
No. 届出年月日 住宅の所在地
1 平成30年6月15日 沖縄県沖縄市安慶田５－３－３４
2 平成30年6月15日 沖縄県沖縄市仲宗根町３１－６
3 平成30年6月15日 沖縄県石垣市字新川２４６２－３６
4 平成30年6月15日 沖縄県浦添市当山１－３－１８プラネットコア丸金201
5 平成30年6月15日 沖縄県南城市玉城字志堅原４６８番地第二マルミネマンション403
6 平成30年6月15日 沖縄県恩納村冨着５５４－１プリンスプラージュ沖縄906
7 平成30年6月15日 沖縄県読谷村大木１３８－１ＲｉＲａＨｏｕｓｅ302
8 平成30年6月15日 沖縄県石垣市新川２３５７－１７
9 平成30年6月15日 沖縄県名護市大北１－２６－１４
10 平成30年6月15日 沖縄県うるま市石川曙一丁目２番１５号ハウスＮｏ１０１
11 平成30年6月15日 沖縄県沖縄市比屋根７?２１?７カントリーハイツB
12 平成30年6月15日 沖縄県糸満市潮崎町４－２２－１１
13 平成30年6月15日 沖縄県石垣市新川２１１６?１イイマハイツ南風4A
14 平成30年6月15日 沖縄県石垣市字宮良１００４－１
15 平成30年6月15日 沖縄県読谷村字楚辺２１６１番地３ヨミタンテラス2F
16 平成30年6月15日 沖縄県金武町屋嘉７８Ｍｒ．ｓｎｏｗｂａｌｌ202
17 平成30年6月15日 沖縄県沖縄市上地２－６－２
18 平成30年6月15日 沖縄県恩納村富着５５４－１プリンスプラ－ジュ沖縄810
19 平成30年6月15日 沖縄県宮古島市下地字来間４０－１島風001
20 平成30年6月15日 沖縄県恩納村字冨着５５４－１プリンスプラージュ沖縄903
21 平成30年6月15日 沖縄県本部町字山川８７０ー１ザエテルインディゴ本部805
22 平成30年6月15日 沖縄県南城市玉城字奥武３０７－５
23 平成30年6月15日 沖縄県本部町字山川８７０番地１ザエテルインディゴ本部205
24 平成30年6月15日 沖縄県糸満市字賀数３９－１
25 平成30年6月15日 沖縄県恩納村仲泊８７７メゾンシーサイド503
26 平成30年6月15日 沖縄県うるま市石川８７７－１
27 平成30年6月15日 沖縄県宜野湾市大山５丁目５－２３
28 平成30年6月15日 沖縄県北中城村字島袋１６２４－１
29 平成30年6月15日 沖縄県石垣市川平１２１６－６５９
30 平成30年6月15日 沖縄県石垣市石垣８０－１－１Ｆ
31 平成30年6月15日 沖縄県石垣市石垣８０－１－２Ｆ
32 平成30年6月15日 沖縄県恩納村字仲泊８７７メゾンシーサイド701
33 平成30年6月15日 沖縄県読谷村大木１３８－１ＲｉＲａＨｏｕｓｅ301
34 平成30年6月15日 沖縄県石垣市大浜３９－３
35 平成30年6月15日 沖縄県南城市大里字古堅１２６５－３
36 平成30年6月15日 沖縄県与那原町東浜８９－９
37 平成30年6月15日 沖縄県金武町屋嘉７８Ｍｒ．ｓｎｏｗｂａｌｌ101
38 平成30年6月15日 沖縄県金武町屋嘉７８Ｍｒ．ｓｎｏｗｂａｌｌ201
39 平成30年6月15日 沖縄県金武町屋嘉７８Ｍｒ．ｓｎｏｗｂａｌｌ302
40 平成30年6月15日 沖縄県南城市玉城字志堅原４６８番地第二マルミネマンション405
41 平成30年6月15日 沖縄県糸満市字賀数１０７番地
42 平成30年6月15日 沖縄県南城市字つきしろ１７３９－３９
43 平成30年6月15日 沖縄県糸満市字大度４０３番地
44 平成30年6月15日 沖縄県本部町野原２８６－２
45 平成30年6月15日 沖縄県北谷町伊平３２８－１　１Ｆ
46 平成30年6月15日 沖縄県沖縄市古謝津嘉山町２８－１０（２階）
47 平成30年6月15日 沖縄県恩納村冨着５５４－１プリンスプラージュ沖縄703
48 平成30年6月15日 沖縄県石垣市宮良１２０－１１
49 平成30年6月15日 沖縄県石垣市字宮良１６８－１３
50 平成30年6月15日 沖縄県宜野湾市嘉数４－２０－２３
51 平成30年6月15日 沖縄県石垣市字新川１５８３－３１３
52 平成30年6月15日 沖縄県恩納村冨着５５４－１プリンスプラージュ沖縄910
53 平成30年6月15日 沖縄県本部町伊豆味１２０３
54 平成30年6月15日 沖縄県読谷村字高志保３５６－２なし
55 平成30年6月15日 沖縄県糸満市字真壁２００
56 平成30年6月15日 沖縄県糸満市潮崎町３－１０－５
57 平成30年6月15日 沖縄県恩納村５５４－１プリンスプラージュ沖縄308
58 平成30年6月15日 沖縄県うるま市与那城屋慶名１０２５番地６
59 平成30年6月15日 沖縄県宜野湾市嘉数４－２０－２２
60 平成30年6月15日 沖縄県南城市玉城字志堅原４６８番地第二マルミネマンション402
61 平成30年6月15日 沖縄県石垣市八島町２－７－１
62 平成30年6月15日 沖縄県糸満市字座波１８２２－１１
63 平成30年6月18日 沖縄県沖縄市与儀１－３４－３２
64 平成30年6月18日 沖縄県沖縄市中央２丁目７番３２号浜比嘉ビル3F
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65 平成30年6月20日 沖縄県沖縄市高原４－１０－３１
66 平成30年6月20日 沖縄県石垣市石垣１８２０?４２
67 平成30年6月20日 沖縄県大宜味村塩屋５１１番地
68 平成30年6月20日 沖縄県石垣市川平１２１６?３１１
69 平成30年6月21日 沖縄県恩納村冨着５５４－１プリンスプラージュ沖縄401
70 平成30年6月21日 沖縄県石垣市字真栄里４２６番地２１
71 平成30年6月22日 沖縄県南城市大里字古堅８４１
72 平成30年6月22日 沖縄県南城市知念字具志堅２６８－１
73 平成30年6月22日 沖縄県国頭村字奥間１６４４－１
74 平成30年6月22日 沖縄県宮古島市城辺字保良４９６－１
75 平成30年6月22日 沖縄県南城市知念字具志堅６２－２
76 平成30年6月22日 沖縄県糸満市真栄里１９３４－１
77 平成30年6月22日 沖縄県豊見城市字豊崎１－８９３
78 平成30年6月25日 沖縄県浦添市当山１－３－１８プラネットコア丸金311
79 平成30年6月25日 沖縄県沖縄市高原２丁目５番９号ダイナスティコート4F
80 平成30年6月25日 沖縄県北中城村島袋１６２６?１
81 平成30年6月26日 沖縄県宮古島市下地字川満８００－３５
82 平成30年6月26日 沖縄県恩納村名嘉真２２８８－２５４
83 平成30年6月28日 沖縄県金武町金武３６４
84 平成30年6月29日 沖縄県宮古島市平良字久貝８８１－９シータートル303
85 平成30年6月29日 沖縄県宮古島市平良字久貝８８１－９シータートル301
86 平成30年6月29日 沖縄県宮古島市平良字久貝８８１－９シータートル302
87 平成30年7月2日 沖縄県読谷村字楚辺１４８７番地２３
88 平成30年7月3日 沖縄県恩納村冨着５５４?１プリンスプラージュ沖縄801
89 平成30年7月3日 沖縄県うるま市与那城平安座２７９
90 平成30年7月3日 沖縄県石垣市新川２３番地グランヴィラククル石垣島602
91 平成30年7月3日 沖縄県恩納村字冨着５９５－３
92 平成30年7月4日 沖縄県読谷村都屋４３１－３
93 平成30年7月4日 沖縄県豊見城市字瀬長９８－５
94 平成30年7月5日 沖縄県八重瀬町字新城１５６７番地
95 平成30年7月5日 沖縄県糸満市字阿波根１５０９－２
96 平成30年7月5日 沖縄県読谷村長浜１３９５トーマスキッズハウス
97 平成30年7月5日 沖縄県南城市佐敷字仲伊保１２
98 平成30年7月6日 沖縄県沖縄市美里１－４－６アクト美里801
99 平成30年7月6日 沖縄県糸満市潮崎町３－２０－６
100 平成30年7月6日 沖縄県うるま市字昆布１３６２－２
101 平成30年7月6日 沖縄県南風原町字山川４４５－１２
102 平成30年7月9日 沖縄県沖縄市池原２－１７－１３
103 平成30年7月9日 沖縄県恩納村冨着５５４－１プリンスプラージュ沖縄701
104 平成30年7月9日 沖縄県読谷村字楚辺２１６１番地１　２階
105 平成30年7月9日 沖縄県糸満市字宇江城４３－２
106 平成30年7月10日 沖縄県南城市佐敷字仲伊保１３－２
107 平成30年7月11日 沖縄県名護市東江５－１８－７ウィンベル沖縄名護コーラルビュー507
108 平成30年7月12日 沖縄県うるま市石川東恩納３８４－２
109 平成30年7月12日 沖縄県北谷町北前１丁目１１番地４パッションライフミヤラ403
110 平成30年7月12日 沖縄県北谷町北前１丁目１１番地４パッションライフミヤラ305
111 平成30年7月12日 沖縄県北谷町北前１丁目１１番地４パッションライフミヤラ205
112 平成30年7月17日 沖縄県恩納村冨着１８９－１
113 平成30年7月17日 沖縄県与那原町字板良敷３７９－３
114 平成30年7月20日 沖縄県南城市玉城字奥武６２
115 平成30年7月23日 沖縄県名護市宇茂佐の森３－１２－１２
116 平成30年7月23日 沖縄県南城市佐敷字津波古２４２１、２４２２－３オラシオン2A
117 平成30年7月23日 沖縄県嘉手納町水釜２６６ハウスナンバー７１０６
118 平成30年7月25日 沖縄県石垣市字新川１５８３番地３１２タカオハウス
119 平成30年7月26日 沖縄県うるま市石川曙１丁目６－１no211
120 平成30年7月27日 沖縄県南城市玉城字屋嘉部２８１
121 平成30年7月27日 沖縄県糸満市字米須２５７
122 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛203
123 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛303
124 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛202
125 平成30年7月30日 沖縄県浦添市字港川３３０－５
126 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛201
127 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛102
128 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛204
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129 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛104
130 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛301
131 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市保栄茂１１５３－１２５
132 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛101
133 平成30年7月30日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛302
134 平成30年7月31日 沖縄県南城市知念字安座真１６３
135 平成30年7月31日 沖縄県今帰仁村謝名１２７８フォレストウェスト西103
136 平成30年7月31日 沖縄県糸満市伊原１４－１
137 平成30年7月31日 沖縄県石垣市登野城１９４－４
138 平成30年7月31日 沖縄県今帰仁村字謝名１２７８フォレストウェスト西101
139 平成30年7月31日 沖縄県石垣市美崎町１２－８ｔｏｍｏビル4F
140 平成30年7月31日 沖縄県今帰仁村謝名１２７８フォレストウェスト西104
141 平成30年7月31日 沖縄県今帰仁村謝名１２７８フォレストウェスト西102
142 平成30年7月31日 沖縄県本部町備瀬２２２－３
143 平成30年8月1日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根１２１－２Ｆ
144 平成30年8月1日 沖縄県八重瀬町字小城６０２
145 平成30年8月2日 沖縄県読谷村字高志保１２１４－１
146 平成30年8月2日 沖縄県読谷村字座喜味３４２
147 平成30年8月2日 沖縄県読谷村字儀間１１８－４
148 平成30年8月2日 沖縄県読谷村字渡具知３３６－３
149 平成30年8月2日 沖縄県読谷村字長浜２０６３－１
150 平成30年8月2日 沖縄県読谷村字都屋１４３－１
151 平成30年8月2日 沖縄県名護市大南２－１１－４
152 平成30年8月3日 沖縄県沖縄市美里１－４－６アクト美里701
153 平成30年8月3日 沖縄県うるま市字江洲３５２番地１４203
154 平成30年8月3日 沖縄県沖縄市美里１－４－６アクト美里901
155 平成30年8月3日 沖縄県沖縄市美里１－４－６アクト美里1001
156 平成30年8月6日 沖縄県糸満市字宇江城９６－１
157 平成30年8月6日 沖縄県南城市知念字久手堅８２
158 平成30年8月7日 沖縄県中城村字久場２番地１４
159 平成30年8月8日 沖縄県恩納村名嘉真１９５２?１５?２にらい恩納16
160 平成30年8月8日 沖縄県読谷村字長浜３８８番地
161 平成30年8月8日 沖縄県南風原町字与那覇１７８－６
162 平成30年8月9日 沖縄県うるま市川田１９０－５
163 平成30年8月9日 沖縄県宮古島市平良下里１１４６－１
164 平成30年8月9日 沖縄県嘉手納町字水釜２５３番地1F
165 平成30年8月9日 沖縄県宮古島市平良字下里２２６番地４
166 平成30年8月9日 沖縄県南城市玉城字堀川４９９　２階
167 平成30年8月9日 沖縄県糸満市阿波根１４０６－６８
168 平成30年8月9日 沖縄県宜野湾市野嵩１－３－９前川アパート202
169 平成30年8月10日 沖縄県与那原町字板良敷３８３
170 平成30年8月10日 沖縄県八重瀬町字後原２４３－２
171 平成30年8月13日 沖縄県石垣市川平１２１６－５６１
172 平成30年8月13日 沖縄県北中城村美崎１３６－１B
173 平成30年8月13日 沖縄県北中城村美崎１３６－１A
174 平成30年8月16日 沖縄県糸満市字束里６６
175 平成30年8月17日 沖縄県読谷村字大湾４６３
176 平成30年8月17日 沖縄県読谷村字長浜１１８９番地３コーラルビューザンパ302
177 平成30年8月17日 沖縄県沖縄市比屋根３－１－５リビングタウン比屋根B103
178 平成30年8月17日 沖縄県読谷村字長浜１１８９番地３コーラルビューザンパ402
179 平成30年8月17日 沖縄県読谷村字長浜１１８９番地３コーラルビューザンパ403
180 平成30年8月17日 沖縄県糸満市字兼城３－２
181 平成30年8月20日 沖縄県金武町伊芸７２３－７ピソ　エッセ　ウナ2FC
182 平成30年8月20日 沖縄県読谷村字長浜１８５９－１
183 平成30年8月20日 沖縄県金武町伊芸７２３－７ピソ　エッセ　ウナ3FB
184 平成30年8月20日 沖縄県読谷村字喜名２８７－１
185 平成30年8月20日 沖縄県読谷村字座喜味２３０７－２
186 平成30年8月20日 沖縄県読谷村字宇座１２４番地　１Ｆ
187 平成30年8月20日 沖縄県読谷村字長浜１０７５番地
188 平成30年8月21日 沖縄県八重瀬町字具志頭３４２
189 平成30年8月21日 沖縄県恩納村字名嘉真９０番２
190 平成30年8月22日 沖縄県読谷村字楚辺１２７９番地７３2F
191 平成30年8月22日 沖縄県中城村字登又１０６０番地
192 平成30年8月22日 沖縄県名護市東江５－１７－１０町田アパート303
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193 平成30年8月23日 沖縄県恩納村冨着５５４－１プリンスプラージュ沖縄406
194 平成30年8月23日 沖縄県八重瀬町字玻名城６６６－１
195 平成30年8月23日 沖縄県八重瀬町字小城３８８－１
196 平成30年8月24日 沖縄県読谷村字波平１０７２－３
197 平成30年8月24日 沖縄県読谷村字古堅２０２
198 平成30年8月24日 沖縄県読谷村字波平２４２８－１2F
199 平成30年8月24日 沖縄県豊見城市字豊崎１－２５１
200 平成30年8月24日 沖縄県豊見城市字与根２１４－１２
201 平成30年8月24日 沖縄県読谷村字長浜１３７８－１
202 平成30年8月24日 沖縄県豊見城市字翁長８５５－１０
203 平成30年8月24日 沖縄県読谷村字宇座２６３番地
204 平成30年8月28日 沖縄県金武町字屋嘉２９３５－９９
205 平成30年8月28日 沖縄県金武町字金武９１６－１
206 平成30年8月28日 沖縄県金武町字屋嘉２９３５－１３
207 平成30年8月28日 沖縄県金武町字金武１０１８３－１
208 平成30年8月28日 沖縄県金武町字金武１１７－１
209 平成30年8月28日 沖縄県宜野座村字漢那４０
210 平成30年8月28日 沖縄県金武町字金武４０５３
211 平成30年8月28日 沖縄県宜野座村字惣慶１７１３－３
212 平成30年8月28日 沖縄県沖縄市高原１－１０－２８
213 平成30年8月28日 沖縄県宜野座村字惣慶１４８２－１
214 平成30年8月28日 沖縄県金武町字金武８０３８－４９
215 平成30年8月28日 沖縄県金武町字伊芸１０５９
216 平成30年8月28日 沖縄県宜野座村字宜野座２８３
217 平成30年8月28日 沖縄県金武町字金武６２０
218 平成30年8月29日 沖縄県中城村字登又１７５
219 平成30年8月30日 沖縄県宜野座村字松田７１－２
220 平成30年8月30日 沖縄県金武町字金武１０１８７－５
221 平成30年8月30日 沖縄県金武町字金武３７２１－１
222 平成30年8月30日 沖縄県金武町字金武７１－２2F
223 平成30年8月30日 沖縄県金武町字金武５５２０
224 平成30年8月30日 沖縄県金武町字金武７８６４－１０
225 平成30年8月30日 沖縄県金武町字金武５５４３
226 平成30年8月30日 沖縄県浦添市経塚１－１３－９
227 平成30年8月30日 沖縄県金武町字金武５７３６－１
228 平成30年8月30日 沖縄県宜野座村字惣慶１７３０－７
229 平成30年8月31日 沖縄県豊見城市真玉橋３７６－１
230 平成30年9月3日 沖縄県読谷村字比謝３７８－６301
231 平成30年9月3日 沖縄県宮古島市伊良部字国仲４３２番地
232 平成30年9月3日 沖縄県糸満市西崎町３－５１０－２１６
233 平成30年9月3日 沖縄県豊見城市字翁長８４５－２７
234 平成30年9月4日 沖縄県読谷村字座喜味５２９－３
235 平成30年9月4日 沖縄県糸満市字兼城４７４－９
236 平成30年9月5日 沖縄県石垣市石垣２０３
237 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球405
238 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球404
239 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球410
240 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球512
241 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球402
242 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球408
243 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球502
244 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球511
245 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球609
246 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球401
247 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球409
248 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球412
249 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球504
250 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球612
251 平成30年9月6日 沖縄県宜野湾市伊佐１丁目６－２６
252 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球403
253 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球509
254 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球406
255 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球411
256 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球505
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257 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球507
258 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球508
259 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球601
260 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球604
261 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球606
262 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球608
263 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球506
264 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球510
265 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球603
266 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球610
267 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球611
268 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球407
269 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球501
270 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球503
271 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球602
272 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球605
273 平成30年9月6日 沖縄県浦添市牧港５－９－２アルセ琉球607
274 平成30年9月7日 沖縄県糸満市字照屋１４８
275 平成30年9月7日 沖縄県読谷村字渡慶次１１３４番地与那覇アパート105
276 平成30年9月7日 沖縄県読谷村字大湾６５７番地2F
277 平成30年9月7日 沖縄県読谷村字長浜１９５７－１
278 平成30年9月10日 沖縄県金武町字金武１０６５８
279 平成30年9月10日 沖縄県宜野座村字宜野座１２１８
280 平成30年9月10日 沖縄県宜野座村字宜野座４０６－６
281 平成30年9月10日 沖縄県金武町字金武５６８４－１
282 平成30年9月10日 沖縄県金武町字金武１０４９３－１
283 平成30年9月10日 沖縄県宜野座村字松田２６２９－２２４
284 平成30年9月10日 沖縄県宜野座村字松田５６６－７
285 平成30年9月10日 沖縄県糸満市潮崎町３－２４－３
286 平成30年9月11日 沖縄県北谷町北谷１－２－１ララプレイスリゾート北谷302
287 平成30年9月12日 沖縄県読谷村字大木４７０番地１良政産業アパートR470A
288 平成30年9月13日 沖縄県糸満市潮崎町４?２２?１３
289 平成30年9月13日 沖縄県南城市佐敷字佐敷４１５　１階
290 平成30年9月13日 沖縄県石垣市白保148
291 平成30年9月14日 沖縄県南城市知念字山里３５
292 平成30年9月18日 沖縄県南城市大里字大城８９０
293 平成30年9月18日 沖縄県うるま市高江洲１０７４－１グランド２１207
294 平成30年9月18日 沖縄県宜野湾市真志喜２－１５－２ジョイフルローズ　３階（２０２）、４階（３０３）
295 平成30年9月19日 沖縄県宮古島市平良字松原５３
296 平成30年9月19日 沖縄県糸満市字米須１１８－３
297 平成30年9月19日 沖縄県伊平屋村字田名１６０９
298 平成30年9月20日 沖縄県金武町字金武８０３７－４
299 平成30年9月20日 沖縄県金武町字金武４５－３　２Ｆ
300 平成30年9月20日 沖縄県南風原町字宮城４４２－６
301 平成30年9月20日 沖縄県宜野座村字漢那１３８５－９
302 平成30年9月20日 沖縄県金武町字金武８０５１－１６
303 平成30年9月21日 沖縄県うるま市字田場６番地
304 平成30年9月26日 沖縄県八重瀬町小城３７５
305 平成30年9月26日 沖縄県浦添市牧港４－２－１２キャッスルステージ牧港501
306 平成30年9月27日 沖縄県南城市知念字海野２４０－１
307 平成30年9月28日 沖縄県恩納村字山田２２０８番地１2
308 平成30年9月28日 沖縄県恩納村字山田２２０８番地１1
309 平成30年9月28日 沖縄県石垣市字宮良２６６－２
310 平成30年10月1日 沖縄県南城市知念字久高２３１－２
311 平成30年10月3日 沖縄県石垣市伊原間２６‐４２
312 平成30年10月4日 沖縄県浦添市当山１－３－１８プラネットコア丸金301
313 平成30年10月4日 沖縄県浦添市当山１－３－１８プラネットコア丸金312
314 平成30年10月4日 沖縄県読谷村楚辺１９７３－５
315 平成30年10月15日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬103
316 平成30年10月15日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬206
317 平成30年10月16日 沖縄県石垣市字宮良２１５－１
318 平成30年10月17日 沖縄県豊見城市字豊崎１－５８
319 平成30年10月18日 沖縄県うるま市高江洲１０７４－１グランド２１205
320 平成30年10月18日 沖縄県石垣市登野城６７５
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321 平成30年10月18日 沖縄県うるま市高江洲１０７４－１グランド２１303
322 平成30年10月19日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬109
323 平成30年10月22日 沖縄県金武町字金武５２７８
324 平成30年10月22日 沖縄県金武町字金武８０３８－４４
325 平成30年10月22日 沖縄県恩納村字真栄田７１２番地１オーシャンリゾート真栄田岬209
326 平成30年10月23日 沖縄県石垣市字崎枝２８２－９
327 平成30年10月23日 沖縄県竹富町字小浜１４９６番地１６７
328 平成30年10月23日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬306
329 平成30年10月23日 沖縄県読谷村字古堅１６７番地
330 平成30年10月23日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬307
331 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２301A
332 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２503
333 平成30年10月24日 沖縄県沖縄市知花６丁目３６－４４
334 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２402
335 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２505
336 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２507
337 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２401
338 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２403
339 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２405
340 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２203
341 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２406A
342 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２501
343 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２303A
344 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２502
345 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２302A
346 平成30年10月24日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２506
347 平成30年10月26日 沖縄県名護市幸喜１３９８－１　２Ｆ
348 平成30年10月26日 沖縄県八重瀬町字友寄９０３－６２
349 平成30年10月29日 沖縄県石垣市新川２３番地グランヴィラククル石垣島503
350 平成30年10月31日 沖縄県恩納村字真栄田７１２番地１オーシャンリゾート真栄田岬108
351 平成30年11月2日 沖縄県南城市知念字久手堅３０８番地
352 平成30年11月6日 沖縄県糸満市潮崎町４－１－９
353 平成30年11月6日 沖縄県南城市玉城字前川３６６
354 平成30年11月9日 沖縄県石垣市新川２４８
355 平成30年11月9日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬101
356 平成30年11月12日 沖縄県恩納村字前兼久５２３－１１コーラルリゾートヴィラ沖縄恩納1004
357 平成30年11月12日 沖縄県浦添市宮城２－３６－７
358 平成30年11月12日 沖縄県今帰仁村字崎山４５０番地７
359 平成30年11月13日 沖縄県石垣市字伊原間５０－１
360 平成30年11月13日 沖縄県石垣市字野底１０８６－２０
361 平成30年11月13日 沖縄県糸満市潮崎町３丁目２３番地１２
362 平成30年11月13日 沖縄県南城市知念字安座真１２３８　３号室
363 平成30年11月15日 沖縄県中城村字久場２０３８番地アイプラザ中城302
364 平成30年11月15日 沖縄県中城村字久場２０３８番地アイプラザ中城301
365 平成30年11月19日 沖縄県金武町屋嘉７８Ｍｒ．ｓｎｏｗｂａｌｌ401
366 平成30年11月19日 沖縄県金武町屋嘉７８Ｍｒ．ｓｎｏｗｂａｌｌ402
367 平成30年11月20日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬104
368 平成30年11月21日 沖縄県宜野座村字宜野座８４９
369 平成30年11月21日 沖縄県うるま市石川１８７１－９
370 平成30年11月21日 沖縄県伊平屋村字島尻１７９７－１
371 平成30年11月22日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬201
372 平成30年11月22日 沖縄県宜野座村字宜野座１５４－３
373 平成30年11月22日 沖縄県金武町字金武７９０６－１ラフォーレゆん1F
374 平成30年11月26日 沖縄県恩納村真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬208
375 平成30年11月28日 沖縄県恩納村字前兼久５２３－１１コーラルリゾートヴィラ沖縄恩納1104
376 平成30年12月4日 沖縄県伊平屋村字島尻９４番地
377 平成30年12月5日 沖縄県宜野湾市野嵩１丁目３番９号2F
378 平成30年12月6日 沖縄県北谷町字港１５番地４８2F
379 平成30年12月7日 沖縄県石垣市大川１６４－４メゾンエスポアール201
380 平成30年12月7日 沖縄県石垣市大川１６４－４メゾンエスポアール303
381 平成30年12月7日 沖縄県石垣市大川１６４－４メゾンエスポアール302
382 平成30年12月7日 沖縄県石垣市大川１６４－４メゾンエスポアール301
383 平成30年12月10日 沖縄県金武町字金武４１９６－２１
384 平成30年12月10日 沖縄県南城市知念字海野２０７－１
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385 平成30年12月13日 沖縄県沖縄市中央２－１－３０ゲストハウスＫｏｚａＧａｔｅ２302
386 平成30年12月13日 沖縄県沖縄市中央２－１－３０ゲストハウスＫｏｚａＧａｔｅ２303
387 平成30年12月13日 沖縄県沖縄市中央２－１－３０ゲストハウスＫｏｚａＧａｔｅ２301
388 平成30年12月13日 沖縄県沖縄市中央２－１－３０ゲストハウスＫｏｚａＧａｔｅ２304
389 平成30年12月14日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬210
390 平成30年12月14日 沖縄県石垣市字大浜２０６４－４９１
391 平成30年12月17日 沖縄県宜野座村字惣慶１５７８２Ｆ
392 平成30年12月18日 沖縄県北中城村字島袋１４２２－１205
393 平成30年12月18日 沖縄県北中城村字島袋１４２２－１305
394 平成30年12月18日 沖縄県北中城村字島袋１４２２－１201
395 平成30年12月18日 沖縄県北中城村字島袋１４２２－１301
396 平成30年12月18日 沖縄県中城村字添石４５０－１
397 平成30年12月18日 沖縄県北中城村字島袋１４２２－１202
398 平成30年12月18日 沖縄県北中城村字島袋１４２２－１302
399 平成30年12月18日 沖縄県北中城村字島袋１４２２－１203
400 平成30年12月18日 沖縄県北中城村字島袋１４２２－１303
401 平成30年12月19日 沖縄県宜野湾市宇地泊８０４番地レインボーテラス101
402 平成30年12月19日 沖縄県宜野湾市字宇地泊８０４番地レインボーテラス102
403 平成30年12月20日 沖縄県石垣市新栄町２－１３，２－１４
404 平成30年12月20日 沖縄県うるま市与那城屋慶名１６５６1F
405 平成30年12月26日 沖縄県宮古島市伊良部字国仲４３３番地１
406 平成30年12月27日 沖縄県南城市大里字稲嶺２０６５－９
407 平成30年12月28日 沖縄県八重瀬町字世名城８７－２
408 平成30年12月28日 沖縄県八重瀬町字世名城８７－１
409 平成30年12月28日 沖縄県北中城村字瑞慶覧６０１番地
410 平成31年1月4日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬205
411 平成31年1月9日 沖縄県沖縄市与儀１－３０－６201
412 平成31年1月10日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２301B
413 平成31年1月10日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２303B
414 平成31年1月10日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２302B
415 平成31年1月15日 沖縄県うるま市安慶名２－２２－５
416 平成31年1月16日 沖縄県北谷町宮城３－２２０シャトーラメール２406B
417 平成31年1月17日 沖縄県北谷町美浜二丁目７番地８エルソルタウンビル　２ＦF1
418 平成31年1月17日 沖縄県中城村字伊舎堂２８４?５３
419 平成31年1月24日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛304
420 平成31年1月24日 沖縄県豊見城市字与根１９７テラス凛103
421 平成31年1月29日 沖縄県北谷町北谷１－１３－６コーポサザンウィング405
422 平成31年1月29日 沖縄県北谷町北谷１－１３－６コーポサザンウィング305
423 平成31年1月29日 沖縄県北谷町北谷１－１３－６コーポサザンウィング403
424 平成31年1月29日 沖縄県北谷町北谷１－１３－６コーポサザンウィング404
425 平成31年1月29日 沖縄県北谷町北谷１－１３－６コーポサザンウィング301
426 平成31年1月29日 沖縄県北谷町北谷１－１３－６コーポサザンウィング204
427 平成31年1月29日 沖縄県北谷町北谷１－１３－６コーポサザンウィング104
428 平成31年1月29日 沖縄県北谷町北谷１－１３－６コーポサザンウィング205
429 平成31年1月30日 沖縄県糸満市潮崎町３－８－９
430 平成31年1月30日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６番地２シティライフ宮古ラヴニール706
431 平成31年1月30日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６番地２シティライフ宮古ラヴニール804
432 平成31年1月30日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６番地２シティライフ宮古ラヴニール805
433 平成31年1月30日 沖縄県宜野湾市真志喜２－２３－２2F
434 平成31年1月30日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６番地２シティライフ宮古ラヴニール1001
435 平成31年1月31日 沖縄県南風原町字与那覇４９０　１Ｆ
436 平成31年2月1日 沖縄県名護市饒平名２５３ララコートシーサイド屋我地204
437 平成31年2月1日 沖縄県南城市知念字久原５８９
438 平成31年2月1日 沖縄県石垣市字真栄里９
439 平成31年2月1日 沖縄県竹富町字小浜２９
440 平成31年2月12日 沖縄県名護市宮里５－５－３６
441 平成31年2月15日 沖縄県宮古島市城辺字砂川６９０－５
442 平成31年2月18日 沖縄県豊見城市字豊崎１－１３８
443 平成31年2月19日 沖縄県糸満市西川町２０－１７
444 平成31年2月21日 沖縄県読谷村瀬名波９５０ー３２Ｆ
445 平成31年2月21日 沖縄県石垣市字石垣１０９番地１
446 平成31年2月21日 沖縄県読谷村瀬名波９５０ー３４Ｆ
447 平成31年2月25日 沖縄県北谷町北谷１―４―６伊禮ビル202
448 平成31年2月25日 沖縄県北谷町北谷１―４―６伊禮ビル203
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449 平成31年2月25日 沖縄県北谷町北谷１―４―６伊禮ビル201
450 平成31年2月26日 沖縄県北中城村島袋５０８
451 平成31年2月26日 沖縄県伊平屋村字田名１６０６
452 平成31年2月26日 沖縄県名護市東江５－１８－７ウィンベル沖縄名護コーラルビュー404
453 平成31年2月27日 沖縄県八重瀬町字伊覇１２８－２
454 平成31年3月4日 沖縄県南風原町字照屋２５－１
455 平成31年3月8日 沖縄県中城村字南上原５３２番地ベネフィットマンション501
456 平成31年3月11日 沖縄県糸満市字大度３８－１
457 平成31年3月13日 沖縄県南城市玉城字船越１２１８－４
458 平成31年3月13日 沖縄県うるま市与那城桃原２６８ＭＡＲＵＨＯＵＳＥ2F
459 平成31年3月15日 沖縄県うるま市みどり町１－３－２３3F
460 平成31年3月18日 沖縄県石垣市新川２０５－３
461 平成31年3月18日 沖縄県恩納村字冨着５５４－１－５４プリンスプラージュ605
462 平成31年3月18日 沖縄県宮古島市平良字西里３０３番地
463 平成31年3月19日 沖縄県恩納村前兼久５２３－１１コーラルリゾートヴィラ沖縄恩納802
464 平成31年3月20日 沖縄県南風原町字山川２７２－１
465 平成31年3月20日 沖縄県八重瀬町字世名城２２０番地　２Ｆ
466 平成31年3月20日 沖縄県石垣市野底３２４番地２
467 平成31年3月25日 沖縄県恩納村山田２８１６
468 平成31年3月27日 沖縄県うるま市石川東恩納４６５－１1F
469 平成31年3月27日 沖縄県うるま市石川東恩納４６５－１2F
470 平成31年3月28日 沖縄県石垣市大浜３１０番地１
471 平成31年3月29日 沖縄県北谷町北谷２－６－３
472 平成31年4月1日 沖縄県恩納村字冨着５５４－１プリンスプラージュ沖縄602
473 平成31年4月2日 沖縄県石垣市平得３５
474 平成31年4月2日 沖縄県うるま市石川東恩納９７９－１６
475 平成31年4月3日 沖縄県石垣市真栄里３４０―７エストレージャ真栄里３階
476 平成31年4月3日 沖縄県石垣市真栄里３４０エストレージャ真栄里４階
477 平成31年4月3日 沖縄県北谷町宮城１－２１７
478 平成31年4月4日 沖縄県宮古島市平良字西下里７８８－２
479 平成31年4月5日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７９８－２
480 平成31年4月8日 沖縄県北中城村喜舎場１５２４番地１５２２番地建物番号６号
481 平成31年4月9日 沖縄県宮古島市城辺字保良９０１番地５
482 平成31年4月9日 沖縄県宮古島市平良字西里５７－２６
483 平成31年4月12日 沖縄県名護市宮里４－１９－１３上地アパート201
484 平成31年4月17日 沖縄県宮古島市平良字西里６５８－６
485 平成31年4月19日 沖縄県石垣市字伊原間２６－１３
486 平成31年4月19日 沖縄県宜野湾市長田１－１５－１１１・２階
487 平成31年4月19日 沖縄県糸満市潮崎町４－２３－３
488 平成31年4月22日 沖縄県恩納村字名嘉真２２８８番地４２１
489 平成31年4月25日 沖縄県中城村字泊６３番地
490 平成31年4月26日 沖縄県うるま市勝連浜７６
491 平成31年4月26日 沖縄県沖縄市中央１丁目１４番７号３Ｆ
492 令和元年5月9日 沖縄県糸満市潮崎町四丁目１９番地の２
493 令和元年5月9日 沖縄県糸満市字喜屋武１３０３－１
494 令和元年5月16日 沖縄県多良間村字塩川２８９
495 令和元年5月17日 沖縄県石垣市崎枝５３０ー２４
496 令和元年5月20日 沖縄県宮古島市城辺字西里添１２９２－１
497 令和元年5月21日 沖縄県宮古島市城辺字福里２０１－２
498 令和元年5月21日 沖縄県宮古島市平良字西里４６２－２
499 令和元年5月21日 沖縄県糸満市西崎町３－１２６
500 令和元年5月22日 沖縄県石垣市字真栄里３４５－９メゾンドユイ105
501 令和元年5月23日 沖縄県北谷町北前２５７アロハマンション302
502 令和元年5月24日 沖縄県豊見城市字豊崎１－１００８
503 令和元年5月27日 沖縄県石垣市川平１２１６－２６２
504 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷303
505 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷501
506 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷602
507 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷204
508 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷402
509 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷503
510 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷604
511 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷202
512 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷301
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513 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷302
514 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷601
515 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷401
516 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷403
517 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷502
518 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷603
519 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷203
520 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷304
521 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷404
522 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷201
523 令和元年5月28日 沖縄県北谷町北前１－１３－１ＯｎｅＳｔｙｌｅ北谷504
524 令和元年5月29日 沖縄県宜野湾市嘉数１－１４－１
525 令和元年5月29日 沖縄県石垣市字伊原間２６－５
526 令和元年5月30日 沖縄県浦添市字経塚２９２－１
527 令和元年5月31日 沖縄県与那原町字板良敷４－１２
528 令和元年5月31日 沖縄県読谷村字宇座３３９番地
529 令和元年6月3日 沖縄県浦添市勢理客１－１５－３０サンフローラル302
530 令和元年6月4日 沖縄県糸満市字小波蔵１４５－１
531 令和元年6月5日 沖縄県石垣市字大川６６番地
532 令和元年6月10日 沖縄県宮古島市平良字久貝７０２番地２
533 令和元年6月10日 沖縄県南風原町字大名３４３－１
534 令和元年6月13日 沖縄県浦添市字沢岻５６－２
535 令和元年6月14日 沖縄県石垣市川平８５２番２
536 令和元年6月19日 沖縄県恩納村名嘉真２２８８番地２９２
537 令和元年6月21日 沖縄県南城市玉城字富里１３８－５
538 令和元年6月28日 沖縄県糸満市潮崎町４－１－８
539 令和元年7月2日 沖縄県豊見城市字豊崎１－１１４０　２階
540 令和元年7月5日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬202
541 令和元年7月5日 沖縄県石垣市新川２４９３－３
542 令和元年7月8日 沖縄県北谷町字上勢頭７０２－１１202
543 令和元年7月8日 沖縄県北中城村字仲順２３９番地101
544 令和元年7月8日 沖縄県北谷町字上勢頭７０２－１１201
545 令和元年7月9日 沖縄県読谷村字都屋１０８番地２
546 令和元年7月9日 沖縄県石垣市字石垣６８番地アーバンテラス1F
547 令和元年7月10日 沖縄県北谷町字美浜１５番地１４Ｄ－１１
548 令和元年7月11日 沖縄県読谷村字喜名３２３番地３
549 令和元年7月16日 沖縄県読谷村楚辺１９４３－１
550 令和元年7月16日 沖縄県宮古島市平良字西里７－１０
551 令和元年7月18日 沖縄県宜野湾市大謝名２－６－５
552 令和元年7月18日 沖縄県南城市玉城字當山１７０－６
553 令和元年7月23日 沖縄県石垣市桴海６４４?３０
554 令和元年7月23日 沖縄県石垣市字真栄里３４５－９メゾンドユイ102
555 令和元年7月23日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬304
556 令和元年7月23日 沖縄県宮古島市平良字狩俣８０７－３
557 令和元年7月24日 沖縄県中城村奥間８５１－２
558 令和元年7月24日 沖縄県恩納村字冨着５５４番地１901
559 令和元年7月25日 沖縄県読谷村字古堅１８６番地
560 令和元年7月26日 沖縄県読谷村字比謝１７５－１
561 令和元年7月26日 沖縄県恩納村字真栄田７１２番地１オーシャンリゾート真栄田岬207
562 令和元年7月31日 沖縄県石垣市新川２３番地グランヴィラククル石垣島604
563 令和元年7月31日 沖縄県石垣市新川２３番地グランヴィラククル石垣島603
564 令和元年7月31日 沖縄県浦添市勢理客１－１５－３０サンフローラル301
565 令和元年7月31日 沖縄県読谷村字座喜味２７１７－７２
566 令和元年8月2日 沖縄県宮古島市平良東仲宗根添１６３５－３０
567 令和元年8月2日 沖縄県糸満市字伊原８
568 令和元年8月2日 沖縄県宮古島市平良西里９６１番地２
569 令和元年8月5日 沖縄県糸満市字兼城２９
570 令和元年8月5日 沖縄県伊平屋村字我喜屋１８０８－１
571 令和元年8月5日 沖縄県豊見城市字豊崎１－９０９
572 令和元年8月5日 沖縄県読谷村字瀬名波１１１１－４
573 令和元年8月6日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根３６６
574 令和元年8月8日 沖縄県読谷村字都屋１０８番地２302
575 令和元年8月13日 沖縄県北中城村字美崎２０９－１東マンション107
576 令和元年8月13日 沖縄県石垣市新川２２５０―１201
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577 令和元年8月13日 沖縄県北中城村字美崎２０９－１東マンション102
578 令和元年8月13日 沖縄県北中城村字美崎２０９－１東マンション103
579 令和元年8月13日 沖縄県北中城村字美崎２０９－１東マンション106
580 令和元年8月14日 沖縄県宜野湾市新城二丁目９番２０号２階西田集合住宅
581 令和元年8月15日 沖縄県読谷村字楚辺１９７３－６
582 令和元年8月16日 沖縄県豊見城市字豊見城４９５－３どっとヒルズ202
583 令和元年8月16日 沖縄県豊見城市字豊見城４９５－３どっとヒルズ301
584 令和元年8月16日 沖縄県豊見城市字豊見城４９５－３どっとヒルズ201
585 令和元年8月16日 沖縄県豊見城市字豊見城４９５－３どっとヒルズ302
586 令和元年8月16日 沖縄県うるま市字兼箇段９０８番地６ピュアライフＳｈｉｍａ205
587 令和元年8月19日 沖縄県東村字慶佐次１８７
588 令和元年8月21日 沖縄県糸満市潮崎町３－１７－２
589 令和元年8月22日 沖縄県糸満市潮崎町４－２１－４
590 令和元年8月28日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ202
591 令和元年8月28日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ302
592 令和元年8月28日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ203
593 令和元年8月28日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ201
594 令和元年8月28日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ301
595 令和元年8月28日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ303
596 令和元年8月30日 沖縄県宮古島市平良字下里１３５６－５
597 令和元年9月3日 沖縄県宮古島市平良久貝７８
598 令和元年9月3日 沖縄県宜野湾市字佐真下１６２番地１６　２Ｆ
599 令和元年9月5日 沖縄県糸満市潮崎町３－２８－１０
600 令和元年9月9日 沖縄県金武町字金武３９０５－２　１Ｆ
601 令和元年9月9日 沖縄県うるま市高江洲１０７４ー１グランド２１403
602 令和元年9月11日 沖縄県石垣市字石垣７３６番地３９
603 令和元年9月12日 沖縄県石垣市１８２０－３７伊志嶺邸
604 令和元年9月18日 沖縄県名護市我部祖河２３５
605 令和元年9月20日 沖縄県石垣市平得１２５－６
606 令和元年9月24日 沖縄県中城村字津覇８１２－２
607 令和元年9月24日 沖縄県八重瀬町字新城９８２
608 令和元年9月26日 沖縄県うるま市みどり町２－１５－１１
609 令和元年9月26日 沖縄県うるま市みどり町６－１３－８－１ケイホームズ　１Ｆ
610 令和元年9月30日 沖縄県豊見城市字根差部５９０
611 令和元年9月30日 沖縄県南城市佐敷字手登根１１９－３
612 令和元年9月30日 沖縄県北中城村字島袋９５番地１階
613 令和元年10月3日 沖縄県うるま市石川東恩納３７７－７　３Ｆ3F
614 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ601
615 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ703
616 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ603
617 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ801
618 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ503
619 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ702
620 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ402
621 令和元年10月7日 沖縄県宮古島市伊良部字長浜１３６
622 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ602
623 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ701
624 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ802
625 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ803
626 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ401
627 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ501
628 令和元年10月7日 沖縄県糸満市字糸満１５０２番地２ＥＸｓａｉｓｏｎ502
629 令和元年10月11日 沖縄県宮古島市平良字下里２１９番地１０シャルル
630 令和元年10月15日 沖縄県宜野座村字惣慶４７５
631 令和元年10月15日 沖縄県八重瀬町字具志頭１１３－２
632 令和元年10月15日 沖縄県金武町字金武１１０８９－３
633 令和元年10月16日 沖縄県石垣市新川２４４６
634 令和元年10月16日 沖縄県宜野湾市字宇地泊８７番地２階202
635 令和元年10月16日 沖縄県宮古島市伊良部字前里添６１３－５番地
636 令和元年10月17日 沖縄県金武町字金武３７１４－８
637 令和元年10月17日 沖縄県読谷村字瀬名波２５３－２２Ｆpono
638 令和元年10月23日 沖縄県うるま市与那城平安座２９２番地
639 令和元年11月5日 沖縄県豊見城市豊見城５００－２ホワイトヒルズＡ棟301
640 令和元年11月5日 沖縄県豊見城市豊見城５００－２ホワイトヒルズＢ棟202
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641 令和元年11月5日 沖縄県豊見城市豊見城５００－２ホワイトヒルズＡ棟202
642 令和元年11月5日 沖縄県豊見城市豊見城５００－２ホワイトヒルズＡ棟203
643 令和元年11月7日 沖縄県石垣市字宮良１００４－９
644 令和元年11月7日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添１２８７番地
645 令和元年11月8日 沖縄県石垣市字桃里１６５－５５３
646 令和元年11月15日 沖縄県糸満市潮崎町４－１４－７
647 令和元年11月18日 沖縄県久米島町字真謝３６２
648 令和元年11月25日 沖縄県石垣市浜崎町２－３－３２ケントクレール石垣ベイ201
649 令和元年11月25日 沖縄県石垣市浜崎町２－３－３２ケントクレール石垣ベイ310
650 令和元年11月26日 沖縄県石垣市浜崎町２－３－３２ケントクレール石垣ベイ408
651 令和元年11月28日 沖縄県宮古島市城辺保良３６５
652 令和元年11月29日 沖縄県石垣市字野底４３５番地
653 令和元年12月4日 沖縄県石垣市字登野城１２６６－６
654 令和元年12月4日 沖縄県沖縄市久保田三丁目９番６号エンズプラザライカム301
655 令和元年12月5日 沖縄県読谷村字上地２９２番地　１Ｆ
656 令和元年12月5日 沖縄県石垣市新川１６４１－８
657 令和元年12月5日 沖縄県読谷村字大木３３４番地２
658 令和元年12月5日 沖縄県読谷村字長浜１２０９番地１
659 令和元年12月6日 沖縄県与那原町字与那原３５８１－２
660 令和元年12月9日 沖縄県石垣市大川１９８?２
661 令和元年12月12日 沖縄県糸満市潮崎町４－６－３
662 令和元年12月17日 沖縄県読谷村字長浜１１８９番地３コーラルビューザンパ303
663 令和元年12月17日 沖縄県読谷村字長浜１１８９番地３コーラルビューザンパ205
664 令和元年12月17日 沖縄県読谷村字長浜１１８９番地３コーラルビューザンパ305
665 令和元年12月19日 沖縄県石垣市登野城４８８
666 令和元年12月24日 沖縄県沖縄市安慶田３丁目２番８号２Ｆ
667 令和元年12月25日 沖縄県沖縄市久保田３丁目９番６号エンズプラザライカム601
668 令和元年12月26日 沖縄県うるま市字宇堅１１９８番地２階
669 令和元年12月26日 沖縄県南風原町字宮平４４２－４
670 令和元年12月27日 沖縄県恩納村字冨着５５４番地１－９９プリンスプラージュ沖縄1003
671 令和元年12月27日 沖縄県石垣市字石垣４８番地いしがき４８303
672 令和元年12月27日 沖縄県大宜味村字塩屋４０６
673 令和元年12月27日 沖縄県石垣市字石垣４８番地いしがき４８305
674 令和2年1月7日 沖縄県読谷村字古堅１７３＃１０５
675 令和2年1月14日 沖縄県石垣市字大川１２２ー６
676 令和2年1月15日 沖縄県宮古島市下地字上地６２－１３
677 令和2年1月20日 沖縄県うるま市与那城桃原３８１－１
678 令和2年1月20日 沖縄県豊見城市豊崎１－９１６
679 令和2年1月21日 沖縄県沖縄市比屋根１丁目１６番地９201
680 令和2年1月27日 沖縄県石垣市字石垣６８番地アーバンテラス3F
681 令和2年1月27日 沖縄県石垣市字石垣６８番地アーバンテラス2F
682 令和2年1月29日 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部８１８‐２２　テラス棟
683 令和2年1月30日 沖縄県与那原町字板良敷３６２－２
684 令和2年1月31日 沖縄県八重瀬町字富盛３２０　１Ｆ
685 令和2年2月4日 沖縄県中城村南上原１１１２－１オーシャンビュー松山Ⅱ4F
686 令和2年2月7日 沖縄県久米島町字真謝９番地
687 令和2年2月18日 沖縄県糸満市字豊原９４－５
688 令和2年2月26日 沖縄県恩納村字冨着５５４－１プリンスプラージュ沖縄211
689 令和2年2月28日 沖縄県伊平屋村字田名１６３５－１
690 令和2年2月28日 沖縄県南城市玉城字當山１４４－２
691 令和2年3月5日 沖縄県西原町字幸地３２４－３　坂田ハイツ
692 令和2年3月11日 沖縄県糸満市字兼城５１４－２　２Ｆ～３Ｆ
693 令和2年3月16日 沖縄県石垣市真栄里７２２－２４
694 令和2年3月19日 沖縄県糸満市字武富６０３－９
695 令和2年3月19日 沖縄県読谷村字楚辺１９７２
696 令和2年3月19日 沖縄県西原町上原２－２６－９ブリッジコテージ100
697 令和2年3月23日 沖縄県糸満市字真栄里２０５３－１６
698 令和2年3月25日 沖縄県うるま市字田場３５番地
699 令和2年3月25日 沖縄県南城市大里字大里８０５
700 令和2年3月27日 沖縄県宮古島市平良下里１０７４－１シンアイマンション２201
701 令和2年3月27日 沖縄県糸満市字大度２５５－２０
702 令和2年3月27日 沖縄県石垣市白保５１９－１ブィラヨネオスプラス302
703 令和2年3月27日 沖縄県宮古島市平良下里１０７４－１シンアイマンション２202
704 令和2年3月30日 沖縄県うるま市字安慶名９４７番地３1F
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705 令和2年4月3日 沖縄県南城市知念字安座真１２３２－１
706 令和2年4月6日 沖縄県豊見城市字与根２２５－６
707 令和2年4月14日 沖縄県宜野座村字漢那２２７９－９
708 令和2年5月1日 沖縄県恩納村字名嘉真２２８８－５３０
709 令和2年5月7日 沖縄県中城村字久場１０番地３
710 令和2年5月13日 沖縄県糸満市字名城８４２－１
711 令和2年5月13日 沖縄県糸満市字名城８３４
712 令和2年5月18日 沖縄県恩納村冨着５５４―１プリンスプラージュ沖縄1008
713 令和2年5月20日 沖縄県宮古島市平良字下里１０８９番地２ガーデンヒルズ宮古島Ｄ棟201
714 令和2年5月20日 沖縄県宮古島市平良字下里１０８９番地２ガーデンヒルズ宮古島Ｄ棟203
715 令和2年5月20日 沖縄県宮古島市平良字下里１０８９番地２ガーデンヒルズ宮古島Ｄ棟101
716 令和2年5月20日 沖縄県宮古島市平良字下里１０８９番地２ガーデンヒルズ宮古島Ｄ棟102
717 令和2年5月20日 沖縄県宮古島市平良字下里１０８９番地２ガーデンヒルズ宮古島Ｄ棟105
718 令和2年5月20日 沖縄県宮古島市平良字下里１０８９番地２ガーデンヒルズ宮古島Ｄ棟205
719 令和2年5月20日 沖縄県宮古島市平良字下里１０８９番地２ガーデンヒルズ宮古島Ｄ棟202
720 令和2年5月20日 沖縄県宮古島市平良字下里１０８９番地２ガーデンヒルズ宮古島Ｄ棟103
721 令和2年6月2日 沖縄県名護市字山入端１２５
722 令和2年6月11日 沖縄県石垣市石垣１５７番地４Ｃｏｕｒｔ　ＭＯＲＥT
723 令和2年6月22日 沖縄県宜野湾市大謝名３－９－１２
724 令和2年6月25日 沖縄県糸満市潮崎町４－２３－１
725 令和2年6月25日 沖縄県糸満市潮崎町４ー８ー１７　２Ｆ
726 令和2年6月25日 沖縄県糸満市潮崎町４ー８ー１７　１Ｆ
727 令和2年6月25日 沖縄県糸満市字真栄里１０３番地
728 令和2年6月26日 沖縄県石垣市野底１０８９－１
729 令和2年6月29日 沖縄県名護市久志１４７９－３
730 令和2年7月1日 沖縄県恩納村字仲泊４３恩納ビーチスクエア
731 令和2年7月7日 沖縄県石垣市新川２４９３－２１
732 令和2年7月10日 沖縄県糸満市潮崎町４－８－１１
733 令和2年7月10日 沖縄県北中城村字仲順２３９番地201
734 令和2年7月13日 沖縄県石垣市石垣６４４番地３
735 令和2年7月13日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根４４８－２
736 令和2年7月14日 沖縄県南城市大里字稲嶺２８４７
737 令和2年7月15日 沖縄県北中城村字仲順２３９番地202
738 令和2年7月15日 沖縄県北中城村字仲順２３９番地102
739 令和2年7月16日 沖縄県伊江村東江前４８３－２山城製菓
740 令和2年7月17日 沖縄県石垣市八島町２－１１－３
741 令和2年7月21日 沖縄県宮古島市下地上地４３５－１
742 令和2年7月21日 沖縄県恩納村山田６６９－１2F
743 令和2年7月27日 沖縄県石垣市字大浜２２１－３
744 令和2年7月28日 沖縄県座間味村字座間味７６
745 令和2年7月31日 沖縄県石垣市字大浜２２１－２
746 令和2年8月3日 沖縄県宜野湾市大謝名２－２－４０
747 令和2年8月17日 沖縄県恩納村字真栄田１４１２－２
748 令和2年8月21日 沖縄県石垣市新川１８６番地２
749 令和2年8月24日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根１１２ラ・ルーチェ東仲宗根101
750 令和2年8月27日 沖縄県石垣市字川平１２１６番地２１１
751 令和2年8月28日 沖縄県糸満市字大渡２５５ー１３
752 令和2年9月4日 沖縄県名護市東江３－２－１４
753 令和2年9月17日 沖縄県浦添市牧港３－３２－６
754 令和2年9月18日 沖縄県沖縄市字大里９８－９オアシスピーチハウス203
755 令和2年9月18日 沖縄県沖縄市字大里９８－９オアシスピーチハウス201
756 令和2年9月18日 沖縄県沖縄市字大里９８－９オアシスピーチハウス202
757 令和2年9月25日 沖縄県南風原町字照屋１０　３Ｆ
758 令和2年10月5日 沖縄県糸満市潮崎町３－２７－２
759 令和2年10月9日 沖縄県糸満市字名城８７８
760 令和2年10月9日 沖縄県読谷村字楚辺１３９５番地１５２
761 令和2年10月9日 沖縄県石垣市大浜３０７－５
762 令和2年10月9日 沖縄県石垣市大浜３０７－５
763 令和2年10月12日 沖縄県宮古島市平良字荷川取１７２　１Ｆ
764 令和2年10月14日 沖縄県石垣市大川１９８－１１
765 令和2年10月21日 沖縄県竹富町竹富６０２番地ー
766 令和2年10月27日 沖縄県南城市知念字安座真１２７４－１
767 令和2年10月29日 沖縄県沖縄市中央一丁目２５番１３号202
768 令和2年11月5日 沖縄県金武町字金武９０４４
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769 令和2年11月9日 沖縄県八重瀬町字当銘１６４－１
770 令和2年11月10日 沖縄県北谷町字上勢頭５４３番地２Ｖｉｌｌａ　Ｂｌｕ　Ｏｋｉｎａｗａ　Ｃｈａｔａｎ201
771 令和2年11月10日 沖縄県北谷町字上勢頭５４３番地２Ｖｉｌｌａ　Ｂｌｕ　Ｏｋｉｎａｗａ　Ｃｈａｔａｎ302
772 令和2年11月10日 沖縄県北谷町字上勢頭５４３番地２Ｖｉｌｌａ　Ｂｌｕ　Ｏｋｉｎａｗａ　Ｃｈａｔａｎ203
773 令和2年11月10日 沖縄県北谷町字上勢頭５４３番地２Ｖｉｌｌａ　Ｂｌｕ　Ｏｋｉｎａｗａ　Ｃｈａｔａｎ303
774 令和2年11月16日 沖縄県宜野湾市大謝名４－２１－１２
775 令和2年11月16日 沖縄県宮古島市伊良部字前里添２２７番地
776 令和2年11月19日 沖縄県宮古島市下地字来間３７３番地
777 令和2年11月19日 沖縄県南城市玉城字親慶原１５３－３
778 令和2年11月24日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７２３番地３８
779 令和2年11月24日 沖縄県南城市佐敷字新里１３４
780 令和2年11月30日 沖縄県恩納村字真栄田７１２番地２真栄田グランブルー101
781 令和2年12月1日 沖縄県糸満市字新垣１８
782 令和2年12月2日 沖縄県石垣市真栄里６６－２
783 令和2年12月3日 沖縄県読谷村字長浜３２４　２階
784 令和2年12月10日 沖縄県八重瀬町字東風平６３３－５
785 令和2年12月10日 沖縄県糸満市字兼城３６０－１０
786 令和2年12月18日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－１オーシャンリゾート真栄田岬301
787 令和2年12月21日 沖縄県与那原町字板良敷４９５－１１
788 令和2年12月23日 沖縄県うるま市字上江洲９２８－４デミルナ303
789 令和2年12月28日 沖縄県恩納村真栄田７１２番地２真栄田岬グランブルー102
790 令和3年1月8日 沖縄県南城市玉城字志堅原３６３
791 令和3年1月15日 沖縄県石垣市字大川３８５番３
792 令和3年1月19日 沖縄県石垣市大浜４７９－２１2
793 令和3年1月27日 沖縄県恩納村字真栄田７１２番地２真栄田岬グランブルー203
794 令和3年2月2日 沖縄県南城市知念字知念１１０８－６
795 令和3年2月15日 沖縄県恩納村真栄田７１２－２真栄田岬グランブルー413
796 令和3年2月25日 沖縄県糸満市字米須１２２
797 令和3年3月1日 沖縄県糸満市字米須７－２
798 令和3年3月10日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－２真栄田岬グランブルー406
799 令和3年3月11日 沖縄県糸満市潮崎町３－２７－６
800 令和3年3月11日 沖縄県南城市知念字安座真８８
801 令和3年3月18日 沖縄県糸満市字大渡１６２
802 令和3年3月18日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－２真栄田岬グランブルー206
803 令和3年3月26日 沖縄県石垣市新川２２５０－１ＨＩイン石垣島101
804 令和3年4月12日 沖縄県南城市佐敷字新里３４６－１
805 令和3年4月19日 沖縄県石垣市字登野城８１０－１
806 令和3年4月21日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添２８８５
807 令和3年4月28日 沖縄県恩納村字仲泊１４２５－１０
808 令和3年5月7日 沖縄県久米島町字宇根６８８－１
809 令和3年5月10日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７００－１０－１プラージュガーデンプレイスＡ棟101
810 令和3年5月13日 沖縄県糸満市潮崎町３－１５－１６
811 令和3年5月19日 沖縄県石垣市浜崎町２－３－３２ケントクレール石垣ベイ207
812 令和3年5月25日 沖縄県糸満市字糸満２１３１第２うえだ荘２階
813 令和3年5月27日 沖縄県宮古島市伊良部字前里添７２０－１
814 令和3年6月1日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７００－１０－１０プラージュガーデンプレイスＡ棟111
815 令和3年6月16日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－２真栄田岬グランブルー403
816 令和3年6月21日 沖縄県うるま市字上江洲２６９－１－３Ｆ
817 令和3年7月1日 沖縄県渡嘉敷村字渡嘉敷２９番地
818 令和3年7月1日 沖縄県糸満市字南波平１４番地
819 令和3年7月14日 沖縄県うるま市石川東恩納１４５６－３８
820 令和3年7月15日 沖縄県南城市知念字安座真１０４１－１
821 令和3年7月16日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８２７－２
822 令和3年7月19日 沖縄県名護市饒平名２５３ララコートシーサイド屋我地301
823 令和3年7月20日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７００番８の２プラージュガーデンプレイスＣ棟102
824 令和3年7月20日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７００番８の４プラージュガーデンプレイスＣ棟105
825 令和3年7月20日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７００番８の３プラージュガーデンプレイスＣ棟103
826 令和3年7月20日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７００番８の１プラージュガーデンプレイスＣ棟101
827 令和3年7月26日 沖縄県石垣市大川１４２番地田島アパート1
828 令和3年7月29日 沖縄県恩納村字前兼久５２３－１１コーラルリゾートヴィラ沖縄恩納803
829 令和3年8月11日 沖縄県宮古島市伊良部字国仲８６番地１８
830 令和3年8月17日 沖縄県金武町字屋嘉２７４０番地プレミアムコート金武屋嘉901
831 令和3年8月17日 沖縄県沖縄市高原４－２６－１３
832 令和3年8月20日 沖縄県読谷村字楚辺２０４１－１
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833 令和3年8月26日 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根３９－１
834 令和3年9月1日 沖縄県名護市東江５－１８－７ウィンベル沖縄名護コーラルビュー301
835 令和3年9月8日 沖縄県宮古島市伊良部前里添６６２－３
836 令和3年9月10日 沖縄県宜野座村字惣慶８８５－１
837 令和3年9月29日 沖縄県石垣市新川２２５０－１ＨＩイン石垣島103
838 令和3年9月29日 沖縄県石垣市新川２２５０－１ＨＩイン石垣島102
839 令和3年10月5日 沖縄県恩納村字真栄田７１２－２真栄田岬グランブルー407
840 令和3年10月7日 沖縄県恩納村字真栄田１８５０－１
841 令和3年10月7日 沖縄県石垣市桃里１６５－１２
842 令和3年10月12日 沖縄県糸満市字大渡２５５－２３
843 令和3年10月26日 沖縄県石垣市登野城５１８番地３ＫＡＷＡＤＡ　ＨＯＵＳＥ202
844 令和3年11月4日 沖縄県宮古島市平良字久貝６６８－５クリスタルコート708
845 令和3年11月4日 沖縄県宮古島市平良字久貝６６８－５クリスタルコート705
846 令和3年11月4日 沖縄県宮古島市平良字久貝６６８－５クリスタルコート702
847 令和3年11月4日 沖縄県宮古島市平良字久貝６６８－５クリスタルコート707
848 令和3年11月4日 沖縄県宮古島市平良字久貝６６８－５クリスタルコート703
849 令和3年11月4日 沖縄県宮古島市平良字久貝６６８－５クリスタルコート706
850 令和3年11月5日 沖縄県今帰仁村古宇利２６１６番地２BR2
851 令和3年11月5日 沖縄県今帰仁村古宇利２６１６番地２BR1
852 令和3年11月5日 沖縄県今帰仁村古宇利２６１６番地２BR3
853 令和3年11月29日 沖縄県宮古島市平良字荷川取４２８－１Ｕメゾン荷川取210
854 令和3年11月29日 沖縄県宮古島市平良字荷川取４２８－１Ｕメゾン荷川取211
855 令和3年11月29日 沖縄県宮古島市平良字荷川取４２８－１Ｕメゾン荷川取105
856 令和3年11月29日 沖縄県宮古島市平良字荷川取４２８－１Ｕメゾン荷川取106
857 令和3年11月29日 沖縄県宮古島市平良字荷川取４２８－１Ｕメゾン荷川取101
858 令和3年11月29日 沖縄県宮古島市平良字荷川取４２８－１Ｕメゾン荷川取107
859 令和3年11月29日 沖縄県宮古島市平良字荷川取４２８－１Ｕメゾン荷川取108
860 令和3年11月29日 沖縄県宮古島市平良字荷川取４２８－１Ｕメゾン荷川取109
861 令和3年12月3日 沖縄県竹富町上原５７１－１
862 令和3年12月13日 沖縄県宜野湾市字大謝名１０１－１1F
863 令和3年12月15日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８１７－３
864 令和3年12月20日 沖縄県北谷町字吉原６３８－２106
865 令和3年12月20日 沖縄県名護市饒平名２５３ララコートシーサイド屋我地201
866 令和3年12月20日 沖縄県石垣市字川平１２１６番地３１８
867 令和3年12月21日 沖縄県宮古島市伊良部前里添１２９－１
868 令和3年12月27日 沖縄県名護市東江５－１８－７ウィンベル沖縄名護コーラルビュー703
869 令和4年1月6日 沖縄県石垣市字伊原間３０５番地
870 令和4年1月11日 沖縄県糸満市潮崎町４丁目１０－２
871 令和4年1月26日 沖縄県南城市大里字仲間８１６?３
872 令和4年1月31日 沖縄県石垣市桴海３３７ー２９５
873 令和4年2月3日 沖縄県石垣市字新川１５８５番地１８７
874 令和4年2月4日 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根５６１－３５
875 令和4年2月9日 沖縄県国頭村字半地８６－２－２
876 令和4年2月22日 沖縄県金武町字屋嘉２７４０プレミアムコート金武屋嘉1102
877 令和4年2月24日 沖縄県沖縄市山里１ー１３ー３１Ａ．Ｐ　ＹＯＵＲＳ401
878 令和4年2月25日 沖縄県読谷村字長浜１１８９番地３コーラルビューザンパ401
879 令和4年2月25日 沖縄県読谷村字長浜１１８９番地３コーラルビューザンパ201
880 令和4年3月1日 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根９９
881 令和4年3月4日 沖縄県恩納村字真栄田２３８７番地2F
882 令和4年3月9日 沖縄県沖縄市胡屋１ー５ー１５Ｍａｎｓｉｏｎ　Ｋａｎａｎ502
883 令和4年3月11日 沖縄県石垣市字白保７９
884 令和4年3月18日 沖縄県宮古島市平良久貝１０２４－１８
885 令和4年3月29日 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部８１８－２２テラス棟
886 令和4年3月29日 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部８１８－２２ヴィラ棟Ａ
887 令和4年3月29日 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部８１８－２２ヴィラ棟Ｂ
888 令和4年4月1日 沖縄県糸満市字喜屋武１４２２番地
889 令和4年4月7日 沖縄県金武町字屋嘉２７４０番地プレミアムコート金武屋嘉706
890 令和4年4月8日 沖縄県うるま市勝連比嘉８５番地
891 令和4年4月15日 沖縄県竹富町上原５８３－１
892 令和4年4月19日 沖縄県宮古島市城辺字友利３９番地４、３９番地３号
893 令和4年4月25日 沖縄県読谷村字伊良皆４２３－Ｂ７４
894 令和4年5月6日 沖縄県うるま市与那城屋慶名１２２３番地１０７
895 令和4年5月25日 沖縄県石垣市字宮良１００４－１４
896 令和4年5月25日 沖縄県石垣市字宮良１００４－１３



No. 届出年月日 住宅の所在地

沖縄県内（那覇市除く）の住宅宿泊事業者の届出情報
（令和５年３月７日現在の住宅宿泊事業届出住宅）

897 令和4年6月6日 沖縄県今帰仁村上運天１４５
898 令和4年6月14日 沖縄県宮古島市平良字下里５０４－５
899 令和4年6月16日 沖縄県宜野座村字惣慶７５０番地
900 令和4年6月16日 沖縄県宜野座村字惣慶４３番地１　２Ｆ
901 令和4年6月16日 沖縄県石垣市川平９３４－３２
902 令和4年6月16日 沖縄県金武町字金武７８６７番地１3F
903 令和4年6月16日 沖縄県金武町字金武１０１８６番地
904 令和4年6月16日 沖縄県金武町字金武１０４３１番地５
905 令和4年6月16日 沖縄県宜野座村字漢那１６９番地
906 令和4年6月29日 沖縄県宮古島市平良字西里３６７池村アパート　１階
907 令和4年7月14日 沖縄県本部町字瀬底９１
908 令和4年7月19日 沖縄県浦添市牧港１－４７－１１－１
909 令和4年7月26日 沖縄県久米島町字真謝９番地
910 令和4年8月1日 沖縄県東村慶佐次７１８－３５
911 令和4年8月4日 沖縄県恩納村字山田２９７１－１
912 令和4年8月9日 沖縄県石垣市野底１０６－２００
913 令和4年8月12日 沖縄県うるま市石川東山２－２２－１１
914 令和4年8月23日 沖縄県石垣市字新川１５８５番１８５
915 令和4年9月7日 沖縄県うるま市与那城宮城２８８０－１７－１・２
916 令和4年9月22日 沖縄県北中城村字和仁屋１５５　１Ｆ
917 令和4年9月26日 沖縄県金武町字金武１０１８３番地１２
918 令和4年9月26日 沖縄県金武町金武町字金武１０５３４番地２
919 令和4年9月26日 沖縄県南城市知念字久高２３１番地２
920 令和4年9月26日 沖縄県宜野座村字惣慶１２８２番地１６
921 令和4年10月6日 沖縄県恩納村字前兼久１０６７－１101
922 令和4年10月6日 沖縄県恩納村字前兼久１０６７－１102
923 令和4年10月11日 沖縄県宮古島市下地字川満８７９－１フェニックス悟空201
924 令和4年10月17日 沖縄県南城市佐敷字手登根７５５番地
925 令和4年10月17日 沖縄県沖縄市与儀２－１５－２５
926 令和4年10月21日 沖縄県粟国村字東３５４
927 令和4年11月1日 沖縄県糸満市字賀数４５７番地３
928 令和4年11月1日 沖縄県金武町屋嘉２７４０番地プレミアムコート金武屋嘉702
929 令和4年11月2日 沖縄県宮古島市平良西仲宗根３番地２０　１階
930 令和4年11月7日 沖縄県久米島町字謝名堂５４８番地の１５
931 令和4年11月24日 沖縄県宮古島市伊良部前里添３６１ー５
932 令和4年11月24日 沖縄県うるま市石川東山本町１丁目８－６
933 令和4年11月24日 沖縄県石垣市大浜２３２番地８
934 令和4年11月28日 沖縄県糸満市字糸満９９９番地
935 令和4年12月7日 沖縄県豊見城市字豊崎１番地６１３
936 令和4年12月7日 沖縄県宮古島市平良字下里１３５３－１０
937 令和4年12月12日 沖縄県竹富町字西表２４５８
938 令和4年12月26日 沖縄県宮古島市平良久貝８５１ー３４
939 令和5年1月10日 沖縄県与那原町字板良４９５番地１３
940 令和5年1月12日 沖縄県北谷町美浜２丁目７－８　　　１－Ｃ
941 令和5年1月12日 沖縄県北谷町美浜２丁目７－８　　１－Ｄ
942 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール905
943 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール202
944 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール603
945 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール503
946 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール606
947 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール1006
948 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール404
949 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール502
950 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール703
951 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール403
952 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール705
953 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール903
954 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール306
955 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール801
956 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール406
957 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール605
958 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール702
959 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール904
960 令和5年1月13日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール906
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961 令和5年1月17日 沖縄県南城市玉城字富里１７３番地２
962 令和5年1月19日 沖縄県宮古島市平良字西里１７６－２Ｃｉｔｙ　Ｌｉｆｅ宮古ラヴニール806
963 令和5年1月31日 沖縄県読谷村字宇座２２２
964 令和5年2月3日 沖縄県恩納村字真栄田７１２ー１オーシャンリゾート真栄田岬211
965 令和5年2月6日 沖縄県国頭村奥間２０４０－１４４
966 令和5年2月7日 沖縄県宮古島市下地字川満６０４?１６
967 令和5年2月14日 沖縄県糸満市字喜屋武３３５
968 令和5年2月15日 沖縄県読谷村字座喜味２８９８－２１
969 令和5年2月20日 沖縄県糸満市潮崎町４丁目１４番地１０
970 令和5年2月20日 沖縄県糸満市字座波２８９番地の１
971 令和5年2月21日 沖縄県うるま市田場７０８－１６
972 令和5年2月22日 沖縄県名護市饒平名２５３ララコートシーサイド屋我地203
973 令和5年2月27日 沖縄県北中城村喜舎場１１１番地
974 令和5年2月27日 沖縄県宮古島市平良西仲宗根２９５番
975 令和5年2月27日 沖縄県宮古島市平良字下里８２５－２


