
★民泊制度運営システムを使用できない方は、こちらを活用してください。 届 出 番 号 ：宿泊施設名 ： 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
                             1111 火火火火2222 水水水水3333 木木木木4444 金金金金5555 土土土土6666 日日日日7777 月月月月8888 火火火火9999 水水水水10101010 木木木木11111111 金金金金12121212 土土土土13131313 日日日日14141414 月月月月15151515 火火火火16161616 水水水水17171717 木木木木18181818 金金金金19191919 土土土土20202020 日日日日21212121 月月月月22222222 火火火火23232323 水水水水24242424 木木木木25252525 金金金金26262626 土土土土27272727 日日日日28282828 月月月月29292929 火火火火30303030 水水水水31313131 木木木木1111 金金金金2222 土土土土3333 日日日日4444 月月月月5555 火火火火6666 水水水水7777 木木木木8888 金金金金9999 土土土土10101010 日日日日11111111 月月月月12121212 火火火火13131313 水水水水14141414 木木木木15151515 金金金金16161616 土土土土17171717 日日日日18181818 月月月月19191919 火火火火20202020 水水水水21212121 木木木木22222222 金金金金23232323 土土土土24242424 日日日日25252525 月月月月26262626 火火火火27272727 水水水水28282828 木木木木29292929 金金金金30303030 土土土土 1111 2222 3333 4444 5555 6666 77770 米米米米国国国国 カカカカナナナナダダダダ オオオオーーーースススストトトトララララリリリリアアアア その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）英英英英国国国国 ドドドドイイイイツツツツ フフフフラララランンンンスススス イイイイタタタタリリリリアアアア ススススペペペペイイイインンンン ロロロロシシシシアアアアシシシシンンンンガガガガポポポポーーーールルルル ママママレレレレーーーーシシシシアアアア イイイインンンンドドドドネネネネシシシシアアアア フフフフィィィィリリリリピピピピンンンン ベベベベトトトトナナナナムムムム イイイインンンンドドドド日日日日本本本本 韓韓韓韓国国国国 台台台台湾湾湾湾 香香香香港港港港 中中中中国国国国 タタタタイイイイ期間中の宿泊者数期間中の宿泊者数期間中の宿泊者数期間中の宿泊者数（同一人物が連泊した場合は、１人） 合合合合計計計計

11111111

その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）
合　計  10101010

イイイイタタタタリリリリアアアア ススススペペペペイイイインンンン ロロロロシシシシアアアア 米米米米国国国国 カカカカナナナナダダダダ オオオオーーーースススストトトトララララリリリリアアアアフフフフィィィィリリリリピピピピンンンン ベベベベトトトトナナナナムムムム イイイインンンンドドドド 英英英英国国国国 ドドドドイイイイツツツツ フフフフラララランンンンスススス国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）日日日日本本本本 韓韓韓韓国国国国 台台台台湾湾湾湾 香香香香港港港港 中中中中国国国国 タタタタイイイイ シシシシンンンンガガガガポポポポーーーールルルル ママママレレレレーーーーシシシシアアアア イイイインンンンドドドドネネネネシシシシアアアア
住宅宿泊事業定期報告令和元年１２月報告　（１０／１～１１／３０）令和元年１２月報告　（１０／１～１１／３０）令和元年１２月報告　（１０／１～１１／３０）令和元年１２月報告　（１０／１～１１／３０）月 日 曜日 （（（（合合合合計計計計欄欄欄欄はははは日日日日数数数数をををを記記記記入入入入））））営営営営業業業業日日日日はははは○○○○印印印印 延べ宿泊延べ宿泊延べ宿泊延べ宿泊者数（人）者数（人）者数（人）者数（人）・・・①・・・①・・・①・・・① ①のうち①のうち①のうち①のうち外国人の外国人の外国人の外国人の宿泊者数宿泊者数宿泊者数宿泊者数（人）（人）（人）（人）・・・②・・・②・・・②・・・②



★民泊制度運営システムを使用できない方は、こちらを活用してください。 届 出 番 号 ：宿泊施設名 ： 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
                             1111 木木木木2222 金金金金3333 土土土土4444 日日日日5555 月月月月6666 火火火火7777 水水水水8888 木木木木9999 金金金金10101010 土土土土11111111 日日日日12121212 月月月月13131313 火火火火14141414 水水水水15151515 木木木木16161616 金金金金17171717 土土土土18181818 日日日日19191919 月月月月20202020 火火火火21212121 水水水水22222222 木木木木23232323 金金金金24242424 土土土土25252525 日日日日26262626 月月月月27272727 火火火火28282828 水水水水29292929 木木木木30303030 金金金金31313131 土土土土1111 日日日日2222 月月月月3333 火火火火4444 水水水水5555 木木木木6666 金金金金7777 土土土土8888 日日日日9999 月月月月10101010 火火火火11111111 水水水水12121212 木木木木13131313 金金金金14141414 土土土土15151515 日日日日16161616 月月月月17171717 火火火火18181818 水水水水19191919 木木木木20202020 金金金金21212121 土土土土22222222 日日日日23232323 月月月月24242424 火火火火25252525 水水水水26262626 木木木木27272727 金金金金28282828 土土土土29292929 日日日日30303030 月月月月 1111 2222 3333 4444 5555 6666 77770 ロロロロシシシシアアアア 米米米米国国国国 カカカカナナナナダダダダ オオオオーーーースススストトトトララララリリリリアアアア その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）

8888

イイイインンンンドドドド 英英英英国国国国 ドドドドイイイイツツツツ フフフフラララランンンンスススス イイイイタタタタリリリリアアアア ススススペペペペイイイインンンンタタタタイイイイ シシシシンンンンガガガガポポポポーーーールルルル ママママレレレレーーーーシシシシアアアア イイイインンンンドドドドネネネネシシシシアアアア フフフフィィィィリリリリピピピピンンンン ベベベベトトトトナナナナムムムム合合合合計計計計 日日日日本本本本 韓韓韓韓国国国国 台台台台湾湾湾湾 香香香香港港港港 中中中中国国国国期間中の宿泊者数期間中の宿泊者数期間中の宿泊者数期間中の宿泊者数（同一人物が連泊した場合は、１人）

9999

その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）
合　計  

イイイイタタタタリリリリアアアア ススススペペペペイイイインンンン ロロロロシシシシアアアア 米米米米国国国国 カカカカナナナナダダダダ オオオオーーーースススストトトトララララリリリリアアアアフフフフィィィィリリリリピピピピンンンン ベベベベトトトトナナナナムムムム イイイインンンンドドドド 英英英英国国国国 ドドドドイイイイツツツツ フフフフラララランンンンスススス国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）日日日日本本本本 韓韓韓韓国国国国 台台台台湾湾湾湾 香香香香港港港港 中中中中国国国国 タタタタイイイイ シシシシンンンンガガガガポポポポーーーールルルル ママママレレレレーーーーシシシシアアアア イイイインンンンドドドドネネネネシシシシアアアア
住宅宿泊事業定期報告令和元年１０月報告　（８／１～９／３０）令和元年１０月報告　（８／１～９／３０）令和元年１０月報告　（８／１～９／３０）令和元年１０月報告　（８／１～９／３０）月 日 曜日 （（（（合合合合計計計計欄欄欄欄はははは日日日日数数数数をををを記記記記入入入入））））営営営営業業業業日日日日はははは○○○○印印印印 延べ宿泊延べ宿泊延べ宿泊延べ宿泊者数（人）者数（人）者数（人）者数（人）・・・①・・・①・・・①・・・① ①のうち①のうち①のうち①のうち外国人の外国人の外国人の外国人の宿泊者数宿泊者数宿泊者数宿泊者数（人）（人）（人）（人）・・・②・・・②・・・②・・・②



★民泊制度運営システムを使用できない方は、こちらを活用してください。 届 出 番 号 ：宿泊施設名 ： 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777
                             1111 土土土土2222 日日日日3333 月月月月4444 火火火火5555 水水水水6666 木木木木7777 金金金金8888 土土土土9999 日日日日10101010 月月月月11111111 火火火火12121212 水水水水13131313 木木木木14141414 金金金金15151515 土土土土16161616 日日日日17171717 月月月月18181818 火火火火19191919 水水水水20202020 木木木木21212121 金金金金22222222 土土土土23232323 日日日日24242424 月月月月25252525 火火火火26262626 水水水水27272727 木木木木28282828 金金金金29292929 土土土土30303030 日日日日1111 月月月月2222 火火火火3333 水水水水4444 木木木木5555 金金金金6666 土土土土7777 日日日日8888 月月月月9999 火火火火10101010 水水水水11111111 木木木木12121212 金金金金13131313 土土土土14141414 日日日日15151515 月月月月16161616 火火火火17171717 水水水水18181818 木木木木19191919 金金金金20202020 土土土土21212121 日日日日22222222 月月月月23232323 火火火火24242424 水水水水25252525 木木木木26262626 金金金金27272727 土土土土28282828 日日日日29292929 月月月月30303030 火火火火31313131 水水水水 1111 2222 3333 4444 5555 6666 77770 ロロロロシシシシアアアア 米米米米国国国国 カカカカナナナナダダダダ オオオオーーーースススストトトトララララリリリリアアアア その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）イイイインンンンドドドド 英英英英国国国国 ドドドドイイイイツツツツ フフフフラララランンンンスススス イイイイタタタタリリリリアアアア ススススペペペペイイイインンンンタタタタイイイイ シシシシンンンンガガガガポポポポーーーールルルル ママママレレレレーーーーシシシシアアアア イイイインンンンドドドドネネネネシシシシアアアア フフフフィィィィリリリリピピピピンンンン ベベベベトトトトナナナナムムムム合合合合計計計計 日日日日本本本本 韓韓韓韓国国国国 台台台台湾湾湾湾 香香香香港港港港 中中中中国国国国期間中の宿泊者数期間中の宿泊者数期間中の宿泊者数期間中の宿泊者数（同一人物が連泊した場合は、１人）

7777

その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）その他（下段に国名を記載）
合　計  6666

イイイイタタタタリリリリアアアア ススススペペペペイイイインンンン ロロロロシシシシアアアア 米米米米国国国国 カカカカナナナナダダダダ オオオオーーーースススストトトトララララリリリリアアアアフフフフィィィィリリリリピピピピンンンン ベベベベトトトトナナナナムムムム イイイインンンンドドドド 英英英英国国国国 ドドドドイイイイツツツツ フフフフラララランンンンスススス国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）国籍別内訳（人）　…③（②の内訳）日日日日本本本本 韓韓韓韓国国国国 台台台台湾湾湾湾 香香香香港港港港 中中中中国国国国 タタタタイイイイ シシシシンンンンガガガガポポポポーーーールルルル ママママレレレレーーーーシシシシアアアア イイイインンンンドドドドネネネネシシシシアアアア
住宅宿泊事業定期報告令和元年８月報告　（６／１～７／３１）令和元年８月報告　（６／１～７／３１）令和元年８月報告　（６／１～７／３１）令和元年８月報告　（６／１～７／３１）月 日 曜日 （（（（合合合合計計計計欄欄欄欄はははは日日日日数数数数をををを記記記記入入入入））））営営営営業業業業日日日日はははは○○○○印印印印 延べ宿泊延べ宿泊延べ宿泊延べ宿泊者数（人）者数（人）者数（人）者数（人）・・・①・・・①・・・①・・・① ①のうち①のうち①のうち①のうち外国人の外国人の外国人の外国人の宿泊者数宿泊者数宿泊者数宿泊者数（人）（人）（人）（人）・・・②・・・②・・・②・・・②


