
ホテル・旅館等の名称 マークの交付を受けている事業所名称 所在 防火対象物の名称 交付番号 種別 交付年月日 所轄消防署名

帝国ホテル　本館 株式会社帝国ホテル 千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル　本館 101-01 (金) 平成26年10月15日 丸の内

帝国ホテル　タワー 株式会社帝国ホテル 千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル　タワー 101-02 (金) 平成26年10月15日 丸の内

パレスホテル東京 株式会社パレスホテル 千代田区丸の内1-1-1 パレスホテル東京・パレスビル 101-03 (金) 平成26年12月16日 丸の内

ＫＫＲホテル東京
国家公務員共済組合
連合会　東京共済会館

千代田区大手町1-4-1 竹橋合同ビル 101-04 (金) 平成28年6月1日 丸の内

ザ・ペニンシュラ東京 株式会社ペニンシュラ東京 千代田区有楽町1-8-1 ザ・ペニンシュラ東京 101-05 (金) 平成28年7月7日 丸の内

アスコット丸の内東京 株式会社アスコットジャパン 千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング 101-06 (金) 平成29年12月8日 丸の内

アマン東京 大手町タワーリゾーツ株式会社 千代田区大手町1-5-6 大手町タワー 101-07 (金) 平成30年2月20日 丸の内

オークウッドプレミア東京
オークウッドプロパティマネジメント
サービス東京有限会社

千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビル 101-08 (銀) 令和4年3月2日 丸の内

ホテルメトロポリタンエドモント 日本ホテル株式会社 千代田区飯田橋3-10-8 ホテルメトロポリタンエドモント 102-01 (金) 平成26年10月31日 麹町

ホテルモントレ半蔵門 ホテルモントレ株式会社 千代田区一番町23-1 ホテルモントレ半蔵門 102-02 (金) 平成27年1月28日 麹町

ホテルグランドアーク半蔵門 ホテルグランドアーク半蔵門 千代田区隼町1-1 ホテルグランドアーク半蔵門 102-03 (金) 平成27年1月28日 麹町

東京グリーンパレス 全国市町村職員共済組合連合会 千代田区二番町2
全国市町村職員共済組合連合会　東京グ
リーンパレス

102-04 (金) 平成27年2月26日 麹町

都市センターホテル 株式会社東京ロイヤルホテル 千代田区平河町2-4-1 日本都市センター会館 102-05 (金) 平成27年12月1日 麹町

アパホテル〈半蔵門 平河町〉 アパホテル株式会社 千代田区平河町1-3-5 アパホテル〈半蔵門 平河町〉 102-07 (金) 平成28年3月28日 麹町

アパホテル〈東京九段下〉 アパホテル株式会社 千代田区飯田橋1-4-7 アパホテル〈東京九段下〉 102-08 (金) 平成28年6月6日 麹町

一般財団法人全国自治協会　全国町村会
館

一般財団法人　全国自治協会 千代田区永田町1-11-35 全国町村会館 102-09 (金) 平成28年9月26日 麹町

ホテル　ルポール麹町 地方職員共済組合 千代田区平河町2-4-3 地方職員共済組合麹町会館 102-10 (金) 平成29年1月20日 麹町

東横イン溜池山王駅官邸南 株式会社東横イン 千代田区永田町2-4-14 東横イン溜池山王駅官邸南 102-11 (金) 平成29年11月30日 麹町

アパホテル〈飯田橋駅前〉 アパホテル株式会社 千代田区飯田橋3-4-6 アパホテル〈飯田橋駅前〉 102-12 (金) 平成30年9月11日 麹町

アパホテル〈飯田橋駅南〉 アパホテル株式会社 千代田区飯田橋3-1-4 アパホテル〈飯田橋駅南〉 102-13 (金) 平成30年10月17日 麹町

令和5年5月1日

表示マーク交付対象物一覧表
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ホテルニューオータニ　ザ・メイン 株式会社ホテル・ニューオータニ 千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ　メイン棟 102-14 (金) 平成31年3月7日 麹町

アパホテルプライド〈国会議事堂前〉アパホテル株式会社 千代田区永田町2-10-2 アパホテルプライド〈国会議事堂前〉 102-15 (金) 令和2年2月19日 麹町

ヴィラフォンテーヌ神保町 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 千代田区神田神保町1-30 ヴィラフォンテーヌ神保町 103-01 (金) 平成27年1月23日 神田

ヴィラフォンテーヌ九段下 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 千代田区西神田2-4-4 ヴィラフォンテーヌ九段下 103-02 (金) 平成27年1月23日 神田

ヴィラフォンテーヌ大手町 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 千代田区内神田1-8-8 ヴィラフォンテーヌ大手町 103-03 (金) 平成27年1月23日 神田

庭のホテル東京 株式会社ＵＨＭ 千代田区神田三崎町1-1-16 庭のホテル東京 103-04 (金) 平成27年5月25日 神田

コンフォートホテル東京神田 株式会社グリーンズ 千代田区神田東松下町11-2 コンフォートホテル東京神田 103-05 (金) 平成27年10月9日 神田

the　ｂ　お茶の水
株式会社イシン・オチャノミズ・オペ
レーションズ

千代田区神田淡路町1-7-5 the　 b　お茶の水 103-06 (金) 平成28年7月7日 神田

お茶の水ホテルジュラク 株式会社聚楽 千代田区神田淡路町2-9-2 お茶の水ホテルジュラク 103-07 (金) 平成28年7月26日 神田

お茶の水ホテル昇龍館 有限会社東京ファミリーホテル 千代田区神田小川町3-24 お茶の水ホテル昇龍館 103-08 (金) 平成28年8月31日 神田

ドーミーイン秋葉原 株式会社共立メンテナンス 千代田区外神田4-12-5 ドーミーイン秋葉原 103-10 (金) 平成28年9月18日 神田

アパホテル〈神田駅東〉 アパホテル株式会社 千代田区岩本町2-1-1 アパホテル〈神田駅東〉 103-13 (金) 平成28年12月22日 神田

コンフォートホテル東京東神田 株式会社グリーンズ 千代田区東神田1-9-10 コンフォートホテル東京東神田 103-17 (金) 平成29年4月3日 神田

アパホテル〈秋葉原駅前〉 アパホテル株式会社 千代田区神田佐久間町2-13-20 アパホテル〈秋葉原駅前〉 103-18 (金) 平成29年10月10日 神田

アパホテル〈神田神保町駅東〉 アパホテル株式会社 千代田区神田小川町3-1-22 アパホテル〈神田神保町駅東〉 103-21 (金) 平成30年1月31日 神田
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ベルケンホテル神田 株式会社ビケンテクノ 千代田区神田須田町1-4-7 ベルケンホテル・神田 103-22 (金) 平成30年6月20日 神田

アパホテル〈日本橋　馬喰町駅北〉 アパホテル株式会社 千代田区東神田1-14-1 アパホテル〈日本橋　馬喰町駅北〉 103-23 (金) 平成30年10月16日 神田

アパホテル〈神田駅前〉 アパホテル株式会社 千代田区鍛冶町2-10-3 アパホテル〈神田駅前〉 103-24 (金) 平成30年10月16日 神田

秋葉原ワシントンホテル 藤田観光株式会社 千代田区神田佐久間町1-8-3 秋葉原ワシントンホテル 103-25 (金) 平成31年3月12日 神田

相鉄フレッサイン御茶ノ水神保町 株式会社相鉄ホテルマネジメント 千代田区神田神保町1-19-7 相鉄フレッサイン御茶ノ水神保町 103-26 (金) 平成31年3月12日 神田

相鉄フレッサイン東京神田 株式会社相鉄ホテルマネジメント 千代田区神田紺屋町8-1 相鉄フレッサイン東京神田ビル 103-27 (金) 令和元年11月7日 神田

ＪＲ東日本ホテルメッツ秋葉原 日本ホテル株式会社 千代田区外神田1-17-4 ＪＲ東日本ホテルメッツ秋葉原ビル 103-29 (銀) 令和2年10月14日 神田

ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ神田 株式会社共立メンテナンス 千代田区神田須田町1-16 万惣ビル 103-30 (銀) 令和3年1月25日 神田

三井ガーデンホテル大手町 株式会社三井不動産ホテルマネジメント 千代田区内神田2-1-2 大手町セントラルパークビル 103-31 (銀) 令和3年7月1日 神田

アパホテル〈秋葉原駅東〉 アパホテル株式会社 千代田区神田佐久間町3-2 アパホテル〈秋葉原駅東〉 103-32 (銀) 令和4年5月20日 神田

相鉄フレッサイン神田大手町 株式会社相鉄ホテルマネジメント 千代田区内神田2-8-4 相鉄フレッサイン神田大手町 103-33 (銀) 令和4年10月5日 神田

東急スティ水道橋 東急リゾーツ＆スティ株式会社 千代田区神田三崎町1-1-12 東急スティ水道橋 103-34 (銀) 令和4年12月9日 神田

ヴィアイン秋葉原
株式会社ジェイアール西日本デイリー
サービスネット

千代田区神田須田町2-19-4 ヴィアイン秋葉原 103-35 (銀) 令和5年2月15日 神田

東横ＩＮＮ東京大手町 株式会社東横イン 千代田区内神田1-8-10 鎌倉橋ビル 103-36 (銀) 令和5年4月13日 神田

ホテルモントレ銀座 ホテルモントレ株式会社 中央区銀座2-10-2 ホテルモントレ銀座 104-01 (金) 平成26年12月9日 京橋

ホテルモントレ ラ・スールギンザ ホテルモントレ株式会社 中央区銀座1-10-18 ホテルモントレ ラ・スールギンザ 104-02 (金) 平成26年12月9日 京橋

ヴィラフォンテーヌ東京茅場町 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 中央区新川1-8-2 ヴィラフォンテーヌ東京茅場町 104-04 (金) 平成27年2月6日 京橋

コートヤード・マリオット銀座東武ホテ
ル

株式会社東武ホテルマネジメント 中央区銀座6-14-10 銀座東武ホテル 104-03 (金) 平成27年2月10日 京橋

銀座国際ホテル 株式会社銀座国際ホテル 中央区銀座8-7-13 銀座全線座ビル 104-05 (金) 平成27年4月28日 京橋
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アパホテル〈銀座 京橋〉 アパホテル株式会社 中央区京橋3-6-7 アパホテル〈銀座 京橋〉 104-07 (金) 平成27年9月16日 京橋

アパホテル〈銀座 宝町〉 アパホテル株式会社 中央区京橋3-11-2 アパホテル〈銀座 宝町〉 104-08 (金) 平成27年11月26日 京橋

アパホテル〈築地駅南〉 アパホテル株式会社 中央区築地7-10-11 アパホテル〈築地駅南〉 104-09 (金) 平成28年10月13日 京橋

ホテルグレイスリー銀座 藤田観光株式会社 中央区銀座7-10-1 ＳＴＲＡＴＡ　ＧＩＮＺＡ 104-10 (金) 平成29年1月13日 京橋

アパホテル〈八丁堀駅南〉 アパホテル株式会社 中央区新富1-14-7 アパホテル〈八丁堀駅南〉 104-11 (金) 平成29年5月9日 京橋

アパホテル〈銀座新富町駅前〉 アパホテル株式会社 中央区新富2-5-10 アパホテル〈新富町駅前〉 104-13 (金) 平成29年12月7日 京橋

アパホテル〈銀座新富町駅北〉 アパホテル株式会社 中央区新富1-12-11 アパホテル〈新富町駅北〉 104-14 (金) 平成30年5月30日 京橋

アパホテル〈八丁堀　新富町〉 アパホテル株式会社 中央区新富1-17-8 アパホテル株式会社〈八丁堀　新富町〉 104-15 (金) 平成30年7月11日 京橋

相鉄フレッサイン銀座七丁目 株式会社相鉄ホテルマネンジメント 中央区銀座7-11-12 相鉄フレッサイン銀座七丁目 104-18 (銀) 令和2年6月11日 京橋

ホテル八重の翠東京 阿部商事株式会社 中央区八丁堀2-13-1 ホテル八重の翠東京 104-19 (銀) 令和2年6月22日 京橋

ダイワロイネットホテル東京京橋
大和ハウスリアリティマネジメント株式
会社

中央区京橋2-8-20 ダイワロイネットホテル東京京橋 104-20 (銀) 令和2年7月3日 京橋

パールホテル茅場町 ユアサ・フナショク株式会社 中央区新川1-2-6 パールホテル茅場町 104-21 (銀) 令和2年9月15日 京橋

東急ステイ築地 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 中央区築地4-11-5 東急ステイ築地 104-22 (銀) 令和2年9月18日 京橋

東急ステイ銀座 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 中央区銀座4-10-5 三幸ビル新館 104-23 (銀) 令和2年9月18日 京橋

三井ガーデンホテル京橋 株式会社三井不動産ホテルマネジメント 中央区京橋1-3-6 柏原ビル（三井ガーデンホテル京橋） 104-24 (銀) 令和2年9月18日 京橋

ＡＣホテル・バイ・マリオット東京銀座 株式会社東武ホテルマネジメント 中央区銀座6-14-7 ＡＣホテル・バイ・マリオット東京銀座 104-25 (銀) 令和2年11月2日 京橋

ホテルサンルート銀座 アセットエス株式会社 中央区銀座1-15-11 高島ビル 104-26 (銀) 令和3年12月8日 京橋

ホテルグランバッハ東京銀座
株式会社グリーンホスピタリティーマネ
ジメント

中央区銀座5-13-12 ホテルグランバッハ東京銀座 104-28 (銀) 令和4年2月25日 京橋

ロイヤルパークホテル 株式会社ロイヤルパークホテル 中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル 105-01 (金) 平成26年11月26日 日本橋
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ヴィラフォンテーヌ日本橋三越前 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 中央区日本橋本町1-7-6 ヴィラフォンテーヌ日本橋三越前 105-02 (金) 平成26年12月16日 日本橋

ヴィラフォンテーヌ東京八丁堀 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 中央区日本橋茅場町3-3-3 ヴィラフォンテーヌ東京八丁堀 105-03 (金) 平成26年12月16日 日本橋

ヴィラフォンテーヌ箱崎 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 中央区日本橋箱崎町20-10 ヴィラフォンテーヌ日本橋箱崎 105-04 (金) 平成26年12月16日 日本橋

アパホテル〈人形町駅北〉 アパホテル株式会社 中央区日本橋堀留町2-9-4 アパホテル〈人形町駅北〉 105-05 (金) 平成27年8月27日 日本橋

アパホテル〈日本橋浜町駅南〉 アパホテル株式会社 中央区日本橋浜町3-43-8 アパホテル〈日本橋浜町駅南〉 105-06 (金) 平成28年4月12日 日本橋

アパホテル〈東日本橋駅前〉 アパホテル株式会社 中央区東日本橋3-12-14 アパホテル〈東日本橋駅前〉 105-09 (金) 平成28年11月10日 日本橋

ホテル日本橋サイボー 株式会社ホテルサイボー 中央区日本橋人形町3-3-16 ホテル日本橋サイボー 105-10 (金) 平成28年12月27日 日本橋

東横イン日本橋税務署前 株式会社東横イン 中央区日本橋富沢町11-5 東横イン日本橋税務署前 105-11 (金) 平成29年4月18日 日本橋

東横ＩＮＮ東京駅八重洲北口 株式会社東横イン 中央区八重洲1-5-5 東横ＩＮＮ東京駅八重洲北口 105-12 (金) 平成29年5月26日 日本橋

コンフォートホテル東京東日本橋 株式会社グリーンズ 中央区日本橋馬喰町1-10-11 コンフォートホテル東京東日本橋 105-13 (金) 平成29年6月27日 日本橋

アパホテル〈小伝馬町駅前〉 アパホテル株式会社 中央区日本橋大伝馬町14-20 アパホテル〈小伝馬町駅前〉 105-14 (金) 平成29年8月31日 日本橋

Ｒ＆Ｂホテル東日本橋 ワシントンホテル株式会社 中央区東日本橋2-15-6 Ｒ＆Ｂホテル東日本橋 105-15 (金) 平成29年11月15日 日本橋

東横イン日本橋浜町明治座前 株式会社東横イン 中央区日本橋浜町1-1-4 東横イン日本橋浜町明治座前 105-16 (金) 平成30年5月29日 日本橋

ベルケンホテル東京 株式会社ビケンテクノ 中央区日本橋兜町18-3 ベルケンホテル東京 105-17 (金) 平成30年6月4日 日本橋

京王プレッソイン大手町 株式会社京王プレッソイン 中央区日本橋本石町4-4-1 京王プレッソイン大手町 105-19 (金) 平成30年9月18日 日本橋

アパホテル〈日本橋 馬喰町駅前〉 アパホテル株式会社 中央区日本橋馬喰町1-6-6 アパホテル〈日本橋 馬喰町駅前〉 105-20 (金) 平成30年12月12日 日本橋

東横ＩＮＮ神田秋葉原 Toyoko Inn　International　Limited 中央区日本橋馬喰町2-2-4 東横ＩＮＮ神田秋葉原 105-21 (金) 令和元年5月10日 日本橋

東横イン日本橋三越前Ａ４ 株式会社東横イン 中央区日本橋小舟町11-12 東横イン日本橋三越前Ａ４ 105-22 (金) 令和元年5月10日 日本橋

東横ＩＮＮ東京駅新大橋前 株式会社東横イン 中央区日本橋浜町2-58-2 東横ＩＮＮ東京駅新大橋前 105-24 (金) 令和元年9月26日 日本橋
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八重洲ターミナルホテル 互福興業株式会社 中央区八重洲1-5-14 八重洲ターミナルホテル 105-25 (金) 令和元年12月19日 日本橋

相鉄フレッサイン日本橋人形町 株式会社相鉄ホテルマネジメント 中央区日本橋蛎殻町1-15-4 相鉄フレッサイン日本橋人形町 105-26 (金) 令和元年12月26日 日本橋

ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ東京小伝馬
町

株式会社共立メンテナンス 中央区日本橋小伝馬町2-3
川島ビル（ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ
東京小伝馬町）

105-27 (金) 令和2年1月23日 日本橋

相鉄フレッサイン日本橋茅場町 株式会社相鉄ホテルマネジメント 中央区日本橋茅場町1-3-10 相鉄フレッサイン日本橋茅場町 105-28 (金) 令和2年2月6日 日本橋

アパホテル〈人形町駅東〉 アパホテル株式会社 中央区日本橋富沢町2-11 アパホテル〈人形町駅東〉 105-30 (銀) 令和2年6月22日 日本橋

東急ステイ日本橋 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 中央区日本橋本町4-7-9 東急ステイ日本橋 105-31 (銀) 令和2年8月21日 日本橋

東横ＩＮＮ東京日本橋 株式会社東横イン 中央区日本橋大伝馬町14-16 東横ＩＮＮ東京日本橋 105-32 (銀) 令和2年9月10日 日本橋

東横ＩＮＮ日本橋人形町 株式会社東横イン 中央区日本橋蛎殻町1-10-2 東横ＩＮＮ日本橋人形町 105-33 (銀) 令和2年10月14日 日本橋

アパホテル〈日本橋馬喰横山駅前〉 アパホテル株式会社 中央区日本橋横山町5-6 アパホテル〈日本橋馬喰横山駅前〉 105-34 (銀) 令和2年11月12日 日本橋

ヴィアイン日本橋人形町
株式会社ジェイアール西日本デイリー
サービスネット

中央区日本橋小網町16-12 ヴィアイン日本橋人形町 105-35 (銀) 令和2年12月28日 日本橋

エスペリアイン日本橋箱崎 サムティホテルマネジメント株式会社 中央区日本橋中洲4-9 エスペリアイン日本橋箱崎 105-37 (銀) 令和4年3月23日 日本橋

ホテルモンテエルマーナ東京 ホテルモントレ株式会社 中央区日本橋3-3-15 ホテルモンテエルマーナ東京 105-38 (銀) 令和4年11月4日 日本橋

ホテルマリナーズコート東京 株式会社マリコットサービス 中央区晴海4-7-28 ホテルマリナーズコート東京 106-01 (金) 平成27年3月2日 臨港

東京海員会館 一般財団法人東京船員厚生協会 中央区晴海3-7-1 東京海員会館 106-02 (金) 平成27年12月25日 臨港

ヴィラフォンテーヌ東京浜松町 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 港区芝1-6-5 ヴィラフォンテーヌ東京浜松町 107-03 (金) 平成26年12月17日 芝

アパホテル〈三田駅前〉 アパホテル株式会社 港区芝4-4-8 アパホテル〈三田駅前〉 107-07 (金) 平成27年9月18日 芝

アンダーズ東京
株式会社森ビルホスピタリティコーポ
レーション　ｱﾝﾀﾞｰｽﾞ東京

港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー 107-08 (金) 平成28年2月26日 芝

ヒルトン東京お台場 株式会社ヒューマニアエンタプライズ 港区台場1-9-1 ヒルトン東京お台場 107-10 (金) 平成28年3月23日 芝

三井ガーデンホテル汐留イタリア街 株式会社三井不動産ホテルマネジメント 港区東新橋2-14-24 京成汐留ビル 107-11 (金) 平成28年3月30日 芝
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アパホテル〈新橋虎ノ門〉 アパホテル株式会社 港区西新橋2-6-9 アパホテル〈新橋虎ノ門〉 107-13 (金) 平成28年9月23日 芝

ヴィラフォンテーヌグランド東京田町 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 港区芝浦4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館 107-15 (金) 平成30年3月26日 芝

相鉄フレッサイン新橋烏森口 株式会社相鉄ホテルマネジメント 港区新橋4-10-2 ＳＢ４タワー 107-16 (金) 平成30年5月20日 芝

ザ　ロイヤルパークホテル　アイコニッ
ク　東京汐留

株式会社　ロイヤルパークホテルズアン
ドリゾーツ

港区東新橋1-6-3 汐留タワー 107-17 (金) 平成30年8月6日 芝

東京プリンスホテル 株式会社プリンスホテル 港区芝公園3-3-1 東京プリンスホテル 107-18 (金) 平成30年12月17日 芝

相鉄フレッサイン浜松町大門 株式会社相鉄ホテルマネジメント 港区芝大門1-2-7 相鉄フレッサイン浜松町大門 107-20 (金) 令和元年9月4日 芝

第一ホテル東京 株式会社阪急阪神ホテルズ 港区新橋1-2-6 第一ホテル東京 107-22 (金) 令和元年12月25日 芝

相鉄フレッサイン新橋日比谷口 株式会社相鉄ホテルマネジメント 港区新橋1-14-3 相鉄フレッサイン新橋日比谷口 107-25 (金) 令和2年2月7日 芝

相鉄フレッサイン新橋日比谷口（別館） 株式会社相鉄ホテルマネジメント 港区新橋1-15-4 相鉄フレッサイン新橋日比谷口（別館） 107-26 (金) 令和2年2月7日 芝

グランドニッコー東京台場 株式会社グランドニッコー東京 港区台場2-6-1 グランドニッコー東京台場 107-27 (金) 令和2年4月10日 芝

THE BLOSSOM HIBIYA ＪＲ九州ホテルズ株式会社 港区新橋1-1-13
アーバンネット内幸町ビル・THE
BLOSSOM HIBIYA

107-28 (銀) 令和2年12月18日 芝

アパホテル〈新橋御成門〉 アパホテル株式会社 港区新橋6-10-3 アパホテル〈新橋御成門〉 107-29 (銀) 令和3年1月25日 芝

相鉄フレッサイン東京田町 株式会社相鉄ホテルマネジメント 港区芝浦3-14-21 相鉄フレッサイン東京田町 107-30 (銀) 令和3年2月10日 芝

相鉄フレッサイン東京田町ANNEX 株式会社相鉄ホテルマネジメント 港区芝浦3-14-19 相鉄フレッサイン東京田町ANNEX 107-31 (銀) 令和3年8月27日 芝

東急スティ新橋 東急リゾーツ＆スティ株式会社 港区新橋4-23-1 東急スティ新橋 107-32 (銀) 令和3年12月22日 芝

静鉄ホテルプレジオ東京田町 静岡鉄道株式会社 港区芝浦3-6-18 西原ビルディング 107-33 (銀) 令和5年3月16日 芝

グランドハイアット東京
株式会社森ビルホスピタリティコーポ
レーション

港区六本木6-10-3 グランドハイアット東京 108-01 (金) 平成27年3月31日 麻布

アパホテル〈六本木駅前〉 アパホテル株式会社 港区六本木6-7-8 アパホテル〈六本木駅前〉 108-02 (金) 平成27年12月21日 麻布

アパホテル〈西麻布〉 アパホテル株式会社 港区西麻布4-4-5 アパホテル〈西麻布〉 108-04 (金) 平成30年3月12日 麻布
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相鉄フレッサイン東京六本木 株式会社相鉄ホテルマネジメント 港区六本木3-10-1 相鉄フレッサイン東京六本木 108-05 (銀) 令和3年2月12日 麻布

アパホテル〈六本木SIX〉Ａ棟 アパホテル株式会社 港区六本木2-3-9 アパホテル〈六本木SIX〉Ａ棟 108-06 (銀) 令和4年6月24日 麻布

アパホテル〈六本木SIX〉Ｂ棟 アパホテル株式会社 港区六本木2-3-10 アパホテル〈六本木SIX〉Ｂ棟 108-07 (銀) 令和4年6月24日 麻布

アパホテル〈六本木SIX〉Ｃ棟 アパホテル株式会社 港区六本木2-3-11 アパホテル〈六本木SIX〉Ｃ棟 108-08 (銀) 令和4年6月24日 麻布

アパホテル〈六本木SIX〉Ｄ棟 アパホテル株式会社 港区六本木2-3-13 アパホテル〈六本木SIX〉Ｄ棟 108-09 (銀) 令和4年6月24日 麻布

アパホテル〈六本木SIX〉Ｅ棟 アパホテル株式会社 港区六本木2-4-1 アパホテル〈六本木SIX〉Ｅ棟 108-10 (銀) 令和4年6月24日 麻布

アパホテル〈六本木SIX〉Ｆ棟 アパホテル株式会社 港区六本木2-4-15 アパホテル〈六本木SIX〉Ｆ棟 108-11 (銀) 令和4年6月24日 麻布

アパホテル＆リゾート〈六本木駅東〉 アパホテル株式会社 港区六本木3-18-6 アパホテル＆リゾート〈六本木駅東〉 108-12 (銀) 令和4年10月18日 麻布

ホテルモントレ赤坂 ホテルモントレ株式会社 港区赤坂4-9-24 ホテルモントレ赤坂 109-02 (金) 平成26年12月25日 赤坂

赤坂陽光ホテル 陽光株式会社 港区赤坂6-14-12 赤坂陽光ホテル 109-03 (金) 平成27年3月25日 赤坂

アパヴィラホテル<赤坂見附> アパホテル株式会社 港区赤坂3-19-10 アパヴィラホテル<赤坂見附> 109-05 (金) 平成27年12月16日 赤坂

相鉄フレッサイン東京赤坂　本館 株式会社相鉄ホテルマネジメント 港区赤坂6-3-17 相鉄フレッサイン東京赤坂 109-06 (金) 令和2年3月27日 赤坂

相鉄フレッサイン東京赤坂　別館 株式会社相鉄ホテルマネジメント 港区赤坂6-3-18 相鉄フレッサイン東京赤坂 109-07 (金) 令和2年3月27日 赤坂

ザ・プリンスさくらタワー東京 株式会社プリンスホテル 港区高輪3-13-1 ザ・プリンスさくらタワー東京 110-01 (金) 平成26年10月20日 高輪

品川プリンスホテルＮタワー 株式会社プリンスホテル 港区高輪4-10-30 品川プリンスホテルＮタワー 110-02 (金) 平成26年11月19日 高輪

都シティ東京高輪
株式会社近鉄・都ホテルズ　都シティ東
京高輪

港区高輪3-19-17 都シティ東京高輪 110-08 (銀) 令和3年7月20日 高輪

シェラトン都ホテル東京
株式会社近鉄・都ホテルズ　シェラトン
都ホテル東京

港区白金台1-1-50 シェラトン都ホテル東京 110-09 (銀) 令和4年3月25日 高輪

ＪＲ東日本ホテルメッツ五反田 日本ホテル株式会社 品川区東五反田1-26-3 ＪＲ五反田東口ビル 201-05 (銀) 令和3年6月24日 品川

東横ＩＮＮ品川大井町 株式会社東横イン 品川区大井1--27-3 東横ＩＮＮ品川大井町 202-04 (銀) 令和4年1月7日 大井
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アワーズイン阪急 株式会社大井開発 品川区大井1-50-5 新阪急大井ビル 202-05 (銀) 令和4年1月12日 大井

東横ＩＮＮ品川旗の台駅南口 株式会社東横イン 品川区旗の台5-6-5 東横ＩＮＮ品川旗の台駅南口 203-01 (金) 令和2年4月16日 荏原

アパホテル〈品川戸越駅前〉 アパホテル株式会社 品川区戸越1-15-17 アパホテル〈品川戸越駅前〉 203-02 (銀) 令和3年2月4日 荏原

アパホテル〈大森駅前〉 アパホテル株式会社 大田区大森北1-1-4 アパホテル〈大森駅前〉 204-01 (銀) 令和2年7月15日 大森

チサンイン蒲田 株式会社ＳＨＲホテルズ 大田区蒲田4-23-13 チサンイン蒲田 206-03 (金) 平成27年3月26日 蒲田

ホテルＪＡＬシティ羽田東京 ブルーウェーブ株式会社 大田区羽田旭町4-11 ホテルＪＡＬシティ羽田東京 206-01 (金) 平成27年3月27日 蒲田

相鉄フレッサイン東京蒲田 株式会社相鉄ホテルマネジメント 大田区蒲田5-19-12 フレッサイン東京蒲田ビル 206-04 (金) 平成28年3月7日 蒲田

ビジネスイン和 株式会社成和 大田区蒲田5-9-13 弘城ビル 206-06 (金) 平成29年6月20日 蒲田

京急ＥＸイン羽田 株式会社 京急イーエックスイン 大田区羽田5-5-14 京急ＥＸイン羽田 206-07 (金) 平成31年1月23日 蒲田

ホテルオリエンタルエクスプレス東京蒲
田

合同会社蒲田ホテルマネジメント 大田区南蒲田1-3-15
ホテルオリエンタルエクスプレス東京蒲
田

206-08 (銀) 令和3年1月5日 蒲田

アパホテル〈京急蒲田駅前〉 アパホテル株式会社 大田区蒲田3－19－1 アパホテル〈京急蒲田駅前〉 206-09 (銀) 令和3年3月31日 蒲田

変なホテル東京羽田
Ｈ･I･Ｓホテルホールディングス株式会
社

大田区東糀谷2-11-18 変なホテル東京羽田 206-10 (銀) 令和4年7月15日 蒲田

東急スティ蒲田 東急リゾーツ＆スティ株式会社 大田区蒲田4-23-1 東急スティ蒲田 206-11 (銀) 令和5年1月27日 蒲田

東急ステイ目黒・祐天寺 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 目黒区祐天寺2-15-7 東急ステイ目黒・祐天寺 301-02 (銀) 令和2年8月19日 目黒

ホテルサーブ渋谷 サーブホテルズ株式会社 目黒区大橋2-24-4 ホテルサーブ渋谷 301-03 (銀) 令和4年12月5日 目黒

東急スティ用賀 東京リゾーツ＆スティ株式会社 世田谷区用賀4-4-1 ＴＳ用賀駅前ビル 304-03 (銀) 令和4年2月8日 玉川

ホテルサンルートプラザ新宿 株式会社相鉄ホテルマネジメント 渋谷区代々木2-3-1 ホテルサンルートプラザ新宿 306-01 (金) 平成26年12月12日 渋谷

アパホテル〈渋谷道玄坂上〉 アパホテル株式会社 渋谷区円山町20-1 アパホテル〈渋谷道玄坂上〉 306-02 (金) 平成27年7月23日 渋谷

ドーミーインＰＲＥＭＩＵＭ渋谷神宮前 株式会社共立メンテナンス 渋谷区神宮前6-24-4 ＵＫ渋谷神宮前ビル 306-05 (金) 平成29年9月8日 渋谷
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ホテル・旅館等の名称 マークの交付を受けている事業所名称 所在 防火対象物の名称 交付番号 種別 交付年月日 所轄消防署名

令和5年5月1日

表示マーク交付対象物一覧表

ＪＲ九州ホテルブラッサム　新宿 ＪＲ九州ホテルズ 渋谷区代々木2-6-2 ＪＲ九州ホテルブラッサム新宿 306-06 (金) 平成29年10月31日 渋谷

ＪＲ東日本ホテルメッツ 渋谷 日本ホテル株式会社 渋谷区渋谷3-29-17
ＪＲ渋谷駅新南口ビル
ＪＲ東日本ホテルメッツ渋谷

306-07 (金) 平成29年11月15日 渋谷

セルリアンタワー東急ホテル 株式会社セルリアンタワー東急ホテル 渋谷区桜丘町26-1 セルリアンタワー 306-08 (金) 平成30年7月19日 渋谷

アパホテル＆リゾート〈西新宿五丁目駅
タワー〉

アパホテル株式会社 渋谷区本町3-14-１ ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ〈西新宿五丁目駅ﾀﾜｰ〉 306-13 (金) 令和2年4月10日 渋谷

東急ステイ渋谷 東急ステイサービス株式会社 渋谷区神泉町8-14 東急ステイ渋谷 306-14 (銀) 令和2年9月7日 渋谷

東急ステイ渋谷新南口 東急ステイサービス株式会社 渋谷区渋谷3-26-21 東急ステイ渋谷新南口 306-15 (銀) 令和2年9月7日 渋谷

東急ステイ渋谷新南口　別館 東急ステイサービス株式会社 渋谷区渋谷3-27-5 東急ステイ渋谷新南口　別館 306-16 (銀) 令和2年9月7日 渋谷

ｓｅｑｕｅｎｃｅ　　ＭＩＹＡＳＨＩＴ
Ａ　ＰＡＲＫ

株式会社三井不動産ホテルマネジメント 渋谷区神宮前6-20-10 ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ　ＰＡＲＫ 306-17 (銀) 令和3年3月1日 渋谷

アパホテル〈新宿御苑前〉 アパホテル株式会社 新宿区新宿2-2-8 アパホテル〈新宿御苑前〉 401-01 (金) 平成28年6月8日 四谷

東横ＩＮＮ新宿御苑前駅３番出口 株式会社東横ＩＮＮ 新宿区新宿1-17-8 東横ＩＮＮ新宿御苑前駅３番出口 401-04 (金) 令和2年1月27日 四谷

日本青年館ホテル 一般財団法人日本青年館 新宿区霞ヶ丘町4-1
日本青年館ホテル・日本スポーツ振興セ
ンタービル

401-05 (金) 令和2年3月27日 四谷

東急スティ四谷 東急リゾーツ＆スティ株式会社 新宿区四谷2-1-3 四谷２１３ビル 401-06 (銀) 令和4年1月6日 四谷

東急スティ新宿 東急リゾーツ＆スティ株式会社 新宿区新宿3-7-1 東急スティ新宿 401-07 (銀) 令和4年2月24日 四谷

ヴィアイン飯田橋後楽園
株式会社ジェイアール西日本デイリー
サービスネット

新宿区新小川町4－11 飯田橋ガーデン 402-01 (銀) 令和3年9月28日 牛込

京王プラザホテル 株式会社京王プラザホテル 新宿区西新宿2-2-1 京王プラザホテル本館・南館 403-01 (金) 平成26年10月1日 新宿

新宿ワシントンホテル 藤田観光株式会社 新宿区西新宿3-2-9 新宿ワシントンホテルビル本館・新館 403-02 (金) 平成26年10月1日 新宿

かどやホテル 竹川観光株式会社 新宿区西新宿1-23-1 かどやホテル 403-06 (金) 平成26年10月28日 新宿

ヴィラフォンテーヌ新宿 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 新宿区歌舞伎町2-40-9 ヴィラフォンテーヌ新宿 403-07 (金) 平成26年11月18日 新宿

新宿プリンスホテル 新宿プリンスホテル 新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿ビル 403-10 (金) 平成27年4月10日 新宿
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表示マーク交付対象物一覧表

ホテル　グレイスリー新宿 藤田観光株式会社 新宿区歌舞伎町1-19-1 ホテル　グレイスリー新宿 403-11 (金) 平成27年4月14日 新宿

アパホテル〈新宿 歌舞伎町タワー〉 アパホテル株式会社 新宿区歌舞伎町1-20-2 アパホテル〈新宿 歌舞伎町タワー〉 403-13 (金) 平成27年9月29日 新宿

リーガロイヤルホテル東京 株式会社リーガロイヤルホテル東京 新宿区戸塚町1-104-19 100周年記念信託事業館 403-14 (金) 平成28年3月22日 新宿

アパホテル〈東新宿歌舞伎町東〉 アパホテル株式会社 新宿区歌舞伎町2-17-7 アパホテル〈東新宿歌舞伎町東〉 403-15 (金) 平成29年4月13日 新宿

プレミアホテルーＣＡＢＩＮ－新宿 株式会社ＰＨＧ新宿マネジメント 新宿区歌舞伎町2-40-3 プレミアホテルーＣＡＢＩＮ－新宿 403-16 (金) 平成29年10月1日 新宿

アパホテル〈東新宿駅前〉 アパホテル株式会社 新宿区大久保1-1-48 アパホテル〈東新宿駅前〉 403-17 (金) 平成30年7月19日 新宿

THE KNOT TOKYO Shinjuku 池田創業株式会社 東京都西新宿4-31-1 THE　KNOT　TOKYO　Shinjyuku 403-20 (金) 令和元年6月26日 新宿

アパホテル〈東新宿　歌舞伎町西〉 アパホテル株式会社 新宿区歌舞伎町2-31-17 アパホテル〈東新宿歌舞伎町西〉 403-21 (金) 令和元年7月22日 新宿

アパホテル〈新宿　歌舞伎町中央〉 アパホテル株式会社 新宿区歌舞伎町2-26-5 アパホテル〈新宿歌舞伎町中央〉 403-19 (金) 令和元年7月23日 新宿

ダイワロイネットホテル西新宿 ダイワロイヤル株式会社 新宿区西新宿6-12-39 ダイワロイネットホテル西新宿ビル 403-22 (銀) 令和3年7月2日 新宿

東横イン新宿歌舞伎町 株式会社東横イン 新宿区歌舞伎町2-20-15 東横イン新宿歌舞伎町 403-23 (銀) 令和3年12月8日 新宿

相鉄フレッサイン東新宿駅前 株式会社相鉄ホテルマネジメント 新宿区新宿7-27-9 リブレ東新宿 403-24 (銀) 令和4年3月22日 新宿

東急スティ西新宿 東急リゾーツ＆スティ株式会社 新宿区西新宿5-9-8 東急スティ西新宿 403-25 (銀) 令和4年5月20日 新宿

ＪＲ東日本ホテルメッツ 高円寺 日本ホテル株式会社 杉並区高円寺北2-5-1 ＪＲ東日本ホテルメッツ高円寺ビル 406-01 (金) 平成27年12月15日 杉並

東京ドームホテル 東京ドームホテル 文京区後楽1-3-61 東京ドームホテル 501-01 (金) 平成26年10月24日 小石川

ホテル椿山荘東京 藤田観光株式会社椿山荘 文京区関口2-10-8 ホテル椿山荘東京　ホテル棟 501-03 (金) 平成26年10月24日 小石川

東横イン後楽園文京区役所前 株式会社東横インホテル企画開発 文京区小石川2-2-11 東横イン後楽園文京区役所前 501-04 (金) 平成30年1月17日 小石川

アパホテル〈御茶ノ水駅北〉 アパホテル株式会社 文京区湯島3-1-6 アパホテル<〈御茶ノ水駅北〉 502-03 (銀) 令和4年5月2日 本郷

フォーレスト本郷 文部科学省共済組合 文京区本郷6-16-4
文部科学省共済組合東京宿泊所
フォーレスト本郷

502-04 (銀) 令和4年8月30日 本郷
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ホテルベルクラシック東京 株式会社互助センター友の会 豊島区南大塚3-33-6 ホテルベルクラシック東京 503-01 (金) 平成26年12月25日 豊島

サンシャインシティプリンスホテル サンシャインシティプリンスホテル 豊島区東池袋3-1-5 サンシャインシティ 503-02 (金) 平成28年6月27日 豊島

アパホテル〈巣鴨駅前〉 アパホテル株式会社 豊島区巣鴨2-9-7 アパホテル〈巣鴨駅前〉 503-03 (金) 平成29年6月8日 豊島

アパホテル〈東京板橋駅前〉 アパホテル株式会社 豊島区上池袋4-47-1 アパホテル〈東京板橋駅前〉 503-04 (金) 平成29年12月25日 豊島

ホテルグランドシティ 株式会社　黒龍堂 豊島区東池袋1-30-7 ホテルグランドシティ 503-05 (金) 令和元年11月15日 豊島

アパホテル〈山手大塚駅タワー〉 アパホテル株式会社 豊島区南大塚3-31-10 アパホテル〈山手大塚駅タワー〉 503-06 (金) 令和元年11月22日 豊島

アパホテル〈駒込駅前〉 アパホテル株式会社 豊島区駒込3-23-15 アパホテル〈駒込駅前〉 503-07 (金) 令和元年12月17日 豊島

東横ＩＮＮ大塚駅北口Ⅰ 株式会社東横イン 豊島区北大塚2-11-3 503-08 (銀) 令和2年8月17日 豊島

東横ＩＮＮ山手線大塚駅北口Ⅱ 株式会社東横イン 豊島区北大塚2-5-9 東横ＩＮＮ山手線大塚駅北口Ⅱ 503-09 (銀) 令和2年8月17日 豊島

ＪＲ東日本ホテルメッツ駒込 日本ホテル株式会社 豊島区駒込2-1-39 ＪＲ東日本ホテルメッツ駒込 503-10 (銀) 令和3年7月26日 豊島

ＪＲ東日本ホテルメッツ目白 日本ホテル株式会社 豊島区目白1-4-1 ＪＲ東日本ホテルメッツ目白 503-11 (銀) 令和4年2月9日 豊島

ホテルメトロポリタン
日本ホテル株式会社
ホテルメトロポリタン

豊島区西池袋1-6-1 ホテルメトロポリタン 504-01 (金) 平成26年11月13日 池袋

アパホテル〈池袋駅北口〉 アパホテル株式会社 豊島区池袋2-48-7 アパホテル〈池袋駅北口〉 504-02 (金) 平成28年3月24日 池袋

東横イン池袋北口Ⅰ 株式会社東横イン 豊島区池袋2-50-5 東横イン池袋北口Ⅰ 504-04 (金) 平成29年7月24日 池袋

東横イン池袋北口Ⅱ 株式会社東横イン 豊島区池袋2-51-2 東横イン池袋北口Ⅱ 504-05 (金) 平成30年3月29日 池袋

東急スティ池袋 東急リゾーツ＆スティ株式会社 豊島区池袋2-12-2 東急スティ池袋 504-07 (銀) 令和5年1月16日 池袋

東横INN京浜東北線王子駅北口 株式会社東横イン 北区王子2-1-1 東横INN京浜東北線王子駅北口 505-01 (銀) 令和4年8月4日 王子

ダイワロイネットホテル東京赤羽
大和ハウスリアルティマネジメント
株式会社

北区赤羽南1-9-13 ダイワロイネットホテル東京赤羽 506-03 (金) 平成30年6月18日 赤羽

ＪＲ東日本ホテルメッツ 赤羽 日本ホテル株式会社 北区赤羽1-1-76 ＪＲ東日本ホテルメッツ赤羽ビル 506-04 (金) 平成30年9月20日 赤羽
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東横ＩＮＮ赤羽駅東口 株式会社東横イン 北区赤羽1-11-11 東横ＩＮＮ赤羽駅東口 506-05 (銀) 令和2年10月23日 赤羽

東横ＩＮＮ赤羽駅東口一番街 株式会社東横イン 北区赤羽3－2－2 東横ＩＮＮ赤羽駅東口一番街 506-06 (銀) 令和3年3月29日 赤羽

ＪＲ東日本ホテルメッツ 田端 日本ホテル株式会社 北区東田端1-17-20 ＪＲ東日本ホテルメッツ 田端 507-01 (金) 平成27年7月27日 滝野川

上野ファーストシティホテル 上野シティホテル株式会社 台東区上野1-14-8 上野ファーストシティホテル 601-01 (金) 平成26年11月4日 上野

ホテルニューウエノ 株式会社上野亭 台東区上野7-2-5 ニューウエノビル 601-02 (金) 平成26年11月4日 上野

ホテルサンルートステラ上野 株式会社ホテルサンルート浅草 台東区上野7-7-1 ホテルサンルートステラ上野 601-03 (金) 平成26年11月4日 上野

三井ガーデンホテル上野 株式会社三井不動産ホテルマネジメント 台東区東上野3-19-7 ＴＢ東上野ビル 601-05 (金) 平成27年3月23日 上野

ホテルステラ ホテルステラ 台東区根岸2-2-9 ホテルステラ 601-06 (金) 平成27年8月27日 上野

ホテル絆 ホテル絆 台東区根岸2-2-11 ホテル絆 601-07 (金) 平成27年8月27日 上野

ホテルニュー大柿 有限会社丸世 台東区根岸1-5-17 ホテルニュー大柿 601-08 (金) 平成28年3月2日 上野

アパホテル〈上野駅北〉 アパホテル株式会社 台東区上野7-12-11 アパホテル〈上野駅北〉 601-09 (金) 平成28年6月1日 上野

ホテルゲストワン上野駅前
株式会社浦和
スプリングレーンズ

台東区東上野2-18-18 ホテルゲストワン上野駅前 601-10 (金) 平成28年6月1日 上野

アパホテル〈京成上野駅前〉 アパホテル株式会社 台東区上野2-14-26 アパホテル〈京成上野駅前〉 601-11 (金) 平成29年3月6日 上野

アパホテル〈上野 稲荷町駅北〉 アパホテル株式会社 台東区東上野5-10-8 アパホテル〈上野 稲荷町駅北〉 601-14 (金) 令和元年9月13日 上野

東横イン鶯谷駅前 株式会社東横イン 台東区根岸1-2-17 東横イン鶯谷駅前 601-15 (金) 令和2年3月11日 上野

アパホテル〈秋葉原駅北〉 アパホテル株式会社 台東区台東1-29-2 アパホテル〈秋葉原駅北〉 601-16 (銀) 令和2年12月14日 上野

アパホテル〈上野駅前〉 アパホテル株式会社 台東区東上野2-18-7 アパホテル〈上野駅前〉 601-17 (銀) 令和2年9月24日 上野

ホテルサンルート浅草 株式会社ホテルサンルート浅草 台東区雷門1-8-5 立花第２国際ビル 602-01 (金) 平成27年3月26日 浅草

ヴィラフォンテーヌ上野 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 台東区小島2-4-4 ヴィラフォンテーヌ上野 602-02 (金) 平成27年3月26日 浅草
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アパホテル〈浅草 蔵前〉 アパホテル株式会社 台東区駒形2-4-6 アパホテル〈浅草 蔵前〉 602-03 (金) 平成27年3月26日 浅草

東横ＩＮＮ上野田原町駅 Toyoko　Inn International　Limited 台東区寿3-19-5 東横ＩＮＮ上野田原町駅 602-04 (金) 平成27年9月3日 浅草

アパホテル〈浅草橋駅北〉 アパホテル株式会社 台東区浅草橋3-1-10 アパホテル〈浅草橋北〉 602-06 (金) 平成29年3月15日 浅草

東横ＩＮＮ浅草蔵前Ⅰ 株式会社東横イン 台東区駒形1-3-13 東横ＩＮＮ浅草蔵前雷門 602-07 (金) 平成29年7月31日 浅草

アパホテル〈浅草 雷門〉 アパホテル株式会社 台東区雷門2-14-1 アパホテル〈浅草 雷門〉 602-08 (金) 平成30年12月6日 浅草

アパホテル〈浅草駅前〉 アパホテル株式会社 台東区駒形1-2-16 アパホテル<〈浅草駅前〉 602-09 (金) 平成31年3月12日 浅草

アパホテル〈浅草雷門南〉 アパホテル株式会社 台東区雷門2-9-1 アパホテル〈浅草雷門南〉 602-11 (銀) 令和3年10月18日 浅草

アパホテル〈浅草　田原町駅前〉 アパホテル株式会社 台東区西浅草1-2-3 アパホテル〈浅草　田原町駅前〉 602-12 (銀) 令和3年10月18日 浅草

変なホテル東京　浅草田原町
Ｈ･I･Ｓホテルホールディングス株式会
社

台東区寿3-19-8 変なホテル東京　浅草田原町 602-13 (銀) 令和4年3月31日 浅草

アパホテル〈浅草　新御徒町駅前〉 アパホテル株式会社 台東区元浅草1-6-11 アパホテル〈浅草　新御徒町駅前〉 602-14 (銀) 令和4年8月9日 浅草

アパホテル〈浅草　蔵前駅前〉 アパホテル株式会社 台東区蔵前2-4-4 アパホテル〈浅草　蔵前駅前〉 602-15 (銀) 令和4年9月28日 浅草

アパホテル〈浅草　蔵前北〉 アパホテル株式会社 台東区駒形2-4-10 アパホテル〈浅草　蔵前北〉 602-16 (銀) 令和5年3月23日 浅草

浅草セントラルホテル 株式会社ペリカン観光 台東区浅草1-5-3 浅草セントラルホテル 603-03 (金) 平成27年12月16日 日本堤

浅草ビューホテル 日本ビューホテル株式会社 台東区西浅草3-17-1 浅草ビューホテル 603-09 (金) 平成29年2月17日 日本堤

リッチモンドホテル浅草 アールエヌティホテル株式会社 台東区浅草2-7-10 リッチモンドホテル浅草 603-10 (金) 平成29年8月31日 日本堤

行燈旅館 行燈有限会社 台東区日本堤2-34-10 行燈 603-11 (金) 平成29年9月8日 日本堤

雷門旅館 株式会社雷門旅館 台東区浅草1-18-2 雷門旅館 603-13 (銀) 令和2年6月11日 日本堤

浅草ビューホテル　アネックス六区 日本ビューホテル株式会社 台東区浅草2-9-10 浅草ビューホテル　アネックス六区 603-14 (銀) 令和5年3月7日 日本堤

アパホテル〈ＴＫＰ日暮里駅前〉 株式会社ティーケーピー 荒川区東日暮里5-52-9 アパホテル〈ＴＫＰ日暮里駅前〉 604-02 (銀) 令和2年9月24日 荒川
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一般財団法人海外産業人材育成協会
東京研修センター

一般財団法人海外産業人材育成協会 足立区千住東1-30-1
一般財団法人海外産業人材育成協会東京
研修センター

606-01 (銀) 令和3年12月27日 千住

アーバンイン東京・上野　北千住 株式会社ユキ・コーポレーション 足立区千住4-20-10 アーバンイン東京・上野　北千住 606-02 (銀) 令和4年1月28日 千住

アパホテル〈綾瀬駅前〉 アパホテル株式会社 足立区綾瀬3-7-18 アパホテル（綾瀬駅前） 607-01 (金) 令和元年8月22日 足立

第一ホテル両国 株式会社第一ホテル両国 墨田区横網1-6-1 国際ファッションセンタービル 701-02 (金) 平成27年3月9日 本所

ロッテシティホテル錦糸町 株式会社ロッテシティホテル 墨田区錦糸4-6-1 ロッテシティ 701-03 (金) 平成27年9月29日 本所

両国ビューホテル 日本ビューホテル株式会社 墨田区両国2-19-1 ベルグランデ 701-04 (金) 平成27年11月24日 本所

東武ホテルレバント東京 株式会社東武ホテルマネジメント 墨田区錦糸1-2-2 東武ホテルレバント東京 701-05 (金) 平成28年9月1日 本所

パールホテル両国 ユアサ・フナショク株式会社 墨田区横網1-2-24 ライオン・パールホテル共同ビル 701-06 (金) 令和2年1月25日 本所

相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明 相鉄ホテルマネジメント 江東区有明3-6-6 有明プライムビル 703-01 (金) 平成26年11月10日 深川

東京ベイ有明ワシントンホテル
藤田観光株式会社東京ベイ有明ワシント
ンホテル

江東区有明3-7-11 有明パークビル 703-04 (金) 平成27年3月4日 深川

コンフォートホテル東京清澄白河 株式会社グリーンズ 江東区白河1-6-12 コンフォートホテル東京清澄白河 703-06 (金) 平成30年1月17日 深川

アパホテル〈東京潮見駅前〉 アパホテル株式会社 江東区潮見2-8-6 アパホテル〈東京潮見駅前〉 703-07 (金) 平成30年10月30日 深川

ダイワロイネットホテル東京有明
大和ハウスリアルティマネジメント株式
会社

江東区有明3-7-3 ダイワロイネットホテル東京有明 703-08 (金) 平成31年3月5日 深川

東横イン門前仲町永代橋 株式会社東横イン 江東区永代1-15-3 東横イン門前仲町永代橋 703-11 (金) 令和元年5月24日 深川

東京ホテルイースト２１東京 鹿島東京開発株式会社 江東区東陽6-3-2 鹿島東京開発株式会社 703-12 (金) 令和元年7月30日 深川

ホテルＪＡＬシティ東京　豊洲
豊洲６丁目ホテル合同会社　代表社員
一般社団法人ﾃﾞｨｴｲﾁ・ｱｾｯﾄ・ﾜﾝ

江東区豊洲6-4-20 Ｄタワー豊洲 703-13 (金) 令和元年12月6日 深川

hotel MONday Premium 豊洲 株式会社ＪＨＡＴ 江東区東雲1-2-11 hotel MONday Premium 豊洲 703-14 (銀) 令和2年7月15日 深川

ファーイーストビレッジホテル東京有明
ウィズシード・ホスピタリティ・マネジ
メント株式会社

江東区有明1-2-43 ファーイーストビレッジホテル東京有明 703-15 (銀) 令和2年8月27日 深川

東急ステイ門前仲町・本館 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 江東区富岡1-23-2 東急ステイ門前仲町・本館 703-16 (銀) 令和2年9月24日 深川
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東急ステイ門前仲町・別館 東急リゾーツ＆ステイ株式会社 江東区富岡1-23-15 東急ステイ門前仲町・別館 703-17 (銀) 令和2年9月24日 深川

東京ベイ潮見プリンスホテル
株式会社東京ベイ潮見ホテルマネジメン
ト

江東区潮見2-8-16 東京ベイ潮見プリンスホテル 703-18 (銀) 令和2年11月4日 深川

ホテルヴィラフォンテーヌグランド東京
有明

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 江東区有明2-1-5 有明ガーデン 703-19 (銀) 令和3年4月26日 深川

東京イーストサイド　ホテル櫂会
センコークリエイティブマネジメント株
式会社

江東区潮見2-8-11 東京イーストサイド　ホテル櫂会 703-20 (銀) 令和3年7月15日 深川

ＪＲ東日本ホテルメッツ東京べイ新木場 日本ホテル株式会社 江東区新木場1-6-1
ＪＲ東日本ホテルメッツ東京ベイ新木場
ビル

704-01 (銀) 令和2年12月10日 城東

瑞江第一ホテル 株式会社ユリ・エンタープライズ 江戸川区瑞江2-6-16 瑞江第一ホテル 707-01 (金) 平成26年10月1日 江戸川

東横イン東西線西葛西 株式会社東横イン 江戸川区西葛西5-11-12 東横イン東西線西葛西 708-01 (金) 平成30年10月1日 葛西

アパホテル〈ＴＫＰ東京西葛西〉 株式会社ティーケーピー 江戸川区西葛西6-15-24 アパホテル〈ＴＫＰ東京西葛西〉 708-02 (銀) 令和2年6月30日 葛西

ＪＲ東日本ホテルメッツ 立川 日本ホテル株式会社 立川市柴崎町3-1-1 立川ステーションルネッサンス 801-01 (金) 平成30年7月9日 立川

東横ＩＮＮ立川駅北口 聖徳商事株式会社 立川市曙町1-13-14 東横ＩＮＮ立川駅北口 801-02 (銀) 令和2年6月12日 立川

ＪＲ東日本ホテルメッツ 武蔵境 日本ホテル株式会社 武蔵野市境南町2-1-8 ホテルメッツ武蔵境 807-01 (金) 平成29年4月24日 武蔵野

フォレスト・イン昭和館 アーバンリゾーツ昭和の森株式会社 昭島市拝島町4017-3 フォレスト・イン昭和館 813-01 (金) 平成27年1月20日 昭島

調布クレストンホテル
ホテルマネージメントインターナショナ
ル株式会社

調布市小島町1-38-1 調布駅北口ビル 814-01 (金) 平成27年12月2日 調布

東横ＩＮＮ調布京王線布田駅 株式会社東横イン 調布市布田2-11-1 東横ＩＮＮ調布京王線布田駅 814-02 (銀) 令和3年1月27日 調布

ＪＲ東日本ホテルメッツ 国分寺 日本ホテル株式会社 国分寺市南町3-20-3
ＪＲ東京西駅ビル開発株式会社国分寺店
（国分寺駅ビル）

819-01 (金) 平成30年12月5日 国分寺

東横ＩＮＮ西武池袋線東久留米駅西口 株式会社東横イン 東久留米市本町1-4-8 東横ＩＮＮ西武池袋線東久留米駅西口 827-01 (金) 令和元年6月24日 東久留米

京王プラザホテル八王子 株式会社京王プラザホテル 八王子市旭町14-1 京王プラザホテル八王子 901-01 (金) 平成26年12月16日 八王子

東横ＩＮＮ東京八王子駅北口 株式会社東横イン 八王子市三崎町2-9 東横ＩＮＮ東京八王子駅北口 901-02 (金) 平成31年3月22日 八王子

マロウドイン八王子本館 株式会社東都観光企業総轄本社 八王子市三崎町6-11 マロウドイン八王子本館 901-03 (銀) 令和2年12月10日 八王子
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マロウドイン八王子別館 株式会社東都観光企業総轄本社 八王子市三崎町5-5 マロウドイン八王子別館 901-04 (銀) 令和2年12月10日 八王子

ＬＩＮＫ　ＦＯＲＥＳＴ ＫＤＤＩラーニング株式会社 多摩市鶴牧3-5-3 ＬＩＮＫ　ＦＯＲＥＳＴ 906-02 (銀) 令和4年2月21日 多摩

東横イン町田駅小田急線東口 株式会社東横イン 町田市中町1-3-3 東横イン町田駅小田急線東口 914-02 (金) 平成29年10月18日 町田

東横ＩＮＮ東京秋川駅北口 聖徳商事株式会社 あきる野市秋川1-1-7 東横ＩＮＮ東京秋川駅北口 926-02 (金) 令和2年3月18日 秋川

奥多摩の風　はとのす荘 奥多摩総合開発株式会社 西多摩郡奥多摩町棚澤662 奥多摩の風　はとのす荘 930-01 (金) 平成27年4月30日 奥多摩
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