子コーポラス 報告済み
西舞子４ ハウス大歳山 報告済み
西舞子４ クレアーレ西舞子 報告済み
西舞子６ ライオンズマンション西舞子第２ 報告済み
西舞子６ ロイアルヒルズ舞子　 報告済み
西舞子６ コモン舞子Ⅵ　ザ・ヒルズ 報告済み
西舞子７ 西舞子パーク・ホームズ 報告済み
西舞子８ 舞子台サニーハイツ 報告済み
西舞子８ 藤和ライブタウン西舞子 報告済み
西舞子８ グランアーク舞子 報告済み
西脇２ パークハウス舞子 報告済み
松風台 グリーンコーポジェームス山　壱番舘 報告済み
松風台 グリーンコーポジェームス山　弐番舘 報告済み
松風台 ジェームス山ヒルズ２番館 報告済み
松風台 ジェームス山ヒルズ３番館 報告済み
松風台 ジェームス山ヒルズ４番館 報告済み
東垂水町 サンメゾンジェームス山サウスヒルズ 報告済み
東舞子町 ルネ舞子 報告済み
東舞子町 ワコーレ ザ・舞子レジデンス 報告済み
日向１ レバンテ垂水２番館 報告済み
日向１ レバンテ垂水３番館 報告済み
日向１ レバンテ垂水1番館 報告済み
日向２ ローレルシティ垂水駅前 報告済み
平磯１ パインコート・平磯 報告済み
平磯３ ときわ垂水レクラン 報告済み
平磯３ リブコート垂水駅前プライムブルー 報告済み
平磯４ スタイルキューブ００１ 報告済み
星が丘１ ワコーレヴェルジュール垂水 報告済み
星が丘３ エクシード星が丘 報告済み
星が丘３ 星ケ丘ダイヤハイツ 報告済み
本多聞１ サンクレール本多聞 報告済み



本多聞４ 新多聞団地２５４号棟 報告済み
舞子坂２ コスモ舞子坂弐番館 報告済み
舞子坂２ コモン舞子Ⅲ 報告済み
舞子坂２ コモン舞子Ⅳ 報告済み
舞子坂２ コモン舞子Ⅱ 報告済み
舞子坂３ ユニ舞子 報告済み
舞子台２ シーマークス舞子公園 報告済み
舞子台２ ガーデンスクエア舞子 報告済み
舞子台３ ワコーレ舞子グランテラス 報告済み
舞子台７ グリーンヒルズ東舞子　１号棟 報告済み
舞子台７ グリーンヒルズ東舞子　２号棟 報告済み
舞子台７ グリーンヒルズ東舞子　３号棟 報告済み
舞子台７ グリーンヒルズ東舞子　４号棟 報告済み
舞子台７ グリーンヒルズ東舞子　５号棟 報告済み
舞子台７ ビスタグランデ舞子Ａ棟 報告済み
舞子台７ ビスタグランデ舞子Ｂ棟 報告済み
舞子台７ ビスタグランデ舞子Ｃ棟 報告済み
舞子台７ ビスタグランデ舞子Ｄ棟 報告済み
舞子台７ ディアエスタミオ舞子 報告済み
舞子台７ ディアエスタミオ舞子の丘 報告済み
舞子台８ ファミール舞子台　A棟 報告済み
舞子台８ ファミール舞子台　B,C棟 報告済み
舞子台８ ファミール舞子台　D棟 報告済み
学が丘３ ドルミハイツ垂水Ａ棟 報告済み
学が丘３ ドルミハイツ垂水Ｂ棟 報告済み
学が丘３ ディオ・フェルティ学園都市 報告済み
学が丘４ 新多聞（３）団地 報告済み
学が丘４ ブロケード学が丘 報告済み
学が丘４ 学が丘カレッジハイツ 報告済み
南多聞台３ 舞子芙蓉ハイツ 報告済み
宮本町 ワコーレウォータービュー垂水 報告済み
名谷町 アーバンヴィレッジ学園南 報告済み
名谷町 グランデージ名谷 報告済み
名谷町 グリーンバレー北野屋敷 報告済み
名谷町 ダイアパレス名谷 報告済み
名谷町 サニーコート名谷 報告済み
名谷町 セントポリア神戸運動公園 報告済み
名谷町 セントラルコート名谷 報告済み
名谷町 プロムナード名谷 報告済み
名谷町 名谷富士ハイツ 報告済み
名谷町 ラウムズ垂水 報告済み
名谷町 リブコートオリジン 報告済み
名谷町 レジデンスサクセスヒル 報告済み
名谷町室山 ルイシャトレ垂水　弐番館 報告済み
名谷町室山 ルイシャトレ垂水　壱番館 報告済み
名谷町室山 ホワイト ヒルマンション 報告済み
名谷町室山 ソフィットクラブ 報告済み
小束山本町 パルメーラ垂水ヒルズ 報告済み
山手８ 朝日プラザ垂水山手 報告済み

伊川谷町有瀬 ネオコーポ明舞壱番館 報告済み
伊川谷町有瀬 シャルマンコーポ朝霧 報告済み
伊川谷町有瀬 プレステージ西神戸Ⅱ 報告済み
伊川谷町有瀬 ネオハイツ神陵台 報告済み
伊川谷町有瀬 グラン・プレステージ西神戸 報告済み
伊川谷町有瀬 グランプレステージ神戸神陵台 報告済み
伊川谷町有瀬 プレステージ西神戸Ⅳ 報告済み
伊川谷町有瀬 ヴィンテージコート神戸伊川谷 報告済み
伊川谷町有瀬 プレステージ西神戸Ⅴ 報告済み

西区



伊川谷町有瀬 ライオンズマンション西神戸 報告済み
伊川谷町有瀬 ネオハイツ西神戸 報告済み
伊川谷町有瀬 グラン プレステージ西神戸Ⅱ 報告済み
伊川谷町有瀬 グランプレステージ西神戸ガーデンヒルズ 報告済み
伊川谷町有瀬 エフ・コート神戸西 報告済み
伊川谷町前開南町 ROOMS学園北町 報告済み
伊川谷町別府 グラン・プレステージ西神戸伊川谷 報告済み
伊川谷町別府 プレステージ西神戸Ⅲ 報告済み
池上１ アルカサール西神戸 報告済み
池上１ レジデンス小野パート９ 報告済み
池上３ ウエストハウス ＩＮ Ｌａｎｉ 報告済み
井吹台北町１ プレシア西神南 報告済み
井吹台北町１ シーズ西神南 報告済み
井吹台北町１ フィレール西神南１番館 報告済み
井吹台北町１ フィレール西神南２番館 報告済み
井吹台西町１ ヴィル・ド・ヴァン西神南１番館 報告済み
井吹台西町１ ヴィル・ド・ヴァン西神南２番館 報告済み
井吹台西町１ ヴィル・ド・ヴァン西神南３・４番館 報告済み
井吹台西町１ 井吹西シティコート 報告済み
井吹台西町２ アースシティ西神南１番館 報告済み
井吹台西町２ アースシティ西神南２番館 報告済み
井吹台西町２ アースシティ西神南３番館 報告済み
井吹台西町２ アースシティ西神南４番館 報告済み
井吹台西町２ アースシティ西神南５番館 報告済み
井吹台西町２ ルゼフィール井吹台１号棟 報告済み
井吹台西町２ ルゼフィール井吹台２号棟 報告済み
井吹台西町２ ルゼフィール井吹台５号棟 報告済み
井吹台西町２ ルゼフィール井吹台６号棟 報告済み
井吹台東町１ エリオ西神南１号棟 報告済み
井吹台東町１ エリオ西神南２号棟 報告済み
井吹台東町１ エリオ西神南３号棟 報告済み
井吹台東町１ ヴィオス西神 報告済み
井吹台東町２ サザンヒルズ井吹台１番館　 報告済み
井吹台東町２ サザンヒルズ井吹台２番館 報告済み
王塚台１ 王塚西シティコート 報告済み
王塚台１ 王塚東シティコート 報告済み
王塚台２ ライオンズマンション王塚台 報告済み
大津和１ アンペリエ 報告済み
押部谷町福住 エトワールヴィラ神戸 報告済み
樫野台５ オークスクエア西神中央１～３番館 報告済み
樫野台５ オークスクエア西神中央４番館 報告済み
樫野台５ オークスクエア西神中央５番館 報告済み
樫野台５ オークスクエア西神中央７番館 報告済み
樫野台５ オークスクエア西神中央６番館 報告済み
樫野台５ オークスクエア西神中央８番館 報告済み
春日台３ アバンドーネ西神春日台団地　１号棟 報告済み
春日台３ アバンドーネ西神春日台団地　２号棟 報告済み
春日台３ アバンドーネ西神春日台団地　３号棟 報告済み
春日台３ アバンドーネ西神春日台団地　４号棟 報告済み
春日台３ アバンドーネ西神春日台団地　５号棟 報告済み
春日台３ アバンドーネ西神春日台団地　６号棟 報告済み
春日台３ アバンドーネ西神春日台団地　７号棟 報告済み
春日台３ アーサヒルズA棟 報告済み
春日台３ アーサヒルズＢ棟 報告済み
春日台３ アーサヒルズＤ棟 報告済み
春日台３ アーサヒルズＥ棟 報告済み

学園西町１
研究学園(21)団地・文化交流プラザ・
学園シティコート・学園カレッジハイツ

報告済み

学園西町７ アクティ学園西町　７３２号棟 報告済み



学園西町７ アクティ学園西町　７３５号棟 報告済み
学園西町７ アクティ学園西町　７３７号棟 報告済み
学園西町７ アクティ学園西町　７３３号棟 報告済み
学園西町７ アクテイ学園西町　７４０号棟 報告済み
学園西町７ 藤和学園都市ホームズ 報告済み
学園西町７ スカラーズハウス 報告済み
学園東町１ エルタウン学園５ 報告済み
学園東町３ カルチェリベルテ学園都市 報告済み
学園東町３ グランドメゾン学園都市 報告済み
北別府３ リベール西神戸クィーンズ 報告済み
糀台３ ライオンズマンション西神中央 報告済み
糀台４ エルシー糀台１ 報告済み
糀台４ リーベスト西神中央ミューズコート 報告済み
糀台４ ソフィア西神中央 報告済み
糀台４ ワコーレ西神中央ザ・クリスタル 報告済み
糀台５ グラスアリーナ西神中央 報告済み

糀台５
神戸市立西神戸医療センター
地域医療ホール・宿舎

報告済み

前開南町１ ゆいま～る伊川谷 報告済み
前開南町２ AS　PREMIUM　神戸西 報告済み
竹の台６ ラ・フォルテ西神中央　１番館 報告済み
竹の台６ ラ・フォルテ西神中央　２番館 報告済み
竹の台６ ラ・フォルテ西神中央　３番館 報告済み
竹の台６ ラ・フォルテ西神中央　６番館 報告済み
竹の台６ エクセルシティ西神中央 報告済み
玉津町新方 セザール第一西神戸 報告済み
美賀多台１ ヴァン・ヴェールＫ２  Ⅰ・Ⅱ番館 報告済み
美賀多台１ ヴァン・ヴェールＫ２  Ⅲ・Ⅳ番館 報告済み
美賀多台１ フェリーチェ西神 報告済み
美賀多台１ エルシー美賀多台 １番館 報告済み
美賀多台１ エルシー美賀多台 ２番館 報告済み
美賀多台１ エルシー美賀多台 ３番館 報告済み
美賀多台１ エルシー美賀多台 ４番館 報告済み
美賀多台１ エルシー美賀多台 ５番館 報告済み
美賀多台１ エルシー美賀多台 ６番館 報告済み
美賀多台１ 西神中央パークホームズ 報告済み
南別府１ ル・セール西神戸壱番館 報告済み
南別府１ 美樹工業株式会社神戸支店（セゾン伊川谷） 報告済み
南別府１ セ・メルヴェイユ伊川谷 報告済み
南別府２ マンション望 報告済み

所在地 建物名称 備考

魚崎北町４ 魚崎ハウス 報告済み
魚崎北町４ ファミール東灘魚崎館 報告済み
魚崎北町４ ステイツ住吉川サンクチュアリ・スクエア 報告済み
魚崎北町５ 北町ミオ 報告済み
魚崎北町５ 本山ビューハイツ 報告済み
魚崎北町５ ハイツ甲南 報告済み
魚崎北町５ プレステージ甲南 報告済み

東灘区

平成30年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧表
主要用途：
　共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム
又は障害者グループホームを除く。）

平成31年3月31日現在
（4月以降の提出状況は別表に記載）



魚崎北町５ エスリード本山 報告済み
魚崎北町５ ワコーレルナ魚崎北町 報告済み
魚崎北町５ アーバン甲南 報告済み
魚崎北町６ エリジオン 報告済み
魚崎北町８ ワコーレ住吉川ＥＡＳＴ 報告済み
魚崎中町１ エスペランサ魚崎 報告済み
魚崎中町４ エス・キュート魚崎 報告済み
魚崎西町２ 魚崎アーバンライフ 報告済み
魚崎西町２ モンセーヌ住吉川公園２番館 報告済み
魚崎西町２ モンセーヌ住吉川公園１番館 報告済み
魚崎南町１ 魚崎コーポ 報告済み
魚崎南町１ ユニハイム魚崎Ⅱ号棟 報告済み
魚崎南町１ ユニハイム魚崎Ⅲ号棟 報告済み
魚崎南町２ ユニハイム魚崎Ⅰ号棟 報告済み
魚崎南町２ 魚崎レックスマンション２号棟 報告済み
魚崎南町２ 魚崎レックスマンション１号棟 報告済み
魚崎南町３ プレジール魚崎 報告済み
魚崎南町４ ジオ魚崎住吉川 報告済み
魚崎南町５ アーデンコート住吉川 報告済み
魚崎南町５ 魚崎南パークホームズ壱番館 報告済み
魚崎南町５ コスモシティ住吉川公園イースト 報告済み
渦森台 渦森台１４号館 報告済み
青木２ ロマンツェ東灘 報告済み
青木２ 東灘コーストアヴェニュー壱番館 報告済み
青木５ 上田ビル（ウエックス） 報告済み
青木５ 甲南ドムール青木 報告済み
青木 プレサンスロジェ東灘青木 報告済み
青木６ 甲南青木ハイム 報告済み
青木６ 甲南シャトー青木 報告済み
青木６ グランドシャトー青木 報告済み
青木６ ピアフェスタ青木駅前 報告済み
岡本１ カサベラ岡本 報告済み
岡本１ 岡本クレセントハイツ 報告済み
岡本２ ジオグランデ岡本 報告済み
岡本３ 岡本ローズガーデン 報告済み
岡本３ 岡本サンハイツ 報告済み
岡本３ アプローズ岡本 報告済み
岡本３ ジェイグラン岡本 報告済み
岡本５ THE　URBANLIFE岡本 報告済み
岡本６ 岡本エクセル 報告済み
岡本７ グランドール岡本 報告済み
岡本７ 岡本パークマンション 報告済み
岡本７ アヴェニール岡本 報告済み
岡本８ 岡本ハウス 報告済み
鴨子ケ原１ ワコーレ御影テラス 報告済み
鴨子ケ原２ ステイツ御影ガーデンズ　ブランヒル 報告済み
鴨子ケ原２ ステイツ御影ガーデンズ　ローズヒル 報告済み
鴨子ケ原２ メゾンセルサス御影 報告済み
北青木３ オリーブハイツ北青木 報告済み
北青木３ ワコーレヴィエント北青木 報告済み
北青木３ レジオン東灘公園通り 報告済み
北青木３ ワコーレ本山南ブランデュオ 報告済み
甲南町１ 甲南アーバンライフ 報告済み
甲南町１ リベールグラン本山 報告済み
甲南町２ ワコーレ甲南 報告済み
甲南町２ ワコーレファラオ本山 報告済み
甲南町３ コスモ甲南町 報告済み
甲南町３ テイズ・コート 報告済み
甲南町３ ロマネスク甲南 報告済み



甲南町３ 神戸本山ガーデンハウス 報告済み
甲南町３ リヴロ新甲南 報告済み
甲南町３ ワコーレファラオ甲南ＥＡＳＴ 報告済み
甲南町３ グランディール甲南 報告済み
甲南町３ オーベルジュ甲南 報告済み
甲南町３ ｉｎｇ　ＣＡＳＡ甲南 報告済み
甲南町４ メープル神戸本山 報告済み
甲南町４ リベール住吉パークフィールド 報告済み
甲南町５ プラウドタワー住吉 報告済み
向洋町中 イーストコート３番街 報告済み
住吉台 万翠園 報告済み
住吉台 ライオンズマンション住吉台 報告済み
住吉台 カルム御影 報告済み
住吉東町２ 野村ステイツ・ディグニコート住吉川 報告済み
住吉東町３ セレッソコート神戸住吉東町 報告済み
住吉東町４ ロイヤル住吉 報告済み
住吉本町１ シャトー住吉 報告済み
住吉本町１ 東急ドエルアルス住吉本町エスタシア 報告済み
住吉本町１ プラネスーペリア住吉本町 報告済み
住吉本町１ ワコーレ住吉本町ファースト 報告済み
住吉本町２ 東急ドエル・アルス住吉本町グランステージュ 報告済み
住吉本町２ プラウド住吉本町 報告済み
住吉本町２ アベニール御影 報告済み
住吉本町３ 住吉ハウス 報告済み
住吉本町３ 住吉本町アーバンライフ 報告済み
住吉南町３ パインハイツ住吉 報告済み
住吉南町５ ワコーレアスティオン住吉 報告済み
住吉宮町４ グリーンハイツ住吉 報告済み
住吉宮町４ 東急ドエルアルス住吉駅前 報告済み
住吉宮町４ ＫｉＬａＬａ住吉 報告済み
住吉宮町５ 住吉公園アーバンライフ 報告済み
住吉宮町６ リヴェール御影 報告済み
住吉宮町６ ディアエスタ  ミオ住吉壱番館 報告済み
住吉宮町７ サンコート東御影 報告済み
住吉宮町７ ロイヤル住吉アネシス 報告済み
住吉宮町７ ドマーニ住吉 報告済み
住吉山手４ 御影グランドハイツ 報告済み
住吉山手４ コージースクエア御影 報告済み

住吉山手４
イトーピア御影山手坂
（山手西館・東館、浜手西館、浜手東館）

報告済み

田中町１ クラウンハイム本山セレネート 報告済み
田中町１ ステイツイデアーレ本山 報告済み
田中町１ 藤和シティホームズ本山駅前 報告済み
田中町１ 本山マンション 報告済み
田中町１ 東急ドエルアルス本山エスタシア 報告済み
田中町２ ファーレ神戸 報告済み
田中町４ ハイマート東灘 報告済み
田中町５ エヌヴィ本山田中町アイズ 報告済み
西岡本１ ドルフ西岡本 報告済み
西岡本１ サンシャイン岡本 報告済み
西岡本６ パラッシオ岡本 報告済み
西岡本６ フローラハイツ岡本 報告済み
西岡本６ ワコーレアルフェス西岡本 報告済み
深江北町１ ロイヤル芦屋リベルテ 報告済み
深江北町４ 朝日プラザ深江北町 報告済み
深江北町４ ハイネス東灘 報告済み
深江北町４ ワコーレ深江駅前ハーモニーガーデン 報告済み
深江北町４ ワコーレ深江駅前ハーモニープレイス 報告済み
深江浜町 ユニハイム東灘 報告済み



深江本町１ 甲南セゾン東灘 報告済み
深江本町１ グラン・パレ芦屋ウエスト 報告済み
深江本町２ サンクチュアリ深江本町 報告済み
深江本町３ 深江駅前ビル 報告済み
深江本町３ ワコーレリベルタ深江本町 報告済み
深江本町３ ライジングコート深江本町フラワーパーク 報告済み
深江本町４ 甲南深江ハイム 報告済み
深江本町４ グランシェソワ深江本町 報告済み
深江南町１ 浜芦屋マンション 報告済み
深江南町１ チェリス芦屋川 報告済み
深江南町１ グランベース芦屋川ロジュマン 報告済み
深江南町 サニープレイス西芦屋 報告済み
深江南町２ ハイツオークラ東灘 報告済み
深江南町１ フォンテーヌ浜芦屋 報告済み
深江南町２ エクレール西芦屋 報告済み
深江南町３ 帝人深江社宅 報告済み
深江南町３ ポートジョイ 報告済み
深江南町４ メゾン・ド・アネット 報告済み
深江南町４ プリオーレ東灘 報告済み
深江南町４ プレステージ深江南町 報告済み
住吉山手４ ワコーレ御影シーズンズ住吉山手の杜 報告済み
本庄町１ パレスエクセル東灘 報告済み
本庄町１ 甲南山手ガーデンハウス 報告済み
本庄町１ オルテンシア神戸 報告済み
本庄町２ クレアガーデン甲南山手 報告済み
本庄町２ コスモコート甲南山手エレジア 報告済み
御影１ ヴィラァジュ御影城ノ前 報告済み
御影１ フェリス御影 報告済み
御影１ 御影南山手ロジュマン 報告済み
御影２ フォンテ上御影 報告済み
御影２ ベルヴィ御影城ノ前 報告済み
御影２ １４７８ＳＨＩＲＯＮＯＭＡＥ 報告済み
御影２ ファサード御影 報告済み
御影２ 御影ロジュマン 報告済み
御影石町１ 甲南グランドハイム御影 報告済み
御影石町１ メゾン・ド・御影パートⅡ 報告済み
御影石町１ セイワパレスレジデンス御影 報告済み
御影石町１ ソレイユ御影 報告済み
御影石町２ レジデンス御影 報告済み
御影郡家１ シェヌーア御影 報告済み
御影郡家２ アステシオ御影 報告済み
御影塚町２ ネバーランド御影石屋川公園 報告済み
御影中町 サンシャイン御影中町 報告済み
御影中町１ エルグレース御影中町 報告済み
御影中町２ パーク・ノヴァ御影中町 報告済み
御影中町３ ルルベ御影 報告済み
御影中町４ サニーハイツ御影 報告済み
御影中町４ クオーレ御影 報告済み
御影中町４ ネオ・ディ御影中町 報告済み
御影中町５ エナ御影 報告済み
御影中町７ ハッピーコート御影 報告済み
御影中町８ ワコーレ御影中町 報告済み
御影本町２ アイビス御影 報告済み
御影本町２ エヌヴィ御影ガーデンズ 報告済み
御影本町５ フローラル御影 報告済み
御影本町６ クラージュ御影 報告済み
御影本町８ 御影エナムール 報告済み
御影山手１ クラティオ御影山手一丁目 報告済み
御影山手２ セトルコート山御影 報告済み



御影山手５ 北御影アーバンライフ 報告済み
御影山手５ イト―ピア御影ル・ヴェール 報告済み
御影山手５ アルカディーナ御影山手 報告済み
御影山手５ 御影山手シティハウス 報告済み
本山北町２ 庵 報告済み
本山北町３ アミーオカモト 報告済み
本山町北畑 ロワヴェール岡本 報告済み
本山中町３ 甲南オークス本山 報告済み
本山中町３ メゾン本山中町 報告済み
本山中町３ パレプラス本山 報告済み
本山中町４ ヴｨルヌーフﾞ本山中町 報告済み
本山南町１ 甲南コンセール本山 報告済み
本山南町３ 東灘ロイヤルマンション 報告済み
本山南町３ ワコーレ神戸本山 報告済み
本山南町３ エルヴェール神戸本山アーバンライフ 報告済み
本山南町４ 甲南グランドハイム本山 報告済み
本山南町５ ラ・フルール本山 報告済み
本山南町６ コスモ本山 報告済み
本山南町６ レピア・フェルティ本山 報告済み
本山南町７ トゥー・ル・モンド本山 報告済み
本山南町８ 本山ロイヤルマンション 報告済み
本山南町８ オルゴラート本山 報告済み
本山南町８ シップス本山 報告済み
本山南町９ 東急ドエルアルス神戸本山 報告済み
本山南町９ エヌヴィ神戸本山 報告済み
森北町１ ドルチェ森北 報告済み
森北町１ ベネレックス森北 報告済み
森北町１ セレッソコート甲南山手森北町 報告済み
森北町３ ステイツ岡本・甲南山手 報告済み
森北町３ メープル甲南山手セレヴィ 報告済み
森北町３ ワコーレ神戸森北町 報告済み
森北町３ ユニハイムエクシア東灘森北町 報告済み
森南町１ アネックス　アメニティ 報告済み
森南町１ ＫＤＸレジデンス甲南山手 報告済み
森南町１ ブランズ甲南山手 報告済み
森南町２ 東灘レックスマンション 報告済み
森南町３ マルカール森南 報告済み

赤坂通７ エスペランス赤坂 報告済み
赤松町２ ハーバービュー六甲 報告済み
赤松町２ プラウド六甲赤松町 報告済み
一王山町 セフレック六甲高羽 報告済み
岩屋北町４ 摩耶シティNADA　FRONT 報告済み
岩屋北町３ 摩耶シティNADA　EXCEED 報告済み
岩屋北町４ ワコーレ灘ハウイッシュ 報告済み
岩屋北町４ サーパスフレシア灘駅前 報告済み
岩屋北町５ プレジール灘 報告済み
岩屋北町７ ダンディライオン灘 報告済み
岩屋中町２ メゾン・ド・エミュウ 報告済み
岩屋中町５ 万葉ハイツ灘 報告済み
岩屋中町５ ワコーレKOBE灘ステーションスターズ 報告済み
烏帽子町３ サーパス六甲 報告済み
王子町１ プリンス・マンション 報告済み
王子町１ アルテスタ 報告済み
王子町 リブコート王子公園 報告済み
大石東町４ サンハイツ灘 報告済み
大石東町５ コスモ灘公園通りＡ棟 報告済み
大石東町６ パークスクエア神戸大石 報告済み
神ノ木通３ グランドサイト六甲 報告済み

灘区



記田町２ ローレルコート六甲記田町 報告済み
記田町３ エル・セレーノ石屋川 報告済み
記田町５ 喜多ハイツ２１ 報告済み
楠丘町４ グランステイツ六甲 報告済み
楠丘町６ 大成ラフォーレ 六甲 報告済み
倉石通１ ワコーレパークブルー王子公園 報告済み
倉石通５ ワコーレ王子公園 報告済み
高徳町１ 六甲マナーズコート 報告済み
高徳町５ エヌヴィ六甲道 報告済み
五毛通１ エルグレース・ジオ六甲 報告済み
桜が丘町 リビオ六甲高羽サニースクエア 報告済み
桜口町１ ワコーレ六甲道オービットー１ 報告済み
桜口町２ ルジェンテ・リベル六甲道 報告済み
桜口町２ ワコーレ六甲道オービット－２ 報告済み
桜口町３ セントレ六甲 報告済み
桜口町３ パニエ全体２ 報告済み
桜口町３ セレクト六甲 報告済み
桜口町５ ウェルブ六甲道５番街1番館 報告済み
桜口町５ ウェルブ六甲道６番街３番館 報告済み
桜口町５ ウェルブ六甲道６番街４番館 報告済み
鹿ノ下通３ ステイツ六甲道フラッツ 報告済み
鹿ノ下通３ パレス灘・六甲 報告済み
鹿ノ下通３ シティハウス神戸大石 報告済み
篠原伯母野山町２ パレロワイヤル六甲台 報告済み
篠原北町２ かんべ第一ビル 報告済み
篠原中町 Casa　Brezza　Rokko 報告済み
篠原中町２ パークホームズ六甲ザレジデンス 報告済み
篠原中町６ ワコーレ六甲篠原 報告済み
篠原本町４ グランスイート六甲篠原本町 報告済み
篠原南町５ ワコーレ六甲渓桜館 報告済み
篠原南町６ ファミール六甲 報告済み
篠原南町７ ウェリス六甲篠原 報告済み
将軍通４ ワコーレアベニュー六甲 報告済み
城内通１ ファミール王子公園 報告済み
城内通２ レジオン王子公園 報告済み
城内通５ コムーネ灘 報告済み
城の下通２ ワコーレ青谷城の下通ザ・レジデンス 報告済み
城の下通２ ステイツ神戸青谷・城の下通り 報告済み
新在家南町２ ワコーレピア六甲 報告済み
新在家南町３ メゾン・ド・キビック 報告済み
篠原台５ ジオ六甲山手 報告済み
水道筋２ ランズ王子公園 報告済み
水道筋 グルーブ王子公園グランウィング 報告済み
水道筋５ 西灘アーバンライフ 報告済み
水道筋５ 甲南西灘ハイム 報告済み
水道筋６ グランドール王子公園 報告済み
水道筋６ アーバンフラッツ王子公園 報告済み
上河原通３ メゾン・ド・六甲パートⅠ 報告済み
高尾通１ グランパラッシオ六甲高尾通 報告済み
高尾通４ 東急ドエル摩耶 報告済み
高尾通４ グランステイツ六甲・桜通 報告済み
高羽字滝ノ奥 リビオ六甲高羽ガーデンスクエア 報告済み
土山町 セレッソコート御影山手 報告済み
土山町７ プリオーレ御影山の手 報告済み
鶴甲３ カサベルデ六甲 報告済み
鶴甲３ 鶴甲コーポ　３３号館 報告済み
鶴甲２ ドムール六甲山手 報告済み
徳井町１ パークレジデンス御影 報告済み
徳井町３ フェリス六甲 報告済み



徳井町３ セレッソコート六甲徳井町 報告済み
徳井町４ サンシャイン徳井 報告済み
徳井町５ リーベスト六甲道 報告済み
友田町１ セレッソコート六甲道ヴィサージュ 報告済み
友田町４ イトーピア六甲道マンション 報告済み
友田町４ ウォームスヴィル六甲スクエア 報告済み
友田町４ グラン・パレ六甲道サウスタワー 報告済み
友田町４ ピッコラ・カーサ友田町 報告済み
中原通３ 中原コーポ 報告済み
中原通５ ワコーレパークグリーン王子公園 報告済み
永手町５ アレス六甲 報告済み
長峰台２ グランドメゾン六甲カネディアンヒル 報告済み
灘南通１ 大石川サニーハイツ 報告済み
灘南通４ マナージュ灘 報告済み
灘南通５ 甲南コンセール灘 報告済み
浜田町１ プレステージ灘新在家 報告済み
浜田町４ プレステージ灘新在家Ⅱ 報告済み
原田通１ ヴィルヌーブ王子公園 報告済み
稗原町１ トーカンキャステール六甲道 報告済み
備後町３ スクウェア六甲 報告済み
深田町３ 第一サン六甲道ハイツ 報告済み
深田町３ 六甲道シテｲハウス 報告済み
福住通４ レジオン王子公園エルコート 報告済み
福住通５ ヴェルドール王子公園 報告済み
福住通８ コート青谷川公園 報告済み
船寺通５ ロータリー西灘 報告済み
船寺通５ ワコーレサザンアベニュー 報告済み
摩耶海岸通１ 摩耶シーサイドプレイスイースト１番館 報告済み
摩耶海岸通１ 摩耶シーサイドプレイスイースト２番館 報告済み
摩耶海岸通１ 摩耶シーサイドプレイスイースト３番館 報告済み
摩耶海岸通１ 摩耶シーサイドプレイスイースト４番館 報告済み
摩耶海岸通１ 摩耶シーサイドプレイスイースト５番館 報告済み
摩耶海岸通１ 摩耶シーサイドプレイス　フェアコースト 報告済み
箕岡通２ 六甲グランドハイツ 報告済み
都通１ ドルフ灘ヴェールデュラン 報告済み
都通２ ワコーレ神戸摩耶パークス 報告済み
宮山町３ ジオグランデ六甲 報告済み
森後町２ 六甲道ロイヤルマンション 報告済み
森後町２ ロータリー六甲 報告済み
森後町３ ヴェルドール六甲 報告済み
森後町３ ネオハイム六甲 報告済み
森後町３ セフレ六甲 報告済み
山田町３ 六甲ニューライフ 報告済み
山田町３ アーバンエース六甲山田パル 報告済み
大和町３ 大和スカイハイツ 報告済み
大和町３ 野村ステイツ六甲道 報告済み
弓木町３ フォルム六甲道 報告済み

相生町４ プリオーレ神戸Ⅱ 報告済み
相生町５ マイコーポ神戸 報告済み
相生町５ アーバネックス神戸駅前 報告済み
旭通１ サンピア 報告済み
旭通２ ワコーレアーバンステージ三宮 報告済み
旭通４ シティタワー神戸三宮 報告済み
旭通４ シティタワープラザ 報告済み
吾妻通１ ダイアパレス三宮エスタシオ 報告済み
吾妻通５ アドバンス三宮ラシュレ 報告済み
吾妻通６ アドバンス三宮ウィングロード 報告済み
生田町１ 新神戸サンクレバー 報告済み

中央区



生田町１ 朝日プラザ新神戸 報告済み
生田町１ ワコーレ新神戸プラザ 報告済み
生田町１ エステムコート新神戸エリタージュ 報告済み
生田町１ エスライズ 新神戸 報告済み
生田町２ メイナー新神戸 報告済み
生田町３ 新神戸ネクステージ 報告済み
磯上通３ ISOGAMI EAST 報告済み
磯上通３ ルネ神戸磯上通 報告済み
磯上通３ 神戸三宮ブリーズレジデンス 報告済み
磯上通４ Ｓ－ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ神戸磯上通 報告済み
磯上通５ ヘスティア神戸 報告済み
磯辺通１ ラマージュ三宮磯上公園 報告済み
磯辺通２ プリオーレ三宮（磯辺通マンション） 報告済み
磯辺通３ 藤和シティホームズ三宮 報告済み
磯辺通３ カスタリア三宮 報告済み
磯辺通４ ライオンズマンション三宮フラワーロード 報告済み
磯辺通４ アーバンビュー神戸三宮 報告済み
磯辺通４ アパタワーズ神戸三宮 報告済み
磯辺通４ 三宮ミュージアムタワー 報告済み
小野柄通３ エスティメゾン神戸三宮 報告済み
小野柄通３ エステムコート神戸三宮プライム 報告済み
小野柄通６ 富士ビル 報告済み
海岸通２ ＫＡＩＳＥＩ神戸海岸通第２ 報告済み
海岸通４ コンフォートトーユー 報告済み
海岸通４ エステムプラザ神戸元町・海岸通 報告済み
海岸通５ ラ・ウェゾン神戸海岸通 報告済み
海岸通５ アスヴェル神戸元町海岸通 報告済み
海岸通５ アドバンス神戸プラージュ 報告済み
海岸通６ 神戸ハーバータワー 報告済み
籠池通３ フュゲハウス 報告済み
籠池通４ ファミール青谷 報告済み
加納町２ 北野ダイヤハイツ 報告済み
加納町２ 普茶マンション 報告済み
加納町２ リベール北野シティタワー 報告済み
加納町２ ワコーレ神戸北野セリュックス 報告済み
加納町２ プレジール三宮Ⅱ 報告済み
加納町３ パルメーラ山手 報告済み
加納町３ エステムコート神戸・三宮山手センティール 報告済み
加納町３ 第１０フタバビル 報告済み
加納町３ ロイヤルヒル神戸三宮Ⅱ 報告済み
加納町３ エステムコート三宮駅前Ⅱアデシオン 報告済み
加納町４ ロイヤル神戸三宮 報告済み
上筒井通１ グランアーク王子公園 報告済み
上筒井通３ ディアエスタミオ王子公園 報告済み
北長狭通４ レジュール　ザ・元町駅前 報告済み
北長狭通５ 第２七耀マンション 報告済み
北長狭通７ グラン・パレ花隈 報告済み
北長狭通７ ローレル花隈 報告済み
北長狭通８ アドバンス神戸アルティス 報告済み
北野町２ 北野町アーバンライフ 報告済み
北野町２ ＫＡＩＳＥＩ神戸北野町 報告済み
北野町４ 北野町パークハイツ 報告済み
北野町４ ヒルズコート北野坂 報告済み
北野町４ 北野ロイヤルハイツ 報告済み
北本町通４ ヴェルディ神戸 報告済み
楠町３ 大倉山壱番館 報告済み
楠町６ 楠六住宅 報告済み
楠町６ ハーバーヒル大倉山 報告済み
楠町６ サンステージ神戸大倉山 報告済み



国香通２ 国香マンション 報告済み
国香通３ エテルノ神戸 報告済み
国香通４ 第一真島ビル 報告済み
国香通５ グランデール新神戸 報告済み
国香通５ ドルフ国香通 報告済み
国香通５ エステムコート国香通 報告済み
雲井通１ ツイン雲井 報告済み
雲井通２ グランシティ三宮 報告済み
雲井通２ レーベン三宮 報告済み
雲井通４ ラ・レジダンス・ド・エリール 報告済み
雲井通４ プレサンス神戸三宮 報告済み
雲井通４ ＢＥＬＬＥＺＺＡ 報告済み
雲井通４ クオーレ三宮壱番館 報告済み
雲井通４ クオーレ三宮弐番館 報告済み
熊内町１ 熊内スカイハイツ 報告済み
熊内町２ 神戸熊内町パークハウス 報告済み
熊内町４ プレステージ新神戸熊内 報告済み
熊内町４ ステイツ神戸熊内町 報告済み
熊内町７ アクアプレイス新神戸駅前 報告済み
熊内橋通３ セントマルク熊内 報告済み
熊内橋通３ ワコーレグランヴュー熊内 報告済み
熊内橋通３ ワコーレアーバンヴュー熊内 報告済み
琴ノ緒町１ ローレル三宮 報告済み
琴ノ緒町１ プレジール三宮Ⅲ 報告済み
琴ノ緒町１ プレサンス三宮エレガンシア 報告済み
琴ノ緒町２ ネオダイキョー三宮 報告済み
琴ノ緒町２ プレステージ三宮 報告済み
琴ノ緒町２ プレサンス三ノ宮駅前プライムタイム 報告済み
琴ノ緒町２ ジアコスモ神戸三宮 報告済み
琴ノ緒町３ エステムコート三宮駅前ラ・ドゥー 報告済み
琴ノ緒町４ サンワシティプラザ三宮 報告済み
古湊通１ 甲南サンコーポラス 報告済み
古湊通１ モアライフ神戸 報告済み
古湊通１ エステムコート神戸ハーバーランド前 報告済み
古湊通１ ヌーベル　ダルマビル 報告済み
古湊通２ 神戸駅前ハイツ 報告済み
古湊通２ サニーヒルズ神戸 報告済み
古湊通２ アスヴェル神戸駅前 報告済み
御幸通３ ラコート三宮 報告済み
御幸通３ エルトスト神戸 報告済み
御幸通３ エステムプラザ神戸三宮ルクシア 報告済み
御幸通６ ももの木三宮ビル 報告済み
栄町通２ ローレルコート神戸元町 報告済み
東雲通１ アドバンス三宮ステージア 報告済み
東雲通３ ライジングコート三宮マリーナシティ 報告済み
下山手通２ ワイズコーポレーションビル 報告済み
下山手通３ 万葉ハイツ元町 報告済み
下山手通３ 元町アーバンライフ 報告済み
下山手通３ トア山手フラッツ棟 報告済み
中山手通４ 成発モリハイツ 報告済み
下山手通４ フローラル神戸 報告済み
下山手通４ グローリー元町 報告済み
下山手通５ 山手ダイヤハイツ 報告済み
下山手通６ 山手ビラー 報告済み
下山手通６ ローレル相楽園 報告済み
下山手通６ エステムコート神戸 ・県庁前 報告済み
下山手通６ エステムコート神戸・県庁前Ⅱ 報告済み
下山手通６ メゾンアイリス 報告済み
下山手通７ プレステージ山手県庁通り 報告済み



下山手通７ Ｍｅｇｕｒｏ　Ｙａｍａｔｅ　Ｂｌｄ． 報告済み
下山手通７ サンフローラ県庁前 報告済み
下山手通７ エステムコート神戸県庁前Ⅲフィエルテ 報告済み
下山手通７ エステムコート神戸・県庁前Ⅳグランディオ 報告済み
下山手通８ ライオンズマンション神戸元町第３ 報告済み
下山手通８ レイセニット神戸元町 報告済み
下山手通８ ｇ+ 報告済み
神仙寺通３ ワコーレ神戸青谷ヒルズ 報告済み
諏訪山町 ロイヤルヒル神戸諏訪山 報告済み
橘通１ プレサンス神戸裁判所前デリシア 報告済み
橘通２ プレサンス神戸裁判所前 報告済み
橘通４ 加藤マンション神戸 報告済み
多聞通５ シティハイツ多聞 報告済み
筒井町２ ワコーレウィンズヴァレー三宮東 報告済み
筒井町３ ときわ筒井ハイツ 報告済み
筒井町３ メゾン・ド・アクトゥール 報告済み
筒井町３ コスモシティ三宮東 報告済み
筒井町３ ワコーレアーバンフラッツ三宮東 報告済み
筒井町３ ゴールアイン 報告済み
中町通３ ライオンズステーションプラザ神戸 報告済み
中町通３ アルス神戸ハーバースクエア 報告済み
中町通３ グリーン・ネス神戸駅前 報告済み
中町通４ メゾン中町 報告済み
中山手通１ シルフィード・ ドゥ・北野 報告済み
中山手通１ ザ・神戸北野レジデンス 報告済み
中山手通２ エイコースカイハイツ 報告済み
中山手通２ アーバンコート中山手・呉竹 報告済み
中山手通２ ローレル・トアスクエア 報告済み
中山手通２ プレディオ・セイコーⅡ 報告済み
中山手通２ アトラス神戸中山手通 報告済み
中山手通２ メゾンエスプリ生田 報告済み
中山手通３ トア山手タワー棟 報告済み
中山手通３ ブリオーレ中山手 報告済み
中山手通４ アルテハイム神戸県庁前 報告済み
中山手通４ アンビエント中山手 報告済み
中山手通５ ファスタージュ相楽園 報告済み
中山手通６ ワコーレ神戸中山手エンブレム 報告済み
中山手通７ ディアエスタ・ミオ中山手 報告済み
二宮町１ シティコート二宮 報告済み
二宮町１ アリアドーネ 報告済み
二宮町１ プレステージ新神戸サザンプレイス 報告済み
二宮町１ プレミアムコート神戸三宮 報告済み
二宮町１ カーヨパレス二宮 報告済み
二宮町２ ＴＭハイツ布引 報告済み
二宮町２ 神戸三宮壱番館ハウス 報告済み
二宮町２ エスポワール・三宮 報告済み
二宮町３ 木村ビル 報告済み
二宮町３ リーガルコート明和 報告済み
二宮町４ サンモリッツビル 報告済み
二宮町４ サンシャイン三宮２番館 報告済み
布引町２ ＫＡＩＳＥI新神戸第２ 報告済み
布引町２ エステムコート三宮山手Ⅱソアーレ 報告済み
野崎通３ 神戸野崎通アーバンライフ 報告済み
旗塚通１ 新神戸壱番館ハウス・パートⅠ 報告済み
旗塚通６ ルイシャトレ新神戸 報告済み
八幡通１ 甲南メゾン三宮 報告済み
八幡通１ パシフィックレジデンス神戸八幡通 報告済み
八幡通３ プレサンス三宮花時計前 報告済み
八幡通４ ＭＩＮＡＭＩ　Ⅱ　ＴＯＷＥＲ 報告済み



花隈町 花隈ダイヤハイツ 報告済み
花隈町 メゾンフローラ 報告済み
花隈町 ヒルズ西元町 報告済み
花隈町 シーガルパレス元町 報告済み
花隈町 アーバン・ヴィレッジ神戸山の手通 報告済み
花隈町 マーレ神戸花隈 報告済み
花隈町 グラン・パレ花隈公園 報告済み
花隈町 グラン・ピア下山手通 報告済み
花隈町 ラナップスクエア神戸県庁前 報告済み
花隈町 ウォームスビル神戸元町ＪＰ 報告済み
花隈町 プライムレジデンス神戸・県庁前 報告済み
花隈町 レジュールアッシュ神戸元町 報告済み
浜辺通３ ネオハイツ三宮 報告済み
浜辺通３ サンワプラザ三宮南 報告済み
浜辺通３ アミーグランコート三宮 報告済み

東川崎町７
エステムコート神戸・
ハーバーランド前Ⅲコスタリティ

報告済み

江戸町 東町・江戸町ビル 報告済み
日暮通１ アドバンス三宮Ⅲリンクス 報告済み
日暮通 エスティライフ三宮東 報告済み
日暮通２ ワコーレＫＯＢＥ春日野道 報告済み
日暮通３ エステムコート三宮ＥＡＳＴⅢラヴィッサ 報告済み
日暮通４ ワコーレグランディオーソ神戸 報告済み
日暮通４ ライフデザイン三宮東 報告済み
日暮通６ WillDo　三宮イースト 報告済み
葺合町 熊内台セントポリア 報告済み
港島１ イトーピア神戸ポートアイランド 報告済み
港島中町２ ビレッジハウス港島 報告済み
港島中町２ アルス神戸ポートアイランド 報告済み
港島中町５ サニープレイス港島 報告済み
港島中町６ 神戸パーク・シティＡ棟 報告済み
港島中町６ 神戸パーク・シティＢ棟 報告済み
港島中町６ 神戸パーク・シティＣ棟 報告済み
南本町通５ エステムコート三宮ＥＡＳＴⅡリベルテ 報告済み
宮本通２ メゾン美和 報告済み
元町通３ アスヴェル神戸元町 報告済み
元町通３ ローレル元町サンセール 報告済み
元町通３ ワコーレ元町ザ・シティ 報告済み
元町通４ 元町大塚ビル 報告済み
元町通５ 元町アーバンライフ 報告済み
元町通５ ライオンズマンション神戸元町通 報告済み
元町通５ アンビエントみなと元町 報告済み
元町通５ ディナスティ神戸元町通 報告済み
元町通５ プレサンス神戸みなと元町 報告済み
元町通５ アスヴェルみなと元町オーシャンフロント 報告済み
元町通５ アスヴェル神戸元町Ⅱ 報告済み
元町通５ アドモリモト元町通 報告済み
元町通５ エステムコートみなと元町ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ 報告済み
元町通６ エステムコート神戸元町通 報告済み
元町通６ アーデンタワー神戸元町 報告済み
元町通６ ダイドーメゾン神戸元町 報告済み
元町通６ AXiS神戸みなと元町 報告済み
八雲通１ 協和ハイツ春日 報告済み
八雲通１ ローレル春日野道 報告済み
山本通２ 和光ハイマート三宮 報告済み
山本通３ 北野タウンハウス 報告済み
山本通４ ライオンズマンション相楽園 報告済み
山本通４ コムーネ山本通弐番館 報告済み
山本通５ パークマンション青木 報告済み



若菜通５ アバンダント　ハウス 報告済み
脇浜海岸通４ ローレルコート神戸海岸通 報告済み
脇浜町３ ジャルダン神戸 報告済み
脇浜町３ パークサイド春日野道 報告済み
脇浜町３ エステムコート三宮ＥＡＳＴポルトマーレ 報告済み
割塚通２ ダイアパレス王子公園 報告済み
割塚通３ ワコーレアベニュー王子公園 報告済み

芦原通３ ジェイグラン・エル神戸兵庫 報告済み
芦原通４ 甲南グランドハイム兵庫 報告済み
荒田町４ ハートフル湊川 報告済み
石井町８ シャトラン山の手 報告済み
入江通２ 甲南シティハイム兵庫 報告済み
入江通２ ル・モンド兵庫 報告済み
永沢町３ 朝日プラザ兵庫永沢町 報告済み
駅前通２ ローレルハイツ神戸１号棟 報告済み
駅前通２ ローレルハイツ神戸２号棟 報告済み
駅前通２ コスモシティ兵庫駅前 報告済み
駅前通３ エクセルシティ兵庫駅前 報告済み
駅前通５ サンマンション兵庫 報告済み
駅前通５ エクセラート神戸 報告済み
駅前通５ 朝日プラザ兵庫駅前通 報告済み
駅南通１ エステムコート神戸西Ⅱ 報告済み
駅南通１ グラン・パレ兵庫駅前コムポルタ 報告済み
駅南通２ タカマツ神戸駅南通 報告済み
駅南通５ キャナルタウン中央 報告済み
会下山町２ LOIS　GRAND　神戸湊川公園 報告済み
小河通４ カーサ・デラルベーロ神戸 報告済み
小河通５ 兵庫アーベインハイツ 報告済み
小河通５ ディアエスタ・ミオ兵庫ルミエール 報告済み
上沢通１ アスティオス湊川 報告済み
上沢通４ ラ・ウェゾン上沢 報告済み
上沢通５ ラ・ルミエール 報告済み
上沢通６ ワコーレ上沢 報告済み
上庄通２ 和田宮パル 報告済み
菊水町１０ 夢野（２）団地　２号棟 報告済み
菊水町１０ 夢野（２）団地　３号棟 報告済み
鵯越町 プリオーレ２６菊水 報告済み
西宮内町 エステムプラザ神戸西Ⅴミラージュ 報告済み
里山町 シーガルパレス神戸山の手 報告済み
佐比江町 ミリオンベル神戸 報告済み
島上町１ トーカンマンション兵庫島上町 報告済み
下祇園町 キャッスルハイツ平野 報告済み
下祇園町 ワコーレ祇園 報告済み
下沢通２ カルム湊川 報告済み
下沢通７ 甲南オークス兵庫 報告済み
下沢通７ エクセルシティ上沢 報告済み
下沢通８ ロイスグラン神戸下沢通 報告済み
新開地１ プリオーレ神戸 報告済み
新開地３ 神戸サンクレバー 報告済み
新開地３ ウィステリア神戸駅前 報告済み
新開地４ ル・パレ神戸東館 報告済み
新開地４ パンプキンＣマンション 報告済み
新開地５ KAVC・コルポラレアルス 報告済み
新開地５ エストーネ　ハーバーランド 報告済み
新開地６ 神戸湊町スカイハイツ 報告済み
新開地６ コーポラティヴハウス神戸Ⅰ 報告済み
新開地６ 新開地西国街道ビル 報告済み
新開地６ エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅱ 報告済み

兵庫区



須佐野通１ アルファステイツ須佐野公園 報告済み
滝山町 パレス西神戸 報告済み
大開通２ パレス大開通 報告済み
大開通２ ローレル大開 報告済み
大開通２ レノバール神戸 報告済み
大開通２ レオンコンフォート神戸西 報告済み
大開通２ ワコーレKOBE大開通ステーションスターズ 報告済み
大開通３ フローラ０２ 報告済み
大開通３ エステムプラザ神戸大開通ルミナス 報告済み
大開通８ ワコーレ・ザ神戸ハウス 報告済み
大開通１０ エクセルシティ兵庫大開通 報告済み
大同町１ 甲南セゾン兵庫 報告済み
塚本通１ ホロン・コート神戸 報告済み
塚本通１ ラ・ウェゾン塚本通 報告済み
塚本通４ グランドシャトー兵庫塚本通 報告済み
塚本通４ Ｄ’ｓレジデンス 報告済み
塚本通５ ワコーレグランディール御旅 報告済み
塚本通５ ワコーレヴィータ塚本通 報告済み
塚本通６ 朝日プラザ兵庫塚本通 報告済み
塚本通６ ワコーレステーションプラザ兵庫 報告済み
出在家町２ キャナルヴィスタ　アーバンコンフォート 報告済み
中道通１ 森本グラスビル 報告済み
中道通１ エムズレジデンス神戸 報告済み
中道通２ アソテア神戸 報告済み
中道通３ プレサンスKOBEティアラ 報告済み
中道通５ シャトー中道 報告済み
中道通９ ラ・ウェゾン中道 報告済み
西上橘通１ 朝日プラザ西上橘通 報告済み
西上橘通１ 第２山田マンション 報告済み
西上橘通１ ロイヤルヴィレッジ 報告済み
西上橘通１ オーシャンビュー神戸 報告済み
西橘通１ エクセレント神戸 報告済み
西橘通２ エクセル神戸 報告済み
西橘通２ エスティロワール神戸西 報告済み
西多聞通２ 西多聞コーポラス 報告済み
西出町 メガポラリス神戸 報告済み
西仲町 セイワパレス兵庫ソルマーレ 報告済み
西柳原町 ワコーレグラン兵庫 報告済み
西柳原町 エステムプラザ神戸西Ⅳインフィニティ 報告済み
羽坂通３ 甲南第７兵庫コーポラス 報告済み
羽坂通３ 長澤マンション 報告済み
羽坂通３ エステムコート神戸西Ⅲフロンタージュ 報告済み
浜崎通 ヴァル浜崎通り 報告済み
浜崎通 エステムコート神戸西 報告済み
浜崎通 ＷｉｌｌＤｏ　浜崎通 報告済み
東山町４ 花コーポ・神戸東山館 報告済み
兵庫町１ 兵庫コーポラス 報告済み
福原町 パシフィック神戸桜筋南館 報告済み
福原町 ヒルハイム神戸 報告済み
福原町 パシフィック神戸桜筋北館 報告済み
本町１ ダイドーメゾン兵庫本町 報告済み
松原通４ 朝日プラザαポート神戸 報告済み
松原通５ 藤和シティホームズ兵庫 報告済み
松本通４ ワコーレレスコート兵庫 報告済み
三川口町２ グランドシャトー兵庫Ⅱ 報告済み
三川口町２ リバービレッジ兵庫 報告済み
三川口町３ パティオ永沢 報告済み
三川口町３ シティコート兵庫 報告済み
三川口町３ ルイシャトレ兵庫駅前 報告済み



御崎町１ フォレストピア御崎公園 報告済み
水木通１ エステムプラザ神戸水木通グランクロス 報告済み
水木通２ ダイアパレス水木通　弐番館 報告済み
水木通２ エルア・ジャスモ 報告済み
水木通３ ドルフビオン水木通 報告済み
湊川町５ シャトラン山の手Ⅱ 報告済み
湊川町６ エクセル湊川 報告済み
湊町１ グランパレ神戸ハーバープレイス 報告済み
湊町１ アズモールシティＫＯＢＥ 報告済み
湊町１ エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅴアクア 報告済み
湊町２ リメーン檜 報告済み
湊町２ エステムコート神戸ハーバーランド前Ⅳベイライト 報告済み
湊町３ エスペランサ神戸 報告済み
湊町３ アドバンス神戸湊町 報告済み
南仲町 メロディーハイム神戸クラシエール 報告済み
南仲町 ハーティス神戸ハーバーウエスト 報告済み
明和通２ インプレストエクリュ 報告済み
門口町 ベルトピア門口 報告済み
門口町 ピアグレース神戸　 報告済み
夢野町３ シャトラン夢野 報告済み
吉田町１ 御崎グリーンマンション 報告済み
吉田町２ ウィングシティ御崎公園 報告済み
和田宮通４ ユニオンハイツ和田岬 報告済み

有野町唐櫃 コンフォール北神戸 報告済み
泉台１ 鈴蘭泉台第1ハウス 報告済み
桂木 神戸北町ウィルコート Ａ棟 報告済み
桂木 神戸北町ウィルコート　Ｂ棟 報告済み
桂木 神戸北町ウィルコート　Ｃ棟 報告済み
桂木３ 神戸北町ソレアードコートＣ棟 報告済み
桂木３ コスモコート神戸北町 報告済み
鹿の子台北町２ ワンズヒル神戸鹿の子台 報告済み
北五葉２ ハイツ西鈴蘭台 報告済み
北五葉２ 北五葉パーク・ホームズ 報告済み
甲栄台３ ベラジュール北鈴蘭台 報告済み
幸陽町 エスペランス幸陽台 報告済み
菖蒲が丘３ 神戸菖蒲が丘社宅 報告済み
鈴蘭台北町１ ベルダ鈴蘭台 報告済み
鈴蘭台北町４ エスプリ鈴蘭台 報告済み
鈴蘭台西町４ ワコーレオーキッドヒル 報告済み
鈴蘭台東町４ ワコーレ鈴蘭台 報告済み
鈴蘭台東町９ アズ・ヴェール・ヴィラ 報告済み
道場町日下部 グランデュール北神戸 報告済み
西大池２ コスモ神戸六甲ヶ丘 報告済み
八多町中 リバーサイドレジデンス 報告済み
藤原台南町 イトーピア神戸藤原台ＡＢ棟 報告済み
藤原台南町 イトーピア神戸藤原台ＣＤ棟 報告済み
東大池１ アドリーム北六甲 報告済み
藤原台北町 神戸ヒルズデイズ A棟 報告済み
藤原台北町 神戸ヒルズデイズ B棟 報告済み
藤原台北町 神戸ヒルズデイズ C棟 報告済み
藤原台北町 神戸ヒルズデイズ D棟 報告済み
藤原台北町 神戸ヒルズデイズ E棟 報告済み
藤原台北町 神戸ヒルズデイズ F棟 報告済み
藤原台北町 神戸ヒルズデイズ LF棟 報告済み
藤原台北町 エクセレント神戸北 報告済み
緑町７ 神戸山の街アーバンコンフォート 報告済み
緑町 ライブシティ神戸緑園都市 ２号棟 報告済み
緑町 ライブシティ神戸緑園都市 ３号棟 報告済み

北区



緑町 ライブシティ神戸緑園都市 ６号棟 報告済み
緑町 ライブシティ神戸緑園都市 ７号棟 報告済み
緑町 ライブシティ神戸緑園都市 ８号棟 報告済み
緑町 ライブシティ神戸緑園都市 ９号棟 報告済み
緑町 ライブシティ神戸緑園都市 １０号棟 報告済み
緑町 ライブシティ神戸緑園都市 １１号棟 報告済み
緑町 ライブシティ神戸緑園都市 １２号棟 報告済み
南五葉２ エクセル西鈴 報告済み
大脇台 ライオンズマンション北鈴蘭台第２ 報告済み
山田町下谷上 ヴィルブランシェファーストコート 報告済み

腕塚町３ ウォームスヴィル本町 報告済み
大谷町３ 藤和ライブタウン西代山手 報告済み
大塚町１ プレノ長田 報告済み
大橋町３ ラ・パルフェ・ド・シェリール 報告済み
大橋町４ フレールアスタ大橋 報告済み
大橋町４ アスタピア新長田ステーションフラッツ 報告済み
大橋町４ ダイヤパレス西神戸 報告済み
二葉町６ アスタくにづか６番館北棟 報告済み
大橋町８ クラシェス新長田 報告済み
大道通 まぁぶるおおみち 報告済み
御屋敷通４ ワコーレグランヴィア御屋敷通 報告済み
神楽町５ Ｓ－ＦＯＲＴ神戸神楽町 報告済み
北町１ 南ハイツ 報告済み
北町２ きさらぎコーポ 報告済み
五番町７ ワコーレエスタシオン長田 報告済み
五番町８ ヴィヴ・ラ・サンク 報告済み
庄田町３ 朝日プラザ長田南 報告済み
菅原通５ エクセル菅原 報告済み
高取山町２ コープ野村高取台 報告済み
大日丘町３ 朝日プラザ雲雀ケ丘 報告済み
長田町１ ビバーチェ長田 報告済み
長田天神町３ イトーピア長田マンション 報告済み
西山町３ カメリアハウス 報告済み
野田町７ ロイヤル野田 報告済み
林山町 クレセント長田 報告済み
日吉町２ アスタピア新長田公園通り 報告済み
二葉町３ ソルシード長田ラディアンス 報告済み
二葉町６ アスタ新長田タワーズコートアリビオ 報告済み
二葉町６ プライムメイツ　アスタ 報告済み
細田町６ シャトランニューウエスト 報告済み
本庄町７ プレステージ鷹取駅南 報告済み
房王寺町３ グリーンコーポ夢野 報告済み
松野通１ ワコーレ新長田エス・プライム 報告済み
松野通２ レジ－ナ 報告済み
松野通３ 新長田駅前アーバンコンフォ－ト 報告済み
丸山町３ ワコーレグラン山の手 報告済み
御蔵通４ みすがコーポ 報告済み
御蔵通 みくら５ 報告済み
水笠通１ ワコーレプラザ御屋敷 報告済み
水笠通１ ワコーレ水笠通エアプレイス 報告済み
水笠通３ エクセルシティ水笠公園 報告済み
水笠通３ ＨＫマンション 報告済み
御船通２ ウィスティリアコート神戸　PartⅡ 報告済み
山下町３ ワコーレアベニュー山下町 報告済み
若松町３ アスタピア新長田駅前通り 報告済み
若松町３ フレールアスタ若松 報告済み
若松町３ アスタピア新長田エスタプレシオス 報告済み
若松町 ジェイグラン新長田 報告済み

長田区



若松町４ アスタピア新長田エスタガーデン 報告済み
若松町４ ディアエスタミオ新長田 報告済み
若松町１１ グレイス若松 報告済み

戎町１ メゾン・ﾄﾞ・ヴィレ板宿 報告済み
戎町２ グリーンコーポ板宿 報告済み
戎町３ メゾンセレステ 報告済み
大池町３ ヴィンテージコート須磨 報告済み
大池町５ ファミール須磨鷹取ステーションサイド 報告済み
大池町５ ウィングゲート須磨鷹取 報告済み
大池町５ シティタワーグラン須磨鷹取 報告済み
大池町５ ステーションコート　ノース 報告済み
大池町５ ステーションコート　サウス 報告済み
大池町５ ワコーレ須磨鷹取ガーデンズ 報告済み
大田町２ フロール須磨 報告済み
大田町２ ドルフィンズマンション須磨 報告済み
大田町４ アンピエンスSUMA 報告済み
大手町２ クラージュ大手 報告済み
北落合２ 名谷北落合アーバンコンフォート 報告済み
北落合６ シーアイマンション須磨エクシード 報告済み
衣掛町３ サーパス須磨衣掛町 報告済み
衣掛町４ Etoile須磨 報告済み
衣掛町５ 須磨パーク中口 報告済み
車 南白川台ハイツ 報告済み
車 グレーシィ須磨  壱番館 報告済み
車 グレーシィ須磨　弐番館 報告済み
車 ソルシェール須磨北 報告済み
車 ツルトスコⅡ番館 報告済み
桜木町２ カサーレ須磨離宮道 報告済み
潮見台町２ グランドメゾン須磨 報告済み
潮見台町５ アンベェルビュー須磨 報告済み
清水台 グレーシィ須磨アルテピア１番街 報告済み
清水台 グレーシィ須磨アルテピアⅡ番街 報告済み
白川台３ ニューライフ白川台 報告済み
白川台５ コージースクエア須磨白川台 報告済み
白川台６ 須磨白川台レックスマンション 報告済み
須磨浦通２ メイクアップハイツ須磨浦 報告済み
須磨浦通２ ライオンズマンション須磨マリンビュー 報告済み
関守町１ ディアエスタミオ　須磨関守 報告済み
外浜町２ グラン・ドムール須磨高松通 報告済み
高倉町１ エフ・コート須磨高倉町 報告済み
高倉町２ ガーデンハイツ須磨Ａ棟 報告済み
高倉町２ ガーデンハイツ須磨Ｂ棟 報告済み
高倉町２ ガーデンハイツ須磨Ｃ棟 報告済み
高倉町２ ガーデンハイツ須磨Ｄ棟 報告済み
大黒町１ ダイヤ板宿マンション 報告済み
大黒町３ コスモステージ板宿 報告済み
千歳町２ ワコーレ須磨パッソ 報告済み
千歳町２ ザ・ライフ千歳 報告済み
千歳町４ ブランズ須磨鷹取リヴェール 報告済み
千守町１ すまでらコーポ 報告済み
千守町１ ワコーレソレア須磨千守 報告済み
千守町１ リーデンススクエア須磨 報告済み
	千守町２ コープ野村須磨・千守 報告済み
月見山本町１ 須磨月見山ハイツ 報告済み
常盤町３ ワコーレ須磨常磐町エモシオン 報告済み
飛松町２ コスモ須磨板宿 報告済み
飛松町２ ヴィレッジ板宿　(板宿北部市場共同ビル) 報告済み
飛松町２ フォールヴィラ板宿 報告済み

須磨区



飛松町３ ドムール板宿 報告済み
飛松町３ グランドシャトー板宿 報告済み
戸政町１ ワコーレグラン東須磨 報告済み
友が丘９ 北須磨団地 Ｉ 棟 報告済み
道正台１ 須磨妙法寺アーバンコンフォート 報告済み
中落合２ ワコーレ須磨名谷・ステーションフラッツ 報告済み
中落合２ ワコーレ須磨名谷ステーションマークス 報告済み
中落合３ ディアエスタミオ名谷 報告済み
西落合 プラウドシティ神戸名谷 報告済み
東落合２ サンシティ須磨名谷 報告済み
東町２ トーカンマンション東須磨 報告済み
平田町２ 板宿グリーンタウン 報告済み
平田町３ 板宿駅前ビラー 報告済み
古川町３ エルシア須磨海浜公園 報告済み
前池町３ タウンハイツ板宿 報告済み
松風町３ ジェイグラン須磨海浜公園　 報告済み
南落合１ シティー南落合 報告済み
南落合１ リーベスト須磨妙法寺 報告済み
行幸町１ トーカンマンション須磨マリンパーク・鳥光須磨本店 報告済み
行幸町１ ル・パレ須磨 報告済み
行幸町１ サントピア須磨 報告済み
行幸町１ 須磨パークアベニュー 報告済み
行幸町１ オーシャンテラス須磨海浜公園 報告済み
行幸町４ ワコーレ須磨離宮 報告済み
妙法寺 サンヴェール須磨妙法寺 報告済み
妙法寺 メービウス妙法寺 報告済み
横尾１ 妙法寺駅前住宅 報告済み
離宮前町２ コープ野村須磨離宮前 報告済み
竜が台１ 名谷竜が台住宅　１号棟 報告済み
竜が台１ 名谷竜が台住宅　２号棟 報告済み
竜が台１ 名谷竜が台住宅　３号棟 報告済み
若木町２ ディアエスタミオ須磨若木町 報告済み
若木町４ ライオンズ須磨離宮公園 報告済み
若草町１ グランドパレス上須磨 報告済み

青山台５ サンメゾンジェームス山 報告済み
青山台７ パームスクェアジェームス山 報告済み
旭が丘１ コスモ垂水旭が丘グリーンステージ 報告済み
旭が丘１ コスモ垂水旭が丘スカイステージ 報告済み
旭が丘１ 神戸垂水ヒルトップテラス 報告済み
歌敷山１ ワコーレ歌敷山ファーストヒルズ 報告済み
王居殿２ プレステージ垂水ジェームス山 報告済み
海岸通 シーサイドアーク舞子 報告済み
海岸通 西垂水シーサイドマンション 報告済み
海岸通 コスモ海岸通 報告済み
霞ケ丘６ ネバーランド垂水霞ヶ丘 報告済み
霞ケ丘７ アーバニス垂水霞ヶ丘ソシエル 報告済み
霞ケ丘７ ベルコート垂水霞ヶ丘 報告済み
上高丸３ 垂水アーバンコンフォートリアヒルズ 報告済み
狩口台７ ライオンズマンション舞子 報告済み
狩口台 ラ・メール狩口（Ⅲ） 報告済み
狩口台７ ジークレフ舞子狩口台 報告済み
北舞子３ ワコーレウインディ舞子 報告済み
北舞子４ ノルテ舞子 報告済み
陸ノ町 ワコーレエクセレント垂水 報告済み
小束山本町２ リベールシティ垂水ヒルズ 報告済み
小束山本町３ フェルティプラザ垂水・丘の街 報告済み
五色山１ パーク・ハイム垂水五色山 報告済み
五色山１ ヴィルヌーブ神戸五色山 報告済み

垂水区



五色山１ リヴァージュ垂水五色山 報告済み
五色山２ ファスタージュ垂水五色山サーモス 報告済み
五色山３ 舞子五色塚ハイツ 報告済み
五色山３ 垂水五色山アーバンライフ 報告済み
五色山３ グルーブ五色山グランアリーナ 報告済み
五色山６ レピア垂水五色山 報告済み
潮見が丘２ 潮見が丘コーポラス 報告済み
塩屋町 ジェームス山パーク・ホームズ 報告済み
塩屋町１ 第一シーサイドパレス塩屋 報告済み
塩屋町１ 第２シーサイドパレス塩屋 報告済み
塩屋町１ プレステージ塩屋シーサイドパレス 報告済み
塩屋町１ アルファステイツ塩屋駅前シーサイドテラス 報告済み
塩屋町１ アルファステイツ神戸塩屋シーサイドテラスⅡ 報告済み
塩屋町６ 高尾台ハイツ 報告済み
塩屋町６ ワコーレ塩屋シーサイドヒルズ 報告済み
塩屋町６ シェルマーレ塩屋 報告済み
塩屋町９ サンワプラザ塩屋 報告済み
清水が丘２ グリーンハイツ清水が丘 報告済み
清水が丘３ ルモン舞子 報告済み
清水が丘３ 万葉ハイツ舞子 報告済み
神陵台 明舞北センタービル　１号棟 報告済み
神陵台 明舞北センタービル　２号棟 報告済み
神陵台 明舞北センタービル　３号棟 報告済み
神陵台 明舞北センタービル　４号棟 報告済み
星陵台３ リベール神戸星陵台 報告済み
星陵台４ スカイハイツ星陵台 報告済み
星陵台４ ディアエスタミオ星陵台 報告済み
星陵台５ アーバンビュー星陵台 報告済み
高丸７ ソフィア垂水高丸ハーティスクエア 報告済み
多聞台３ エクセラート多聞台 報告済み
多聞町 カルム学園緑が丘 報告済み
千代が丘１ パサージュ垂水 報告済み
千代が丘２ サンシャイン垂水 報告済み
千代が丘２ ユニライフ垂水千代が丘 報告済み
千代が丘２ ディアエスタ・ミオ垂水 報告済み
つつじが丘４ 東急ドエル名谷つつじが丘ビレジ 報告済み
仲田１ アーバンビレッジ垂水フラッツ 報告済み
西舞子２ 舞子レックスマンション 報告済み
西舞子２ アルファステイツ西舞子 報告済み
西舞子２ グランブルⅢ 報告済み
西舞子４ 舞子スカイハイツ 報告済み
西舞子７ 西舞子壱番館 報告済み
西脇２ シャンティー舞子 報告済み
東垂水２ コスモ塩屋 報告済み
東垂水３ サンシーズ南山手 報告済み
東舞子町 舞子マンション 報告済み
東舞子町 舞子グランドハイツ 報告済み
東舞子町 マリタイム舞子 報告済み
平磯３ パレ垂水海岸通り 報告済み
平磯３ ワコーレプラージュ垂水 報告済み
平磯４ フェニックスＫⅡ 報告済み
星ヶ丘１ サンヴェール垂水星ヶ丘 報告済み
星が丘１ アーバンビュー垂水星が丘 報告済み
舞子坂３ エクセル舞子 報告済み
舞子台１ ディアエスタミオ舞子公園松風館 報告済み
舞子台２ 舞子台グリーンマンション 報告済み
舞子台２ ネバーランド舞子 報告済み
舞子台３ グランドシャトー舞子台 報告済み
舞子台６ アルファステイツ　舞子ヒルズ 報告済み



瑞ケ丘 ワコーレ垂水瑞ケ丘 報告済み
南多聞台４ コスモ舞子坂 報告済み
美山台１ 美山台ライフガーデン 報告済み
美山台１ プリオーレ美山台 報告済み
名谷町 サンシャイングレート名谷 報告済み
名谷町 ブランズ名谷 報告済み
山手４ 藤和ライブタウン垂水山手 報告済み

伊川谷町有瀬 ディアエスタ・ミオ朝霧の丘 報告済み
伊川谷町有瀬 西神戸セントポリア 報告済み
伊川谷町有瀬 ネオハイツ垂水 報告済み
伊川谷町有瀬 パサージュ神戸西 報告済み
伊川谷町有瀬 ファルファーラ伊川谷 報告済み
伊川谷町有瀬 プレステージ西神戸 報告済み
伊川谷町有瀬 プリマベーラ伊川谷 報告済み
伊川谷町有瀬 プレステージ神戸神陵台 報告済み
伊川谷町有瀬 リベール神戸ＷＥＳＴ 報告済み
前開南町１ セントファミーユ西神戸ノースフィールド 報告済み
池上１ ウェストヒル神戸　Ａ棟 報告済み
池上１ ウェストヒル神戸　B棟 報告済み
池上１ ウェストヒル神戸　C棟 報告済み
池上１ ウェストヒル神戸　D棟 報告済み
池上１ ウェストヒル神戸　E棟 報告済み
池上１ ウェストヒル神戸　F棟 報告済み
池上１ バッハレジデンスKOBE　WEST　A棟 報告済み
池上１ バッハレジデンスKOBE　WEST　Ｂ・Ｃ棟 報告済み
池上３ エル・アペリオ 報告済み
井吹台北町２ ハピアス西神南団地 報告済み
井吹台西町 西神南ヒルズ(１番館） 報告済み
井吹台西町 西神南ヒルズ(２番館） 報告済み
井吹台西町 西神南ヒルズ(３番館） 報告済み
井吹台西町 西神南ヒルズ(６番館） 報告済み
井吹台西町 西神南ヒルズ(７番館） 報告済み
井吹台西町 フローレ西神南 報告済み
井吹台西町８ プラウドシティ神戸西神南 報告済み
井吹台東町１ グランコリーナ西神南　１番館 報告済み
井吹台東町１ グランコリーナ西神南　２番館 報告済み
井吹台東町１ グランコリーナ西神南　３番館 報告済み
井吹台東町１ グランコリーナ西神南　４番館 報告済み
井吹台東町１ グランコリーナ西神南　５番館 報告済み
井吹台東町１ グランコリーナ西神南　６・７番館 報告済み
井吹台東町１ グランコリーナ西神南　８・９番館 報告済み
井吹台東町１ グランコリーナ西神南　１０番館 報告済み
井吹台東町１ グランコリーナ西神南  コミュニティ棟 報告済み
枝吉 新吉田第二住宅 報告済み
大津和２ 朝日プラザウェスティ神戸 報告済み
上新地２ 嵯峨クレセーヌ神戸西 報告済み
学園西町２ ジオ学園都市 報告済み
学園西町５ 研究学園（６）団地５３０号棟 報告済み
学園東町 エルタウン学園Ⅰ 高層棟 報告済み
学園東町 エルタウン学園Ⅰ 中層棟 報告済み
学園東町 エルタウン学園Ⅱ１０２号館 報告済み
学園東町 エルタウン学園Ⅱ１０３号館 報告済み
学園東町 エルタウン学園６ 報告済み
学園東町６ リーデンススクエア学園東町 報告済み
学園東町６ ラ・メゾン・クレール弐番館 報告済み
北別府３ ファミール西神戸 報告済み
糀台 西神中央ウェステージ  壱番館 報告済み
糀台 西神中央ウェステージ  弐番館 報告済み

西区



糀台 西神中央ウェステージ  参番館 報告済み
糀台 クレアシティ西神中央 報告済み
糀台 ナチュラリー西神中央 報告済み
竹の台２ アルファステイツ西神中央Ⅱ 報告済み
竹の台 アーブルヴェール西神中央 報告済み
玉津町居住 サングリーンハイツ 報告済み
月が丘５ カーサ・ソルーナⅠ番館 報告済み
丸塚１ スペランツァ西神戸 報告済み
美賀多台１ 西神中央シテイヒルズ 報告済み

東灘区
魚崎北町５ EikoElite 報告済み
魚崎南町５ 住吉川東パーク・ホームズ 報告済み
魚崎南町５ コスモシティ住吉川公園 報告済み
岡本１ サンフェニックス 報告済み
岡本１ ワコーレエキサイド岡本 報告済み
岡本３ ロワイヤル本山 報告済み
甲南町１ グランドメゾン神戸本山 報告済み
甲南町１ アージュデュオ本山 報告済み
甲南町１ ザ・本山プレミアム 報告済み
向洋町中３ 六甲アイランドＣＩＴＹイーストコート１０番街１番館 報告済み
向洋町中３ 六甲アイランドＣＩＴＹイーストコート１０番街２番館 報告済み
向洋町中３ 六甲アイランドＣＩＴＹイーストコート１０番街３番館 報告済み
向洋町中３ 六甲アイランドＣＩＴＹイーストコート１０番街４番館 報告済み
向洋町中３ 六甲アイランドＣＩＴＹイーストコート１０番街５番館 報告済み
住吉本町１ サン住吉川 報告済み
住吉本町１ 住吉アーバンライフ 報告済み
住吉本町１ 住吉ヴァローレ 報告済み
田中町２ ニックあさひ 報告済み
深江北町３ 深江ハイツ 報告済み
深江北町３ ル・サンク甲南 報告済み
深江北町３ クレイン・トトヤミチ 報告済み
深江北町３ ＰＨ－４ 報告済み
深江本町１ アクセスメゾン神戸 報告済み
深江本町３ ワコーレプラティーク神戸 報告済み
深江本町３ ワコーレヴィータ深江本町 報告済み
深江本町３ ドエル深江 報告済み
深江本町３ 深江本町マンション 報告済み
深江南町１ ブランズ芦屋川 報告済み
深江南町４ ハイエスト西芦屋 報告済み
本庄町２ ダウニー東灘 報告済み
御影１ ヴェルドミール御影 報告済み
御影石町３ LAZO御影 報告済み
御影郡家２ エスペラール御影 報告済み
御影塚町２ ＰＨ５ 報告済み
御影中町１ ジョイフル御影Ⅲ 報告済み
御影本町３ ガイ御影 報告済み

平成30年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧表
主要用途：
　共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム
又は障害者グループホームを除く。）

令和元年6月30日現在
（７月以降の提出状況は別表に記載）

所在地 建物名称 備考



御影山手１ 御影山手アーバンライフ 報告済み
御影山手３ ジークレフ御影台Ａ棟 報告済み
御影山手３ ジークレフ御影台Ｂ棟 報告済み
本山北町３ 甲南ビラ 報告済み
本山南町５ グラン・フェルティ本山 報告済み
本山南町７ シティライフ本山 報告済み
森北町３ 甲南コーポラス 報告済み
灘区
泉通５ シュトラーゼ泉 報告済み
岩屋北町７ サムティ灘駅前 報告済み
岩屋南町 クレストコート神戸・灘 報告済み
王子町１ ワコーレヴィータ王子公園 報告済み
大内通５ グラン・コート王子公園 報告済み
神ノ木通３ メゾン・ﾄﾞ・ウエモ 報告済み
神前町１ プランドール六甲 報告済み
楠丘町４ 六甲ビューハイツＢ棟 報告済み
倉石通４ ザ・シティ王子公園 報告済み
桜口町１ ハイエスト六甲 報告済み
桜口町２ シティライフ六甲道Ⅲ 報告済み
桜口町３ ヴェル・ドール六甲道 報告済み
篠原中町５ 六甲ガーデンズ 報告済み
篠原中町６ アルファステイツ六甲篠原 報告済み
将軍通３ モンテメール六甲 報告済み
城内通２ 光青マンション 報告済み
城内通４ アイビスパーク 報告済み
城内通５ ヒュース王子公園 報告済み
新在家南町４ モンティーヌ新在家 報告済み
水道筋３ シティライフ王子公園 報告済み
水道筋４ スマイルコート王子公園 報告済み
水道筋６ ろっこう医療生協・花たば　高齢者共同住宅 報告済み
友田町３ シティライフ六甲道 報告済み
友田町３ シティフラット六甲道 報告済み
中原通２ ワイズコート 報告済み
中原通４ フェブリエ王子公園 報告済み
灘北通１０ シークリサンス神戸 報告済み
灘南通５ アベルティ灘 報告済み
原田通１ カーサフェンテ王子公園 報告済み
中央区
相生町４ ラポート 報告済み
旭通 ＰＨ－１ 報告済み
生田町２ スワンズコート新神戸 報告済み
生田町２ オークメゾン新神戸 報告済み
海岸通４ ワコーレ海岸通I..C. 報告済み
加納町３ 松本ビル 報告済み
加納町３ エトワール山手ＫＯＹＡＭＡ 報告済み
神若通４ ハートフルコスモス神戸Ⅰ番館 報告済み
北野町４ サンビルダー北野異人館通 報告済み
国香通６ サンビルダー三宮東 報告済み
熊内町５ 萬利ハイツ熊内 報告済み
熊内町７ 中央コア７４ 報告済み
熊内橋通７ 神戸芸術センター 報告済み
琴ノ緒町３ 玉屋マンション 報告済み
琴ノ緒町３ ジュネスマンション 報告済み
琴ノ緒町４ エンジェルハイツ 報告済み
御幸通２ ｃｅｍｅｎｔｏ 報告済み
御幸通３ クラウンビル＆レジオン三宮 報告済み
御幸通６ Ｐｒａｔｉｎｕｍ　Ｃｏｕｒｔ 報告済み
栄町通３ プロシード神戸元町 報告済み
栄町通７ エクセレンス西元町 報告済み



坂口通３ Ｌｕｍｉｎａ 報告済み
下山手通３ 四興ビル 報告済み
下山手通４ 藤和シティホームズ元町 報告済み
下山手通４ ＴＯＳＨＩＮビル 報告済み
下山手通４ 神戸元町山手ヴィアージュ 報告済み
下山手通６ タイコーマンション 報告済み
下山手通６ オルタンシア 報告済み
下山手通８ 鍋屋金物ビル 報告済み
下山手通８ グランテ下山手 報告済み
多聞通５ 神戸多聞マンション 報告済み
筒井町２ アルファライフKOBE春日野 報告済み
筒井町３ シティフラット三宮東 報告済み
中町通３ 神戸コーポラス 報告済み
中山手通１ オーチャードアレー山手通 報告済み
中山手通２ メープル中山手 報告済み
中山手通３ ワコーレアルテ中山手 報告済み
中山手通４ ワコーレ中山手Ｉ．Ｃ． 報告済み
中山手通４ ＹＡＭＡＴＥ　４３５ 報告済み
布引町２ メゾン・ロージェ 報告済み
野崎通３ ワコーレアルテ上筒井 報告済み
旗塚通６ リベール新神戸プレミアム 報告済み
八幡通３ エクセルシティー三宮イメージファクトリー 報告済み
花隈町 アランチァ花隈 報告済み
日暮通１ プリムローズ 報告済み
日暮通６ アステーレ三宮 報告済み
再度筋町 グランフォルムＫＥＮ神戸山手 報告済み
南本町通４ ニューへブン南本町 報告済み
元町通３ パラッツォ ローサ 報告済み
元町通４ スパチオ元町 報告済み
元町通５ 潮マンション 報告済み
元町通５ ブランズ神戸元町通 報告済み
八雲通１ アドバンス三宮シュロス 報告済み
山本通３ 朝日プラザプレビュー山本通 報告済み
山本通４ ヴィーナスコート山本通 報告済み
脇浜町 Ｍｓ’ｐａｌａｚｚo　ＨＡＴ　ＫＯＢＥ 報告済み

脇浜町１
独立行政法人　日本学生支援機構
兵庫国際交流会館

報告済み

脇浜町１ セルヴァ灘駅前フォーシーズン 報告済み
脇浜町３ サンフォレスト岡 報告済み
兵庫区
荒田町１ 吉沢ビル 報告済み
荒田町１ 湊川センタービル Ａ棟 報告済み
荒田町１ 湊川センタービル Ｂ棟 報告済み
荒田町１ リ・アルテ湊川公園 報告済み
荒田町２ 県営上湊川高層住宅 報告済み
荒田町３ サンリッジ湊川 報告済み
今出在家町２ ヌーベルフルーブ 報告済み
入江通１ ＰＨ－２ 報告済み
駅前通１ プロシード兵庫駅前 報告済み
駅南通２ プランドール兵庫駅南通 報告済み
上沢通１ M・PARK　WEST 報告済み
上沢通５ メゾン・エフ・上沢 報告済み
切戸町 パークサイドビル 報告済み
切戸町 Ｃａｎａｌ　Ｃｏｕｒｔ　ＫＯＢＥ 報告済み
下祇園町１８ ロイヤル石井 報告済み
下沢通１ ミヤ・ミショーレ 報告済み
下沢通３ 光マンション 報告済み
下沢通７ ラフィーネ 報告済み
新開地２ ピュアコート神戸 報告済み



新開地５ ユートピアコーベ 報告済み
大開通３ 株式会社エム・ビー 報告済み
塚本通４ ハイム　エビス 報告済み
塚本通４ ベルエアー塚本 報告済み
塚本通５ 甲南第二兵庫ハイム 報告済み
塚本通６ グランパレ兵庫 報告済み
塚本通６ ワコーレ塚本 報告済み
塚本通６ シティフラット兵庫 報告済み
中道通１ 藤和シティコア神戸中道通 報告済み
中道通１ キューブコート 報告済み
中道通２ プレサンス神戸プレシャス 報告済み
西上橘通１ 三陽マンション 報告済み
西上橘通２ シャトー第７神戸 報告済み
西橘通１ ザ・コッチ神戸 報告済み
西多聞通１ サンコート神戸 報告済み
西多聞通１ ハイツ有馬道 報告済み
西柳原町 ヴェル・ドール兵庫 報告済み
羽坂通３ センチュリー２１兵庫 報告済み
浜崎通 ＩＨ兵庫 報告済み
浜崎通 サムティ神戸浜崎通 報告済み
本町１ 本町マンション 報告済み
三川口町２ ヴィラ神戸Ⅷ 報告済み
水木通１ フェニックス湊川 報告済み
水木通９ ナインハイツ 報告済み
水木通１０ シャトー大信 報告済み
湊町４ ナタリー神戸 報告済み
門口町 スカイハイツ兵庫 報告済み
吉田町２ エクセルスカイ御崎公園 報告済み
北区
有野中町２ グリーンパストラル 報告済み
有野中町４ セントラルレジデンシャル 報告済み
有馬町ウツギ谷 グランシャリオンゆけむり坂 報告済み
甲栄台１ 万葉ハイツ北鈴蘭台 報告済み
谷上西町 ヴェガ中上 報告済み
松が枝町１ ディオフェルティＭ‘ｓKOBE 報告済み
山田町下谷上 アルタイル中上 報告済み
山田町下谷上 エスパシオデルコウベ 報告済み
長田区
腕塚町 フェニーチェ神戸 報告済み
腕塚町６ アスタ新長田タワーズコート２番館 報告済み
大谷町３ エクセルマンション長田 報告済み
大橋町６ アスタプラザウエスト 報告済み
久保町５ アスタくにづか３番館 報告済み
久保町６ メイツブラン新長田 報告済み
菅原通５ ＰＨ－３ 報告済み
長田天神町１ サンヴェール長田山ノ手 報告済み
西山町３ ワコーレ西山 報告済み
松野通１ シーズン神戸新長田 報告済み
松野通３ デコール神戸Ⅰ 報告済み
水笠通１ ウエストアヴェニュー 報告済み
水笠通４ デコール神戸Ⅱ 報告済み
明泉寺町３ ライオンズマンション神戸明泉寺 報告済み
四番町 クルーセ長田駅前 報告済み
須磨区
磯馴町６ サンミツダ 報告済み
大池町５ アルファステイツ鷹取駅前 報告済み
大田町１ ツインアベニュー 報告済み
大田町１ スリーディア 報告済み
大田町２ エクセゾン水谷 報告済み



大田町８ エトワール　フィクス 報告済み
白川台７ ルナガーデン 報告済み
須磨浦通４ ドゥエル須磨浦 報告済み
須磨浦通５ 須磨ノ浦ビューハイツ 報告済み
平田町４ アルファステイツ須磨さくら通り 報告済み
妙法寺 ベルフィオーレ 報告済み
行幸町４ ワコーレヴィータ須磨行幸町 報告済み
竜が台１ 名谷（７）団地　３３号棟 報告済み
竜が台１ 名谷（７）団地  ３４号棟 報告済み
垂水区
大町 高丸ビルＡ棟 報告済み
大町 高丸ビルＢ棟 報告済み
五色山１ ワコーレヴィータ五色山 報告済み
五色山２ アルファステイツ垂水五色山 報告済み
五色山６ アルファシティ神戸五色山壱番館 報告済み
五色山６ アルファシティ神戸五色山弐番館 報告済み
五色山６ アルファシティ神戸五色山参番館 報告済み
高丸７ アルファステイツ垂水高丸 報告済み
天ノ下町 シルバーウィリアムス 報告済み
西舞子２ サンヴェール舞子壱番館 報告済み
西舞子２ サンヴェール舞子弐番館 報告済み
平磯４ メールメゾン垂水 報告済み
星が丘２ アルファステイツ垂水星が丘 報告済み
舞子台５ ウェリス舞子 報告済み
南多聞台４ アルファステイツ舞子 報告済み
名谷町 エスペランサ瀧原 報告済み
西区
伊川谷町有瀬 ネオコーポ明舞弐番館 報告済み
池上１ サザンドミトリーⅢ 報告済み
大津和１ ロイヤルメゾン  アドニス 報告済み
大津和１ ロイヤルヒル２番館 報告済み
大津和３ ロワイヤル西神戸ヒルズガーデン 報告済み
樫野台５ ネクステージ西神中央Ａ，Ｂ棟 報告済み
樫野台５ ネクステージ西神中央C棟 報告済み
樫野台５ ネクステージ西神中央Ｄ，Ｅ棟 報告済み
学園西町５ ハイ・ユニタウン５３１号棟 報告済み
学園西町５ ハイ・ユニタウン５３２号棟 報告済み
学園西町５ ハイ・ユニタウン５３３号棟 報告済み
学園西町５ ハイ・ユニタウン５３４号棟 報告済み
学園東町６ アベニール学園都市 報告済み
糀台５ イル・グラッツォ 報告済み
美賀多台１ シンフォニックシティ西神中央イースト館 報告済み
美賀多台１ シンフォニックシティ西神中央ウエスト館 報告済み



所在地 建物名称 備考
東灘区
魚崎北町２ アダージオ東灘 報告済み
魚崎西町３ リブコート住吉川 報告済み
岡本７ ロイヤルスパークル岡本 報告済み
北青木４ ニュー大善ハイツ 報告済み
甲南町１ ベルオーク甲南 報告済み
田中町２ アレンダール神戸本山 報告済み
深江本町３ グラーツィア東灘 報告済み
御影山手２ メープル御影山手セレヴィ 報告済み
本山北町１ ＷＥＥＤ１５ 報告済み
灘区
岩屋北町３ プロスペリテ神戸 報告済み

王子町１ 虹ケ池ハイツ 報告済み

友田町３ ＷＯＢ　ＲＯＫＫＯＨＭＩＣＨＩ 報告済み
中央区
相生町２ 新神戸ビル 報告済み
加納町２ クロシェットⅠ 報告済み
加納町２ クロシェットⅡ 報告済み
楠町６ ウエストヒルズ大倉山 報告済み
熊内橋通４ 晃徳ビル 報告済み
下山手通７ ネバーランド神戸市下山手通 報告済み
下山手通８ ブリックロード山の手 報告済み
筒井町３ プレサンス三宮東フィール 報告済み
中山手通６ 山手コーポ 報告済み
布引町２ リノスタイル布引 報告済み
浜辺通６ プレサンス三宮フラワーロード 報告済み
宮本通７ 森マンション 報告済み
八雲通６ ブリアン　フルール 報告済み
兵庫区
駅南通２ グレンパーク兵庫駅前 報告済み
駅南通３ エスパシオ神戸 報告済み
笠松通６ ホンダハイム 報告済み
新開地１ 湊川公園ビル住宅 報告済み
大開通７ 朝日プラザ兵庫大開通 報告済み
中道通１ グランカリテ神戸WEST 報告済み
矢部町 メゾン平野 報告済み
北区
有野中町４ エル・フラット神戸北 報告済み
長田区
浪松町２ サンハイツ  タカトリ 報告済み
須磨区
大田町３ 神戸学生倶楽部 報告済み
北町３ プレアデス月見山 報告済み
衣掛町４ ワコーレプラージュ須磨 報告済み
友が丘７ 花サービス付き高齢者家族向け住宅 報告済み
垂水区
五色山６ ヴィラ舞子五色山 報告済み
西舞子４ ディグニコート舞子 報告済み

令和3年5月31日現在

平成30年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧表
主要用途：
　共同住宅（サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム
又は障害者グループホームを除く。）



瑞ヶ丘７ グランツ垂水 報告済み
西区
伊川谷町潤和 セオ・コート潤和 報告済み

所在地 建物名称 備考

下山手通２ 神戸サウナビル 報告済み
二宮町３ 神戸クアハウス 報告済み
脇浜海岸通１ KOBE　HATなぎさの湯 報告済み

西多聞通２ コンパニオンクラブ 報告済み
福原町 ユウラクタウン 免除
福原町 セレブクイーン 報告済み

八多町中 北神戸ぽかぽか温泉 報告済み

車字奥中ノ尾 チムジルバンスパ神戸 報告済み
妙法寺字薮ノ中 華乃湯 報告済み

青山台７ ジェームス山天然温泉月の湯舟 報告済み

所在地 建物名称 備考

福原町 エコールドビル 報告済み

所在地 建物名称 備考

西多聞通２ エピソード 報告済み
福原町 アロー 報告済み

海岸通 垂水温泉太平の湯 報告済み

所在地 建物名称 備考

福原町７ KOBE３０４０ 報告済み

主要用途：　公衆浴場

令和2年3月31日現在

兵庫区

令和元年6月30日現在
（７月以降の提出状況は別表に記載）

兵庫区

垂水区

平成30年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧表
主要用途：　公衆浴場

平成31年3月31日現在
（4月以降の提出状況は別表に記載）

兵庫区

平成30年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧表

中央区

兵庫区

北区

須磨区

垂水区

平成30年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧表
主要用途：　公衆浴場

平成30年11月30日現在
（12月以降の提出状況は別表に記載）

主要用途：　公衆浴場

平成30年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧表



所在地 建物名称 備考

青木３ ハーバー４３ 報告済み
青木６ Ｄｉｎｏ青木駅前 報告済み
岡本１ 岡本マンション 報告済み
岡本１ ＤＥＣＯＲ 報告済み
岡本１ ドンク岡本グルメ館 報告済み
岡本１ 岡本ビル「福牛」 報告済み
北青木３ ＫＩＣＯＮＡ青木 報告済み
甲南町３ ドゥーヴエル甲南 報告済み
住吉本町１ ジャンボカラオケ広場ＪＲ住吉店 報告済み
田中町１ ドゥースモトヤマ 報告済み
田中町３ 日宝ジュノーもとやま 報告済み
本庄町１ 和食さと　東灘店 報告済み
御影塚町３ キコーナタウン御影店 報告済み

岩屋南町４ 石光商事本社ビル 報告済み
王子町１ レインボープラザ 報告済み
永手町５ ＴＡＴＳＵＭＩ　ビルⅡ 報告済み
灘北通１０ ストランドパレー灘 報告済み
灘南通１ くら寿司灘南通店 報告済み
深田町４ ポルタ第３ビル 報告済み
六甲山町五介山 六甲山展望パレスレストラン 報告済み

六甲山町北六甲
六甲山カンツリーハウス内
アルペンローゼ

報告済み

相生町３ 神戸フードテラス 報告済み
明石町 大協ビル 報告済み
旭通５ タツミビルディング 報告済み
磯上通７ 西村屋たじま路 報告済み
磯上通７ 西村屋和味旬彩（西村屋三宮店） 報告済み
磯上通７ ＰＲＯＧＲＥＳＳ　ＫＯＢＥ 報告済み
磯上通８ そごうウィングビル 報告済み
江戸町 第一樓  江戸町店 報告済み
海岸通 デビスコウベチャータードビル 免除
加納町４ ロイヤルビル 報告済み
加納町４ ゴールドプラザビル 報告済み
加納町４ 第１１シャルマンビル 報告済み
加納町４ ＪＲ三ノ宮駅（西側） 報告済み
加納町４ 第８シャルマンビル 報告済み
加納町４ AOI ビル 報告済み
加納町４ フィネス北野坂 報告済み
加納町４ 羽根田ビル 報告済み
加納町４ ウッディタウン 報告済み
加納町４ 三宮近藤ビル 報告済み
加納町４ マスターズビル 報告済み
加納町４ シャトー北野坂ビル 報告済み
加納町４ ＡＬＢＡ北野坂ビル 報告済み
加納町４ 北野坂クイーンズビル 報告済み
加納町４ 北野坂ＫＩＮＳＥＮビル 免除
加納町４ ＴＡＫＡＩ・BLD 報告済み
北長狭通１ ムーンライトビルディング 報告済み
北長狭通１ ニューリッチビル 報告済み

東灘区

灘区

中央区

平成30年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧
主要用途：
　キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店又は飲食店

平成30年11月30日現在
（12月以降の提出状況は別表に記載）



北長狭通１ キャラバンビル 報告済み
北長狭通１ 二鶴ビル 報告済み
北長狭通１ ＴＡＫＡＩ　ＢＬＤ 報告済み
北長狭通１ 幸楽ビル 報告済み
北長狭通１ 三宮共同ビル 報告済み
北長狭通１ TAKAI・ＢＬＤ(高井ビル） 報告済み
北長狭通１ キャッスルビル 報告済み
北長狭通１ 宮迫ビル 報告済み
北長狭通１ エンジェル松浦ビル 報告済み
北長狭通１ ホワイトローズビル 報告済み
北長狭通１ 第一岸ビル 報告済み
北長狭通１ MOONLIGHT BLDG・Ⅱ 報告済み
北長狭通１ 三宮駅西側高架下暫定利用店舗 報告済み
北長狭通１ 北野坂壱番館 報告済み
北長狭通１ 燕京ビル 報告済み
北長狭通１ レインボープラザビル 報告済み
北長狭通１ ＫＩＮＧＳＴＯＮＥ　ＢＬＤＧ 報告済み
北長狭通１ ノアールビル 報告済み
北長狭通１ ハクサンビル 報告済み
北長狭通２ 三宮三陽ビル 報告済み
北長狭通２ タイシンサンセットビル 報告済み
北長狭通２ 第７シャルマンビル 報告済み
北長狭通２ グランドプラザトーアビル 報告済み
北長狭通２ Ｋ ビル 報告済み
北長狭通２ 玉廣ビル 報告済み
北長狭通２ 隴西ビル 報告済み
北長狭通２ イシノヤビル 報告済み
北長狭通２ デサフィオサンコービル 報告済み
北長狭通３ トアロード岸田ビル 報告済み
北長狭通３ 神戸トアロード山下ビル 報告済み
北長狭通４ 北長狭通４丁目ビル 免除
北長狭通４ アムズ元町 報告済み
北野町２ リンズギャラリー 報告済み
北本町通１ くら寿司春日野道店 報告済み
雲井通４ アスコビル３号館 報告済み
神戸空港１ 神戸空港旅客ターミナルビル 報告済み
琴ノ緒町５ 三経ビル 報告済み
琴ノ緒町５ アビック壱番館 報告済み
栄町通１ 京仙ビル 報告済み
栄町通２ 佐野達ビル 報告済み
三宮町１ 三宮本通ビル 報告済み
三宮町２ セリザワ　ビル 報告済み
三宮町３ 一貫楼三宮ビル 報告済み
下山手通１ V.メルヘンビル 報告済み
下山手通１ コウベ コンベックススクエア 報告済み
下山手通１ 東門ウィズビル 報告済み
下山手通１ フジヤビルディング 報告済み
下山手通１ 東新ビル 報告済み
下山手通１ ＫＯＵＳＨＩＮ　ＢＬＤＧ 報告済み
下山手通２ サンロードビル 報告済み
下山手通２ ライオンビル三宮館 報告済み
下山手通２ 第１３シャルマンビル 報告済み
下山手通２ ＥＮＤＥＡＶＯＲビル 報告済み
下山手通２ 株式会社　神仙閣 報告済み
下山手通２ ウィンベル三宮 報告済み
下山手通２ 藤本ビル 報告済み
下山手通２ ＫＥビル 報告済み
下山手通２ 城村ビル 報告済み
下山手通２ ライトハウス 報告済み



下山手通２ 老房（ローファン） 報告済み
下山手通２ ＬＯＵＰＥ　ＴＯＲ　ＥＡＳＴ 報告済み
下山手通２ ＫＷビル 報告済み
新港町 京橋パーキングエリア西行 報告済み
筒井町３ ミクちゃんガイア春日野道店 報告済み
中町通２ ジャンボカラオケ広場　ＪＲ神戸店 報告済み
中山手通１ ロンロンビル 報告済み
中山手通１ 富士ビル 報告済み
中山手通１ 東門シャルマンビル 報告済み
中山手通１ クレイエールビル 報告済み
中山手通１ ペンシルビル 報告済み
中山手通１ ビル・ドラゴンズ 報告済み
中山手通１ サンドストーンコート 報告済み
中山手通１ 第三あざい恒産ビル (東門共同ビルＢ棟） 報告済み
中山手通１ ＫＭビル 報告済み
中山手通１ 港都会館（港都ビル） 報告済み
中山手通１ 宮ビル 報告済み
中山手通１ 上田ビル 報告済み
中山手通１ アサキビル 報告済み
中山手通１ 互陽ビル 報告済み
中山手通１ 三浦ビル 報告済み
中山手通１ 三宮SKビル 報告済み
中山手通１ 正家　本店 報告済み
中山手通１ ニュー神和ビル 報告済み
中山手通１ 日源ビル 報告済み
中山手通１ Ｍ'ｓ北野坂ビル 報告済み
中山手通１ 第１０シャルマンビル 報告済み
中山手通１ ベーシック北野坂ビル 報告済み
中山手通１ ＢＡＣＣＨＵＳ  ＢＬＤＧ．（バッカスビル） 報告済み
中山手通１ Ｖａｌｌｅｙ Ｂｌｄ 報告済み
中山手通１ PATビル 報告済み
中山手通１ ナリヒロビル 報告済み
中山手通１ 北野坂ホリイケビル 報告済み
中山手通１ Ｍ’S ビル 報告済み
中山手通１ モザンビル 報告済み
中山手通１ クレモーナ 報告済み
中山手通１ 象ビル 報告済み
中山手通１ にしむら珈琲店　中山手本店 報告済み
中山手通２ ニューサンコービル 報告済み
中山手通２ 麒麟ビル 報告済み
中山手通２ 第６シャルマンビル 報告済み
中山手通２ 伸野ビル 報告済み
中山手通２ 伸野第２ビル 報告済み
波止場町 国産倉庫（篠﨑倉庫） 報告済み
弁天町 ハーバーランド神戸本社ビル 免除
南本町通３ 神戸中央スロット館 報告済み
元町通１ 元町原田ビル 報告済み
元町通１ 神戸元町別館牡丹園 報告済み
元町通１ 天一　元町店 報告済み
元町通１ 森谷ビル 免除
元町通１ 田中工業　元町ビル 免除
元町通３ ナカシンビル 報告済み
元町通７ 大井肉店 報告済み
山本通２ ルーチェ北野坂 報告済み
山本通３ 燕京マンション 報告済み

駅前通１ ジャンボカラオケ広場　JR兵庫店 報告済み
上沢通２ 木曽路　湊川店 報告済み
菊水町 がってん寿司神戸菊水町店 報告済み

兵庫区



新開地１ メトロワールド 報告済み
新開地１ メトロガーデン 報告済み
浜崎通 兵庫ＤＡＩＥＩ 報告済み
東山町２ キングコング（湊川店） 報告済み

赤松台１ マルハン赤松台店 報告済み
赤松台２ 麒麟麦酒株式会社　神戸工場 報告済み
有野中町３ ビーカム六甲店 報告済み
有野中町４ 快活ＣＬＵＢ神戸北店 報告済み
有野町有野 パチンコ  モコ（田尾寺店） 報告済み
有野町有野 123五社店 報告済み
鹿の子台南町５ ＫＩＣＯＮＡ鹿の子台 報告済み
山田町下谷上 パチンコ  ホクト 報告済み

山田町衝原
神戸カントリー倶楽部神戸コース
クラブハウス

報告済み

山田町西下
六甲国際ゴルフクラブ
クラブハウス棟（本コース）

報告済み

山田町西下
六甲国際ゴルフクラブ　
クラブハウス棟(パブリックコース）

報告済み

大塚町１ パチンコ  ビーカム 報告済み
北町２ メルスイビル 報告済み
五番町６ くら寿司神戸長田店 報告済み
五番町８ 株式会社魚勝本店 報告済み
庄山町１ ドルフィンズマンション板宿 報告済み
長楽町２ カーム鷹取 報告済み
浪松町６ マルハン長田店 報告済み
松野通１ ミクちゃんアリーナ　新長田店 報告済み
松野通１ 国際ビル 報告済み
四番町 長田セントラルビル 報告済み

戎町３ 第２チトケンビル 報告済み
車 ミクちゃんガイア須磨店、ストランド須磨店 報告済み
寺田町３ かっぱ寿司 　神戸須磨店 報告済み
飛松町２ 天一 報告済み
飛松町３ ミクちゃんアリーナ　板宿店 報告済み
平田町２ コンコルド･ラ･ファイエット 報告済み
平田町２ ミクちゃんガイア板宿東店 報告済み
離宮西町２ ジョリーパスタ須磨離宮公園店 報告済み

海岸通 マリンピア神戸シーポートレストランツ 報告済み
陸ノ町 オーナーズビル 報告済み
小束山本町１ Ｓｔａｉｒ　Ｇａｒｄｅｎ 報告済み
清水が丘３ かっぱ寿司垂水舞子店 報告済み
多聞町 ミクちゃんアリーナ　学園南店 報告済み
宮本町 ＭＡＲＩＮ　ＢＬＤ． 報告済み
宮本町 レイシェスタ 報告済み
名谷町字前田 マクドナルド名谷インター店 報告済み

伊川谷町有瀬 自遊空間　神戸大蔵谷インター店 報告済み
伊川谷町有瀬尾崎 焼き肉きんぐ　神戸学院前店 報告済み
池上３ マルハン伊川谷店 報告済み
押部谷町和田 レストハウスグリュック 報告済み
北別府１ ＫＩＣＯＮＡ伊川谷店 報告済み
北別府４ 第２モンテアン 報告済み
玉津町出合 無添くら寿司　玉津店 報告済み
丸塚２ メガパレス 報告済み
美賀多台９ パルティ　物販棟　レストラン棟 報告済み
美賀多台 パルティ　食料品棟 報告済み

須磨区

垂水区

西区

北区

長田区



美賀多台 マクドナルド西神中央店 報告済み
南別府１ パチンコ  マルカ 報告済み
南別府１ カラオケバンバン 報告済み
森友 マルハン森友北店 報告済み
森友 マルハン神戸店 報告済み
竜が岡５ レストラン 杉繁 報告済み

所在地 建物名称 備考
建築物所在 建築物名 建報告

岡本１ 第１オギタビル 報告済み
岡本１ 有本ビル 報告済み
岡本１ サン岡本 免除
住吉東町４ ロイヤルホスト東神戸店 報告済み
深江本町３ ガイア深江店 報告済み
本庄町 東灘泉レストラン 免除

永手町４ プリコ六甲道（西館） 報告済み
日尾町３ サンハイツ六甲 報告済み
宮山町２ 第１六甲センタービル 報告済み
山田町３ 六甲リッチライフ＆プラザ 報告済み

旭通５ アビック３番館 報告済み
浜辺通１ 上組三宮立体駐車場 報告済み
加納町３ Ｆ.Ｐ.Ｂ 報告済み
加納町４ パレ・ド・北野坂ビル 報告済み
加納町４ とけいやビル 報告済み
加納町４ 神戸大隆ビル 免除
加納町４ ＲＨＹＭＳビル　 報告済み
北長狭通１ ＣＯＡＳＴ　３５ 報告済み
北長狭通１ フロムコースト 報告済み
北長狭通１ 地蔵ビル 報告済み
北長狭通１ ＱＵＥＥＮ’Ｓ　ＣＯＡＳＴ 報告済み
北長狭通１ PRINCESS'S COAST 報告済み
北長狭通２ ＧＲＡＮＤ　ＣＯＡＳＴ 報告済み
北長狭通２ ＫＯＢＥ　Ｔ i Ｋビル 報告済み
北長狭通２ ＫＩＮＧＳ  ＣＯＡＳＴ 報告済み
北長狭通３ 泰隆ビル 報告済み
琴ノ緒町５ 協律三宮センタービル　（アルプスビル） 報告済み
古湊通１ ケイアンドエス神戸駅前ビル 報告済み
三宮町２ ニューミュンヘン 神戸大使館 報告済み
下山手通２ Ｋ・Ｓ・Ｍビルディング 報告済み
下山手通２ TN-Ⅱビル 報告済み
下山手通６ ロイヤルホスト下山手店 報告済み
中山手通１ クリスタルタワーⅡビル 報告済み
中山手通１ コスモス東門 報告済み
中山手通１ クリスタルタワービル 報告済み
中山手通１ VIVA COAST 報告済み
中山手通１ ドムズ北野 報告済み
中山手通１ ＮＡＫＡＪＩＭＡ  Ｂ．Ｌ．Ｄ．Ｇ 報告済み
中山手通１ 北野坂ＷＥＳＴビル 報告済み
中山手通１ コースト東門テラス 報告済み

東灘区

灘区

中央区

平成30年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧
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中山手通１ メゾン・ド山手 報告済み
中山手通１ 格子屋ビル 報告済み
中山手通２ 料亭  山田屋 免除
中山手通２ ほらふきビル 報告済み
中山手通２ ランドマークビル神戸 報告済み
中山手通２ 山田屋ビル 免除
中山手通２ 伊豆ビル 報告済み
元町通１ 大本元町ビル 報告済み

東柳原町 兵庫アクセス 報告済み
水木通８ ワコーレ大開（ぽると神戸） 免除

赤松台１ ダイナム兵庫神戸赤松台店 報告済み
有野町二郎 源右衛門 報告済み
北五葉１ 餃子の王将　西鈴蘭台店 報告済み
鈴蘭台東町１ パチンコチャンピオン 報告済み
八多町 神有カントリー倶楽部ハウス 報告済み

久保町６ アスタくにづか４番館東棟 報告済み
若松町４ アスタ・クエスタ北棟 報告済み
若松町４ アスタクエスタ南棟 報告済み

衣掛町５ わかまつ須磨ビル 報告済み
車 餃子の王将白川台店 報告済み
白川台３ チャンピオン白川店 報告済み

下畑町 ロト・プレーヤー垂水 報告済み
名谷町 アミパラ垂水店Ⅱ 報告済み
名谷町入野 餃子の王将　名谷店 報告済み

伊川谷町有瀬 パチンコマルハン大蔵谷店 報告済み
伊川谷町有瀬 トゥーンパーク大蔵谷 報告済み
伊川谷町潤和 天ぷら海鮮五福　伊川谷店　他 免除
糀台５ 西神ビル 免除
玉津町小山 マルハン玉津店 報告済み
玉津町小山 快活クラブ・コートダジュール 報告済み
長畑町 PASIO　玉津店 報告済み

須磨区

垂水区

西区

兵庫区

北区

長田区



所在地 建物名称 備考

甲南町３ 甲南グランド 報告済み
住吉山手４ Ｔｈｅ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｐｌａｃｅ　蘇州園 報告済み
深江北町３ ヴィクトリー本館 報告済み
深江北町４ ヴィクトリー　スロット館 報告済み

新在家北町１ フェニックスプラザ新在家 報告済み
味泥町 フェニックスプラザ摩耶 報告済み
宮山町 新六甲ビル 報告済み

加納町４ スクエア北野坂 報告済み
北長狭通１ 三宮興業ビル 報告済み
北長狭通１ ステラ三宮ビル 報告済み
北長狭通１ コレクションＫビル 報告済み
北長狭通１ コトブキ馳走ビル 報告済み
北長狭通１ Ｋ＆Ｒビル 報告済み
北長狭通１ 日栄堂ビル 報告済み
北長狭通２ ファンタジービル 報告済み
北長狭通２ メープル三宮 報告済み
北長狭通２ 三光ビルディング 報告済み
北長狭通３ リーストラクチャートアウエスト 報告済み
北長狭通４ 鯉川ビル 報告済み
北野町４ 異人館倶楽部パートⅢ 報告済み
北野町４ 山麓ハイツ 報告済み
三宮町１ 三慶ビル 報告済み
三宮町３ 松浦ビル 報告済み
下山手通１ ゼウスタウンビル 報告済み
下山手通１ みそのビル 報告済み
下山手通１ みどりビル 報告済み
下山手通２ 生田ソシアルビル 免除
下山手通２ サンビル 報告済み
下山手通２ ARC COAST 報告済み
中山手通１ Ｎ　ＣＯＡＳＴ 報告済み
中山手通１ ユーベルビル（東門共同ビルA棟） 報告済み
中山手通１ 西田ビル 報告済み
中山手通１ くすの木ビル 報告済み
中山手通１ ラ・ドルレイ神戸三宮ビル 報告済み
中山手通２ 萬寿殿 報告済み
中山手通２ NIIビル 免除
港島中町６ ブライダルハート　ルミエランジェ 報告済み
山本通１ 北野シルクハイツ 報告済み

山田町下谷上 御食事処　いけや北野 報告済み

菅原通６ フェニックスプラザＢ棟 報告済み
水笠通３ キャピタル 報告済み

神田町 居酒屋　万　垂水店 報告済み
日向２ 増田屋本店 報告済み
平磯１ 増田屋平磯店 報告済み

池上３ シャトル池上ビル 報告済み

平成30年度特殊建築物等定期調査報告書提出状況一覧
主要用途：
　キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店又は飲食店
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西区

東灘区

灘区

中央区

北区

長田区

垂水区



所在地 建物名称 備考

磯上通８ カーサグランデ神戸 報告済み
海岸通 チャータードビル 報告済み
北長狭通１ 安達ビル 報告済み
北長狭通１ 白蘭ビル 報告済み
北長狭通２ ミズキビル 報告済み
中山手通１ NERO　PLAZAビル 報告済み
中山手通１ ダイヤモンドビル 報告済み
元町通３ 神戸元町エーワンビル 報告済み

下沢通１ シンエイ湊川公園ビル 報告済み
新開地３ 餃子の王将 免除

鹿の子台南町６ すたみな太郎　神戸鹿の子台店 報告済み
山田町小部 快活CLUB鈴蘭台店 報告済み

平田町２ 板宿ビル 報告済み

兵庫区

北区

須磨区
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