
アパート・マンション名 住所

ア アイヴィータ婦中 中名1073-2

ア・ウィステリアⅠ 塚原1147

ア・ウィステリアⅡ 塚原1147

アスター 田島587-1

アストリアスA 袋348-41

アストリアスB 袋348-41

アトラスⅠ 下轡田632-5

ｱﾊﾟﾙﾄﾏﾝSHOGO 田島1057-1

アーバンスクエアA 速星673

アーバンスクエアB 速星673

アーバンスクエアC 速星673

アーバンスクエアD 速星673

アバンティ上田島 宮ケ島10-1

アバンティ田島　A棟 田島827-1

アプロードワン 下轡田515-2

アルテミスA 分田258-3

アルテミスB 分田258-3

アレグリア 下轡田366

アンダンテⅠ 道場814

アンダンテⅡ 道場814

ウ ヴィラアカシア　(A) 田島861-10
ヴィラアカシア　(B) 田島861-10
ヴィラ・ガーデニア　(A) 田島598-4
ヴィラ・ガーデニア　(B) 田島598-4
ヴィラ　TATESHINA 砂子田172-1

ヴィラ・ディグニティA棟 田島861-37

ヴィラ・ディグニティB棟 田島861-37

ウィルモア 上田島125-30

ＷＩＮＤＯ　３５ 下轡田6-35

ウッド・ヴィラ　(A) 田島669-10

ウッド・ヴィラ　(B) 田島669-10

ヴォアソルテA棟 下轡田290-34

ヴォアソルテB棟 下轡田290-36

ヴォアソルテC棟 下轡田290-37

エ EXCEL　STAGE 下轡田535-1

エスパシオコモド（A) 砂子田45-3

エスパシオコモド（B) 砂子田45-3

エミレーツ 下轡田568-1

上婦負ケーブルテレビ対応アパート・マンション一覧表



ｴﾚｶﾞﾝｽｺｰﾄ田島 田島598-5

オ オートシエルⅠ 砂子田370-3

オートシエルⅡ 砂子田370-3

オートシエルⅢ 砂子田370-3

カ カーサアイビー　(A) 田島674-15

カーサアイビー　(B) 田島674-15

カーサアイリスAB　(A) 田島594-4

カーサアイリスAB　(B) 田島594-4

カーサアイリスCD　(C) 田島594-5

カーサアイリスCD　(D) 田島594-5

カーサあおば　(Ａ) 田島669-3

カーサあおば　(Ｂ) 田島669-3

カーサあずみ野　(Ａ) 田島581-5

カーサあずみ野　(Ｂ) 田島581-5

カーサアルメリア　(A) 速星786-1

カーサアルメリア　(B) 速星786-1

カーサうさか　(A) 田島861-7

カーサうさか　(B) 田島861-7

カーサカトレア　(A) 田島861-9

カーサカトレア　(B) 田島861-9

カサグランデ 下轡田565

カーサクレマチス　(A) 下轡田56

カーサクレマチス　(B) 下轡田56

カーサシブヤ　(Ａ) 砂子田209-24

カーサシブヤ　(Ｂ) 砂子田209-24

カーサ自由ヶ丘A棟 下轡田581-5

カーサ自由ヶ丘B棟 下轡田581-5

カーサ田島　(Ａ) 田島668-4

カーサ田島　(Ｂ) 田島668-4

カーサ集　（A) 下轡田6-40

カーサ集　（B) 下轡田6-40

カーサはる　(A) 下轡田581-27

カーサはる　(B) 下轡田581-27

カーサひるが野　（A） 下坂倉106

カーサひるが野　(B) 下坂倉106

カーサフリージア　(A） 下轡田611-23

カーサフリージア　(B) 下轡田611-23

カーサポプリ 下坂倉20-16

カーサメープル　(Ａ) 上田島125-22

カーサメープル　(Ｂ) 上田島125-22

カーサリオン　(A) 速星381-2



カーサリオン　(B) 速星381-2

カーサルピナス　(Ａ) 下轡田865

カーサルピナス　(Ｂ) 下轡田865

カーサロベリア　(A) 砂子田209-3

カーサロベリア　(B) 砂子田209-3

ク ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵA　 砂子田154-38

ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵB　 砂子田154-38

ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵC　 砂子田154-39

ｸｱﾄﾞﾘﾌｫﾘｵD　 砂子田154-39

グランステラＡ棟 速星326-5

グランステラＢ棟 速星326-5

グランシャルム 砂子田184-1

グレイス鵜坂 鵜坂139

グレイス・キューブ 分田133-2

グレース婦中 笹倉75

Clover　Star 速星679-3

Gran　Nexus 砂子田154-104

ケ KMハイツ 小長沢212-1

コ ｺｰﾎﾟなごみ１ 下轡田163

ｺｰﾎﾟなごみ２ 下轡田164-1

ｺｰﾎﾟなごみⅢ 下轡田143

ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ轡田Ａ棟 下轡田651-3

ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ轡田Ｂ棟 下轡田651-2

ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ轡田Ｃ棟 下轡田632-2

ｺﾝﾌｫｰﾃｨｱ 田島917-1

ｺﾝﾌｫｰﾄﾋﾙｽﾞ 下轡田118-10

ｺﾝﾌｫｰﾄﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 下轡田118-11

サ サン・ステージ速星 速星252-1

ｻﾝﾊｲﾂ富山(Ａ) 速星231-6

ｻﾝﾊｲﾂ富山(Ｂ) 速星231-6

ｻﾝﾊｲﾂ富山Ｃ棟 速星231-9

サントピア分田A棟 分田238-1

サントピア分田B棟 分田234-1

サンローズ・Ｋ＆Ｔ 速星103

シ Xevo（ジーヴォ）グランデ 袋454-1

シャーメゾン下轡田 下轡田688-14

シュメール 上田島36-3

JOY婦中 下轡田630-2
ス スコットハウス　Ａ棟 下轡田716-1

スコットハウス　Ｂ棟 下轡田716-1

砂子田ｱﾊﾟｰﾄ(戸建) 砂子田45-2



砂子田貸家Ⅱ(戸建) 砂子田21-4

スマイルN３０ 砂子田370-4

すみれそう 下轡田75-1

セ セジュールヒロ 砂子田81-3

セードル壱番館　1 下轡田674-1

セードル壱番館　2 下轡田674-1

セードル壱番館　3 下轡田674-1

セードル弐番館 下轡田559-6

セレナ婦中Ａ棟 麦島36-2

セレナ婦中Ｂ棟 麦島36-2

タ 田島貸家Ⅱ 下轡田638-4

チ ちゅらさん婦中ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 下轡田90-1

テ D-room八幡 下轡田360-1

D-room速星 速星322-2

D-Style 速星577-1

ト ドゥ　ウェル婦中 分田256-1

ドエル22　A 宮ケ島136

ドエル22　B 宮ケ島136

ドエル22　C 宮ケ島136

ﾄﾞﾘｰﾑｸﾞﾗﾝﾃﾞⅡ 速星307-1

ﾄﾞﾘｰﾑﾊｳｽ速星 速星736

ネ Nexus(ﾈｸｻｽ） 麦島25
ハ ハイツエミュ 下轡田743-3

ハイツ YOU ※準対応 速星224-6

パーク・スプリング 速星997-4

パーク悠々 速星2区1039-1

ﾊｰﾄﾌﾙﾏﾝｼｮﾝVilla　Luna　A 分田161-1

ﾊｰﾄﾌﾙﾏﾝｼｮﾝVilla　Luna　B 分田161-1

ハートフルマンション蘭 田島642-1/643-2

速星貸家 速星960-19

バロンドール自由ヶ丘A・B棟 下轡田591-4

ﾊﾟﾙﾓ希来里 下轡田290-30

ﾊｰﾓﾆｰ･S 蔵島1082

ﾊｲﾂ　ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙA 速星1040

ﾊｲﾂ　ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾙB 速星1041

ヒ ピサリ婦中A棟 下轡田73

ピサリ田島A棟　(Ａ) 田島930-13

ピサリ田島A棟　(Ｂ) 田島930-13

ビラ速星 速星68-1

フ ファイン田島Ａ棟 田島870-1

ファイン田島Ｂ棟 田島870-1



ファイン田島C棟 田島825

ファイン田島D棟 田島825

ファイン田島E棟 田島987-1

ファイン婦中Ａ棟 下轡田536-1

ファイン婦中Ｂ棟 下轡田536-1

ファイン婦中Ｃ棟 下轡田537

ファイン婦中Ｄ棟 下轡田538-1

ファイン婦中Ｅ棟 下轡田73

ファーブル 砂子田257-1

ファシネイト 下轡田620-17

フォーチュニットハウス 塚原1155

フォーチュンルート 袋383-1

フォレスト　（A) 砂子田21-1

フォレスト　（B) 砂子田21-1

フォーレス速星Ａ 速星861-1

フォーレス速星Ｂ 速星861-1

フォルテスクエアA 響の杜401-89

フォルテスクエアB 響の杜401-96

フォルテスクエアD 響の杜401-91

フォルテスクエアE 響の杜401-92

フォルテスクエアF 響の杜401-93

フォルテスクエアG 響の杜401-94

フォルテスクエアH 響の杜401-95

フォンテハイム 速星656-8

婦中町貸家1 宮ケ島353-1

婦中町貸家2 宮ケ島353-1

婦中町貸家3 宮ケ島353-1

婦中町貸家4 宮ケ島353-1

婦中町貸家5 宮ケ島353-1

婦中町貸家6 宮ケ島353-1

婦中町貸家7 宮ケ島353-1

フォレセーヌ 分田293-3

ﾌﾟﾘｽﾞﾑ婦中Ⅰ 速星902-1

ﾌﾟﾘｽﾞﾑ婦中Ⅱ 速星902-1

ブランシュール 上田島91-1

プランドール101 羽根新29-3

プランドール102 羽根新29-3

プランドール速星Ⅱ　(A) 速星195-7

プランドール速星Ⅱ　(B) 速星195-7

プランドール速星Ⅲ　(A) 速星195-6

プランドール速星Ⅲ　(B) 速星195-6



プランドール速星　(A) 速星195-8

プランドール速星　(B） 速星195-8

ブランネージュ　(Ａ) 下轡田526

ブランネージュ　(Ｂ) 下轡田526

プリマヴェーラ 長沢4563-1

フルリール 田島887

プレ・リヴィエール 速星931-1

フレンディ希来里　(A) 下轡田290-38

フレンディ希来里　(B) 下轡田290-38

フレンディ蛍川Ⅰ 蔵島305-1

フレンディ蛍川Ⅱ 蔵島305-4

フローラルヴィラ　(A) 田島581-7

フローラルヴィラ　(B) 田島581-7

フォレセーヌ 分田293-2

フォルトゥーナ 添島9

ヘ ベターデイズ 笹倉581

ホ ポイントスクエア　ＡＢ 田島587

ポイントスクエア　CD 田島586

ポイントスクエア　Ｅ 田島591-2

ﾎｰﾑｽﾞｲﾝⅡ 砂子田34-2

ポプラ荘　(A) 下轡田561-6

ポプラ荘　(B) 下轡田561-6

ボンヌールmoco 速星250-2

ボナール婦中 中名2114-2

マ MAST TOWN FUCHU　A棟 下轡田675-1

MAST TOWN FUCHU　B棟 下轡田675-1

MAST TOWN FUCHU　C棟 下轡田677-1

MAST TOWN FUCHU　D棟 下轡田677-1

MAST TOWN FUCHU　E棟 下轡田677-1

メ メゾン･スピカ速星 笹倉21

メゾンドパール　(A) 分田60

メゾンドパール　(B) 分田60

メゾン･ド･フローリー 速星804-1

メゾンはなみずき　(A) 田島598-3

メゾンはなみずき　（B) 田島598-3

メゾン・モンメール　(A) 下轡田18-5

メゾン・モンメール　(B) 下轡田18-5

メテオール 速星900-1

モ モアステージⅥ 下轡田76

ラ ラ・スリーズ 分田263-1

ラトゥールボアⅢ 下轡田566

ラトゥールボアⅣ 下轡田566

La　LumiereⅠ 羽根新25-1



La　LumiereⅡ 羽根新25-1

ル ルピナス 田島871-1

ルミエール ベガ 速星636-1    ※636-2､639、641

ルミエール バルゴ 速星387-1

レ レオーネ 田島919-1

ロ ロイヤルライフ 下轡田570-1

ローズ宮ヶ島 宮ヶ島130-1


