
 
 

地震保険の加入に関し、その保険料の建築年割引の適用を受けるためには、当該住宅が「昭和56
年6月1日以降に新築された建物であること」が要件になっています。 
新宿区の区立住宅のうち、当該要件を満たしている区立住宅につきまして、下表のとおり新築年度
をお知らせします。地震保険のご加入に関し、建築年割引を受けられる場合は、この表を印刷したも
ので証明書の発行に代えることができます。 
なお、下表に記載のない区立住宅につきましては、当該住宅の所有者から証明を受けてください。 

【区営住宅（区所有公営住宅）】 
 

名称 所在地 構造・規模 新築年度 

河田町第２アパート 河田町３－２４ 鉄筋コンクリート造・４階建て 昭和６２年度 

住吉町コーポラス 住吉町１５－３ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成７年度 

高田馬場コーポラス 高田馬場３－４２－１ 鉄筋コンクリート造・６階建て 平成３年度 

中落合コーポラス 中落合４－３－１１ 鉄筋コンクリート造・２階建て 平成４年度 

西新宿コーポラス 西新宿８－２－３７ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成元年度 

百人町コーポラス 百人町１－１７－１７ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成元年度 

ファミーユ柏木 北新宿３－２７－６ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成４年度 

弁天町コーポラス 弁天町３２ 鉄筋コンクリート造・１０階建て 平成２７年度 

早稲田南町コーポラス 早稲田南町２１ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成４年度 

【区営住宅（借上公営住宅）】 
 

名称 所在地 構造・規模 新築年度 

臼井マンション 新小川町 ２－２ 鉄筋コンクリート造・７階建て 平成７年度 

沖本マンション 新小川町 ３－１５ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成５年度 

金子ビル 新 宿 ５－１３－６ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成５年度 

かぶらや 高田馬場 １－１９－４ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成６年度 

重田マンション 西落合 １－２１－２２ 鉄筋コンクリート造・３階建て 平成４年度 

コーポ小島 大久保 ２－２４－１７ 鉄骨造・３階建て 平成３年度 

コーポ鳥澤 大久保 ２－２５－２４ 鉄骨造・３階建て 平成３年度 

コーポ錦 住吉町１１－２４ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成10年度 

シティーライフ頓宮 高田馬場 ４－３７－８ 鉄筋コンクリート造・３階建て 平成５年度 

蜀江坂ハウス 北新宿 ２－４－２５ 鉄筋コンクリート造・７階建て 平成７年度 

シンエーマンション 西新宿 ５－１８－１８ 鉄筋コンクリート造・６階建て 平成５年度 

ＳＯＰＨＩＡ（ソフィア） 西落合 １－２１－８ 鉄筋コンクリート造・３階建て 平成６年度 

ディアコート砂土原 市谷砂土原町２－７ 鉄筋コンクリート造・９階建て 平成16年度 

ドミシール市ヶ谷 細工町 １－１９ 鉄筋コンクリート造・６階建て 平成５年度 

バローネ新宿 大久保 ２－１５－２３ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成７年度 

ファミール西落合 西落合 ３－１４－６ 鉄筋コンクリート造・２階建て 平成５年度 

不二ビル 内藤町 １ 鉄筋コンクリート造・７階建て 平成７年度 

フローラ上落合 上落合３－１４－７ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成11年度 

ベネッセレ目白 下落合 ４－２０－１８ 鉄骨鉄筋コンクリート造・10階建て 平成６年度 

ボン・ルイズ四谷 四谷三栄町１５－１１ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成７年度 

マンションＫＯＹＯ３ 上落合 １－２５－５ 鉄筋コンクリート造・３階建て 平成５年度 

地震保険料（家財適用）の割引に係る公営住宅等の建築年の証明について 



南榎町ハイツ 南榎町 ３８ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成８年度 

ミモザマンション 下落合 ２－８－５ 鉄筋コンクリート造・３階建て 平成４年度 

六和第２コーポ 百人町 １－６－２３ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成５年度 

六和第３コーポ 百人町 １－６－２５ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成６年度 

モデラート 市谷台町 １－３ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成７年度 

余丁町ＮＳビル 余丁町 １３－４ 鉄筋コンクリート造・７階建て 平成５年度 

ラインハウス 余丁町 ６－２９ 鉄筋コンクリート造・６階建て 平成５年度 

リュー・ド・ラ・ポンプ若松町 若松町１７－１６ 鉄筋コンクリート造・６階建て 平成13年度 

リリエンハイム新宿 富久町 ３８－１７ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成４年度 

ルーフ牛込 細工町 １－４ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成６年度 

早稲田ヒルズ 弁天町 １６８ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成７年度 

【特定住宅（区所有型）】 
 

名称 所在地 構造・規模 新築年度 

住吉町コーポラス 住吉町１５－３ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成７年度 

高田馬場コーポラス 高田馬場３－４２－１ 鉄筋コンクリート造・６階建て 平成３年度 

ファミーユ柏木 北新宿３－２７－６ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成４年度 

ファミーユ北新宿 北新宿４－３６－６ 鉄筋コンクリート造・７階建て 平成４年度 

ファミーユ矢来町 矢来町１８－１ 鉄筋コンクリート造・３階建て 平成５年度 

【特定住宅（借上型）】 
 

名称 所在地 構造・規模 新築年度 

臼井マンション 新小川町 ２－２ 鉄筋コンクリート造・７階建て 平成７年度 

沖本マンション 新小川町 ３－１５ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成５年度 

ガーデンヒルズ福室 中落合 ４－２０－３ 鉄筋コンクリート造・２階建て 平成４年度 

金子ビル 新 宿 ５－１３－６ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成５年度 

かぶらや 高田馬場 １－１９－４ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成６年度 

コーポ錦 住吉町１１－２４ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成10年度 

重田マンション 西落合 １－２１－２２ 鉄筋コンクリート造・３階建て 平成４年度 

蜀江坂ハウス 北新宿 ２－４－２５ 鉄筋コンクリート造・７階建て 平成７年度 

シンエーマンション 西新宿 ５－１８－１８ 鉄筋コンクリート造・６階建て 平成５年度 

ディアコート３ 上落合 ３－１９－１８ 鉄骨造・３階建て 平成４年度 

ドミシール市ヶ谷 細工町 １－１９ 鉄筋コンクリート造・６階建て 平成５年度 

バローネ新宿 大久保 ２－１５－２３ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成７年度 

不二ビル 内藤町 １ 鉄筋コンクリート造・７階建て 平成７年度 

ベネッセレ目白 下落合 ４－２０－１８ 鉄骨鉄筋コンクリート造・10階建て 平成６年度 

ボン・ルイズ四谷 四谷三栄町 １５－１１ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成７年度 

南榎町ハイツ 南榎町 ３８ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成８年度 

ミモザマンション 下落合 ２－８－５ 鉄筋コンクリート造・３階建て 平成４年度 

六和第２コーポ 百人町 １－６－２３ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成５年度 

六和第３コーポ 百人町 １－６－２５ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成６年度 

六和第５コーポ 百人町 １－６－２８ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成５年度 

モデラート 市谷台町 １－３ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成７年度 



余丁町ＮＳビル 余丁町 １３－４ 鉄筋コンクリート造・７階建て 平成５年度 

リバーサイドマンション 中落合 １－１－１８ 鉄筋コンクリート造・９階建て 平成４年度 

リュー・ド・ラ・ポンプ若松町 若松町１７－１６ 鉄筋コンクリート造・６階建て 平成13年度 

リリエンハイム新宿 富久町 ３８－１７ 鉄筋コンクリート造・４階建て 平成４年度 

ルーフ牛込 細工町 １－４ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成６年度 

早稲田ヒルズ 弁天町 １６８ 鉄筋コンクリート造・５階建て 平成７年度 

【事業住宅】 
 

名称 所在地 構造・規模 新築年度 

百人町三丁目事業住宅 百人町３－２５－２ 鉄筋コンクリート造・６階建て 平成２年度 

ファミーユ柏木  

北新宿３－２７－６ 
 

鉄筋コンクリート造・４階建て 
 

平成４年度 （北新宿三丁目事業住宅） 
（Ａ街区） 

ファミーユ柏木Ⅱ 
（北新宿三丁目事業住宅） 
（Ｂ街区） 

 

北新宿３－４０－２ 

 

鉄筋コンクリート造・４階建て 

 

平成４年度 

●問い合わせ先 

住宅課居住支援係 電話：０３－５２７３－３５６７（直通） 

区立住宅管理係 電話：０３－５２７３－３７８７（直通） 


