
　テレビ岸和田集合入線一覧表　　（２０２１年１２月３１日現在）　　 24,111 世帯
物　　件　　名 世帯 住　　所 物　　件　　名 世帯 住　　所 物　　件　　名 世帯 住　　所 物　　件　　名 世帯 住　　所 物　　件　　名 世帯 住　　所 物　　件　　名 世帯 住　　所

アヴェニール 6 田治米町194-8 グラディート 26 南上町1-50-28 ＳＵＮＰＬＡＺＡ　中井 8 中井町2-8-36 デルタ・ケーティ　Ａ～Ｅ棟 14 尾生町3-6-9、-10、-11、-
12、-14

フラワーパディー　Ａ・Ｂ棟 10 田治米町365-1 モアエスト 6 野田町2-13-24

アクアパークＣＩＴＹ 318 港緑町5 グランアルモニー 12 摩湯町1086 サンリット 10 土生町2-21-22 トチノハイツ 4 南上町2-7-27 プランティス（光配管有） 4 別所町1-21-30 山忠紡績株式会社社宅 17 加守町3-12-1

ｱ･ｺﾃ･ﾄ ﾞ ｩｰ･ｼｬﾄｰ　さくら 24 野田町3-9-15 グランコート岸和田中央公園 39 下池田町1-2-25 サンリットⅡ 6 土生町2-19-4 ドットエス 6 小松里町892-13 ブランドール久米田 6 下池田町2-10-14 山中様貸家住宅 2 土生町8-

浅井ハイツ Ａ・Ｂ棟 8 今木町52-1 グラン・コート岸和田小松里町 40 小松里町2056 サンリット　ヴィラ 10 尾生町3-5-11 トミーガーデン 6 畑町1-9-25 フリアン・オーブ 8 神須屋町245-2 山本ビル 3 小松里町861-14

アネックス 6 吉井町2-21-26 グランコート岸和田春木 42 加守町1-17-22 サンローゼ春木 24 春木本町9-11 ドミール川崎 35 加守町4-31-26 プリヴェイル吉井 10 吉井町3-9-31 山本マンション 10 磯上町1-16-15

アブニール久米田 54 池尻町46-1 グラン　ジェルメ 8 神須屋町333-5 市営桜台住宅 68 額原町1232 ドミール橘 64 神須屋町435-7 ブリーゼＦ 8 吉井町2-4-8 弥生桜２番館 31 箕土路町1-19-27

アルコ　イリス 18 別所町2-13-6 グランスイート岸和田 85 沼町25-1 シェ　モア　Ⅰ・Ⅱ番館 28 上町6-15 ドミール２０００ 4 小松里町2117 ブリックガーデン 3 忠岡町北出2-15-17 ＹＯＵコーポ 8 磯上町5-19-1

アルシオネ 10 小松里町2208 グランディール　エフ 4 土生町7-15-30 ｃｈｅｒ友（シエルゆう）（光配管有） 4 小松里町642-5 ドミール春木 14 春木本町3-8 プリマベーラ２１　Ａ・Ｂ棟 24 小松里町2 2 8 3 　B  2 2 8 4 ＵＪ　ＬＩＦＥ 18 野田町1-14-36

アルファⅠ号館 4 吉井町4-14-2 グラ ンディール流木　Ａ・ Ｂ棟（ ﾙｰﾀ付） 8 流木町288-1 シティ大宮 8 宮前町5-2 トリヴァン加守田 12 春木旭町36-13 プリムラ 3 神須屋町310-3 ユニライフグランヴィラ岸和田 38 藤井町2-1-2

アンシャンテ・シェソワ 12 神須屋町389 グランデールニシムラ　Ａ～Ｃ棟 22 中井町1-2-25～27 シティーハイムマユ 4 摩湯町337-2 トリバンファイブ 12 土生町2-27-60 プリムロウズ桜井 10 忠岡町忠岡東1 - 2 1 - 2 7 夢彩館 2 尾生町4-11-15

アンシャンテ元町 18 春木元町1-36 グランドハイツ城北 16 荒木町1-6-10 しろくまマンション 7 大町475-6 ドルチェⅠ 4 南上町1-3-16 プールトゥジュール 40 土生町5-10-7 夢彩館Ⅱ　Ａ・Ｂ・Ｃ棟 7 尾生町4-21-8

アンソレイエ　クメダ 6 下池田町1-5-31 グランドメゾン岸和田南町 53 南町10-20 シャインコート 16 上町11-32 ドルチェⅡ 16 南上町1-2-25 ブルーノート 6 大町386-5 ヨーク．Ｓ 6 藤井町1-2-5

安藤外科医院 37 忠岡町忠岡東1 - 3 9 - 2 9 グランピア小松里 9 小松里町2024 シャトーラベニア宮川 12 春木宮川町10-21 ドルフＲ＆Ｍ 12 小松里町637-1 プルミエールＩ・Ｋ 18 岡山町501 吉田住宅 10 土生町2-24-9

アンド・ユー岸和田 12 野田町3-3-30 グランメール大宮 10 西之内町24-37 シャトーラルクⅠ 12 荒木町2-6-45 ドルフコートＭ 8 土生町2-15-3 プルミエールメゾン上松 7 上松町3086-1 ライズィングマンションＡ・Ｂ棟 24 中井町1-3-13、-16

イーストⅠ 8 別所町2-2-10 グリシーナコート 20 土生町2-20-22 シャトーラルクⅡ 8 荒木町2-6-46 南海シティコート岸和田 115 野田町1-7-25 フルール 13 加守町2-8-22 RIZU・ONE岸和田西レジデンス北館 15 並松町21-10

イーストⅡ 6 別所町2-2-15 グリックユキモト 9 磯上町1-4-6 シャーメゾン磯上 8 磯上町1-10-28 沼ハイツ 3 沼町11-7 フレグランス旭 12 土生町1462 RIZU・ONE岸和田西レジデンス南館 15 並松町21-6

イル　トキワ 8 池尻町344-1 グリュックシュタット 6 上町15-5 シャーメゾン岸和田 6 沼町12-3 ＮＥＯ　ＳＴＡＧＥ　ＦＵＪＩ Ｉ 6 藤井町1-11-7 フレグランス藤井Ａ・Ｂ・Ｃ棟 12 藤井町3-14-1 ラティア土井 15 西之内町39-13

ウィステリアⅠ・Ⅱ 20 下池田町1-13-1、-2 グリュック　ニシダ 10 土生町8-1-6 シャリエ岸和田 57 上町34-26 ネオビアンⅠ・Ⅱ 12 尾生町6-4-12、-14 フレーシュ 2 中北町4-8 Ｌａｐｉ ｓ　Ｖｉ ｌ ｌ ａ（ラピスヴィラ） 8 別所町1-7-1

ヴィラ　オクトパス 10 南町36-17 グリーンオアシスＡ～Ｈ棟 32 尾生町5-4-1～8 シャルマンフジエスト岸和田 49 土生町2-30-5 ノースラインⅠ番館 9 作才町210-6 フレスクーラ 8 下野町3-7-16 ラ・フェスタ池尻 12 池尻町411-1

ヴィラージュ 12 西之内町13-10 グリーンオアシスパルモ 2 尾生町5-6-3 シャルマンフジ大宮 32 宮前町8-46 バイセップス岸和田営業所 30 土生町2-21-24 プレミスト東岸和田駅前スイ ートスクエア 130 土生町4-3-2 ラ・フェスタ下池田 8 下池田町1-9-25

ヴィラ　フルールⅠ・Ⅱ 6 忠岡町馬瀬1-5-7、-8 グリーンゲイブルズ大町 14 大町403 シャルマン フジ岸和田上町パー クイ ン パー ク 70 上町34-2 ハイツいずみ 10 荒木町1-6-7 プレミール（光配管有） 8 土生町2-21-29 ラ・フォンテ久米田 8 小松里町1036-1

ヴィラプレール 6 別所町2-2-2 グリーンコート春木 27 八幡町1-7 シャルマンフジ久米田三番館 16 下池田町2-10-16 ハイツクレセント 4 野田町2-7-16 フローラ桜ケ丘Ａ・Ｂ棟 14 下松町5-3-32、-33 ラ・フレール 8 池尻町890

ウイング岸和田Ⅰ番館 33 土生町2-17-11 グリーンハイツ 14 野田町1-15-11 シャルマンフジスマート和泉大宮駅前 35 藤井町1-13-9 ハイツティンクル桜ケ丘 5 額原町722-9 フローラルセゾン春木 12 春木旭町5-32 ラ・プリミエール城東Ａ・Ｂ棟 12 田治米町1005

ウイング岸和田Ⅱ番館 15 土生町2-17-15 グリーンハイツ上町 6 上町38-24 シャルマンフジスマート東岸和田駅前 65 土生町4-2-27 ハイツ中之浜 6 中之浜町5-1 プロスパー・リヨＡ・Ｂ・Ｃ棟 12 磯上町3-1-23、-19、-22 ＬａＭＯＤＥＲＮＩＴＥ（ラ・モデルニテ） 14 忠岡町忠岡東1 - 4 0 - 2 8

ウインディア２１　Ａ棟 4 額原町263 グリーンヒル山田 6 尾生町1248-1 シャルマンフジ忠岡 67 磯上町4-4-6 ハイツロマン 6 土生町1270-1 文錦堂ビル 6 本町4-7 ランドハイム明徳 3 南上町2-17-12

ウインドエア加守 12 加守町1-17-11 グリーンルーフ 8 磯上町4-21-30 シャルマンフジ春木 50 八幡町6-43 ハイネスクラウズ岸城町ザレジデンス 31 岸城町3-27 ヘーベルメゾン久米田 6 小松里町1058-1 リヴィエール２１岸和田 21 土生町3-3-3

ウエストヴィレッジ 6 下池田町1-6-33 グループホーム　凪の里 10 中井町3-2-27 シャルマンフジフリージア東岸和田 26 土生町3-14-9 ハイネスクラウズ春木駅前 72 春木旭町8-24 ベアレジデンス 24 春木若松町10-19 リヴェール岸和田 10 下松町1-13-7

ウエストスクエアＡ～Ｃ棟 18 包近町212-6 グレイスフル 6 土生町2-21-18 シャルム加守 Ａ・Ｂ棟 10 加守町1-18-17 ハイネスベルシモンエルポート 113 上野町東1-26 ベルアンジュ 10 神須屋町310-1 リヴ・はっぴぃーきらら 31 忠岡町忠岡北2 - 1 1 - 2 3

ウエルズ２１ 6 下池田町1-3-4、-5 クレールＩ・Ｋ 12 田治米町839-1 シャルム９ 9 春木若松町1-48 ハウプトブルク 11 額原町1007 ベルエキップ 14 北町4-5 Ｒ ｉｎｏｎ八幡 8 八幡町17-5

ヴェルジュ・ＴＯＫＩＷＡ 6 下松町2-8-23 クレール琴山Ａ～Ｅ棟 10 尾 生 町 1 1 5 0 （ A ・ B ・ C） 、1 1 5 1 （ D・ E ） シャレー茜 8 荒木町1-6-31 パーク岸和田Ⅱ 33 宮本町3-2 ベルネージュアサヒ 18 土生町7-3-20 リーヴル１・２ 16 尾生町4-4-74、-72

エイワビル 3 下池田町3-9-23 GRACE岸和田 4 上町26-3 シャン・ド・フルール岸和田 16 宮本町18-20 パークコートＭ 4 別所町3-1-9 ベルネージュⅡ 8 土生町1310-2 リーベ岡山 4 岡山町1156-1

エクセレンツ高関 12 小松里町537-1 クローリスメゾン Ⅰ・Ⅱ番館 28 藤井町2-10-2、-4 ジュネス荒木 11 荒木町2-13-31 パークサイドＴＡＮＡＫＡ 29 荒木町1-28-1 ベルハート 18 土生町927 リーベ久米田 8 岡山町13-1

エクセレント飛天 Ⅰ・Ⅱ番館 10 小松里町539-1、538-17 クワットコート岸和田 12 南町4-21 城南マンション 6 土生町2-27-26 パークサイド颯 8 土生町2-2-2 ベルフォーレ 24 土生町6-3-10 リベルテⅡ 12 下野町4-6-16

エコールかつらぎ 8 畑町1269-1 ケア・ブリッジ下松 30 下松町707-1 城南マンションⅡ 48 作才町1-6-11 パークサイド根来 15 下池田町1-9-29 ホープフルⅡ 6 並松町22-40 ルイシャトレ岸和田春木 149 八幡町8-89

エスト・エトワール Ａ・Ｂ棟 8 三田町263 ケーマ・ハーモニーⅠ番館 6 門前町3-8-1 しらさぎの郷 31 南上町2-22-13 パークホームズ岸和田 56 堺町2-19 ホープマンション 10 南上町2-28-9 ルーエンハイムⅠ 8 磯上町1-16-4

エスパシオ 6 忠岡町忠岡北1-6-7 ケーマ・ハーモニーⅡ番館 6 門前町3-8-2 シンシア摩湯 8 摩湯町588 パークロイヤル 15 加守町4-29-30 ボナールＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 16 額原町243-1 ルーエンハイムⅡ 4 磯上町1-16-3

エスパスラフィーネ 4 忠岡町高月南1-9-1 幸福荘（ケアハウ スはダイ レクト） 61 神須屋町409-1 スカイハイツ岸和田 11 岸城町4-20 パークロイヤルⅡ 9 加守町4-29-5 ボヌール岸和田 15 下松町1-3-21 ル・シャトー 12 上町12-18

エスペランサ　上松 3 上松町735-1 コスモスハイツ 8 磯上町4-11-15 スタイル岸和田 6 沼町1-21 パステルコートＡ・Ｂ 8 小松里町185-1 ポムデシャトー 12 南上町2-36-19 ル・テール岸城 8 岸城町13-1

エーデルハイムＫ（光配管有） 3 池尻町362-3 コスモスマンション 9 忠岡町高月南1-3-19 スノーホワイト 16 岡山町565-1 パストラル 8 摩湯町1030 Ｐoｒａ　Ｐoｒａ　Ａ～Ｄ 20 土生町1-1-25 ルナパリス 27 土生町4061

エフォールヒロⅡ 12 池尻町731-1 コスモス　ミソノ 20 土生町2-15-5 スパーブレジデンス　Ａ・Ｂ棟 10 池尻町906-1 パストラル　アビテ 8 小松里町2474 ポラール 6 尾生町5-13-2 ルネ・マ・メゾン 10 池尻町850

ＭＭ８８ビル 19 下松町5058 コーポ東岸和田 15 土生町1151 スーペリアレジデンスⅠ 30 下松町5060 パセオ久米田 14 下池田町1-12-14 ホワイトハウス 8 藤井町2-13-12 ル・ペール・ノエル 12 土生町6-13-77

エレガントヒルズⅠ 8 池尻町548 コマツビル 16 小松里町2065 スーペリアレジデンスⅡ 34 箕土路町1-3-24 パティオ岸和田 15 土生町2-3-4 マイトレヤ和田Ａ～Ｄ棟 26 磯上町2-5-18、6-7、1-
21、1-20

ル・レーヴ 8 加守町4-14-5

エレガントヒルズⅡ（光配管有） 2 池尻町544 コモド・アンビエンテ 6 池尻町10-1 スーペリアレジデンスⅢ 39 八阪町2-14-6 パナハイツ東岸和田 10 土生町879 前田アパート 4 極楽寺町1-6-27 レインボーＨＡＢＵ 10 土生町2447

エンゼルハイム忠岡 43 磯上町4-3-18 小山ハイツ 10 下松町1-10-6 住友生命岸和田ビル 6 沼町35-22 パピヨン５６５ 9 田治米町565 マエダケアフラット 8 別所町1-20-28 レインボーまつもとＡ棟 12 作才町123-4

大北町マンション 15 大北町2-3 コンスポワール岸和田 24 別所町3-30-23 セジュール茜 4 筋海町17-17 ハーブハウス 6 土生町2-25-1 牧村マンション 4 沼町4-5 レオパレス　アルデバラン 10 野田町1-10-7

オデオンⅡ 18 小松里町2007 コンフォール花水木 6 尾生町5-10-47 セジュール加守田 8 春木旭町36-15 浜中マンション 27 野田町1-7-21 マスエモン　Ⅰ番館 8 流木町246-1 レオパレス大宮 14 藤井町1-10-30

ｏｒａｎｇｅ（オランジュ） 8 八阪町3-7-3 コンフォール山法師 12 尾生町5-10-46 セジュール藤井　Ａ・Ｂ棟 16 藤井町1-4-5 Ｂ-6 バーミイ　メロウ 4 土生町2-21-27 マスターズマンション東岸和田駅前 100 土生町4-3-1 レオパレス　シリウス 10 野田町1-14-14

オリエンス忠岡１～３番館 18 忠 岡 町 忠 岡 東 2 - 1 5 - 3 0 、 - 3 2 、 - 3 1 サウス・アンドリュース 4 田治米町264-2 セジュール又巳　Ａ～Ｆ棟 24 磯上町3-3-4～10 パームビル 4 宮本町12-25 マルシェ利亀 18 磯上町1-11-1 レオパレス２１　東岸和田 14 土生町2-27-35

カーサアルドーレ 6 忠岡町高月北2-16-9 サウスソレイユ 7 摩湯町1114 セゾンフルール 20 西之内町11-5 ハーモニーⅠ 18 摩湯町596-1 マンション　イズミ 16 春木泉町18-52 レオパレス２１　オアシス岸和田 14 吉井町1-10-1

カーサ・トモニⅢ 7 中井町1-18-18 桜ヶ丘マンション 36 下松町1221-1 セーヌ東岸和田 20 土生町1557-1 ＨＡＬ岸和田マンション 20 中井町3-12-21 マンション　ケレス 16 磯上町3-21-3 レオパレス２１　カズⅠ・カズⅡ 24 田治米町426-3

カーサフィオーレ 12 土生町2-14-27 さくらの家 32 箕土路町2-7-24 セルティア岸和田 6 作才町1-5-26 パルクフォルネ 15 下池田町1-4-25 マンション小山 9 下松町1-10-3 レオパレス２１　Ａ＆Ｒ 6 箕土路町1-3-16

カーサ　フィオーレ壱番館 8 上松町212-7 サザンコート 13 藤井町1-20-7 セルバ 12 忠岡町忠岡東1-31-7 ＶＩＶＡＣＥ　ＨＡＴＡ 23 畑町2-14-8 マンション田中 14 土生町867-1 レオパレス２１　セルボ 14 作才町1252

カーサ・ブランカＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ 11 尾 生 町 6 - 1 - 1 2 、 - 3 2 、 - 1 4 、 - 3 0 サザンハイツ 8 南町1-16 セルバ・リーオ 10 流木町395-1 ビバライフ　Ａ・Ｂ棟 21 土生町1254 ミモザ・コート（光配管有） 8 春木本町4-16 レオパレス２１　だんじり 10 沼町32-13

カーサ　ブル 4 土生町8-2-18 サニーコーポ 2 下野町3-9-20 セルフィール茜 6 五軒屋町8-21 ビバリーヒルズ1・2番館 12 下池田町1-5-16、-15 都エンタープライズ第２ビル 4 宮本町2-11 レジデンスくすのき館 15 土生町2-10-26

風のハーモニー 3 宮本町12-5 サニートーク 20 土生町2-26-28 セレッソコート岸和田ザ・グランベイ 65 大北町1-38 ＨＩＲＯビル 8 野田町3-6-30 ミヤハイツ 6 宮本町42-30 レジデンスろうあんどろう 12 春木旭町5-37

ガーデン立石Ｂ棟 10 小松里町646 サニーハイム木下 24 土生町8-6-10～12 セレーナ北町 26 北町15-12 ピュア　メロウ 4 土生町2-21-26 メゾネットソフィア 5 南町13-5 レックスガーデン岸和田 199 大町4-25-4

ガーデンハイツ・ヒゴＡ・Ｂ棟 16 加守町2-6-32 サニーハイム東岸和田 8 土生町9-1-5 そうせい土生 31 土生町2-27-46 ファシル　カワト 21 加守町4-32-1 メゾフォルテ 6 忠岡町忠岡東2-13-2 レトア岸和田Ⅰ・Ⅱ 8 宮本町38-10

カモダハイム 12 吉井町1-17-3 サニーフレグランス 6 田治米町54-1 ソシアＡ 6 小松里町988 ファシル　カワトⅡ 8 加守町3-3-16 メゾフォルテⅡ 4 忠岡町忠岡東2 - 2 5 - 1 9 レンパレス流木 16 流木町386

カモミールコート 12 作才町33 サニーライフ土生Ⅱ 6 土生町1457 ゾーナ・ヴェルデ 6 摩湯町1024 ファミール岸和田プレジオ 96 野田町1-15-28 メゾン・エノシマ 11 春木若松町7-8 レンパレス浜名 5 流木町145-2

カルムＳ・Ｊ  Ａ～Ｆ棟 24 西之内町9-35、-34、-31、
-32、-30、-31

サバービア岸和田 31 土生町4081 ソフィアコート 4 小松里町2360 フィオーレ・Ｒ 14 池尻町256-1 メゾン東岸和田 3 土生町9-17-73 ロイヤルウイングＡ・Ｂ棟 24 小松里町2347

カルム・コリーヌ 8 土生町118-6 サライ８３ 12 額原町194-1 ソフトリーⅠ 12 加守町4-16-13 フォルトゥーナ 8 忠岡町馬瀬1-18-4 メゾン東岸和田弐番館 11 土生町1589-3 ロイヤル江坂 8 作才町1-5-4

カルム忠岡 32 忠岡町忠岡東2 - 1 6 - 1 3 サンヴェール岸和田 8 土生町2-6-26 ソフトリーⅡ 3 加守町4-17-5 フォーレス下松 Ａ～Ｃ 12 八阪町3-4-3　B-2　C-1 メゾン・コンフォート 6 南町4-10 ロイヤルハイツA・B棟（光配管有） 12 今木町87-1

川口ハイツ 8 土生町1285-1 サンヴェール城東 12 摩湯町330-3 ソレイユ　ル　ヴァン 8 額原町1097 フォレスト岸和田 30 小松里町514-12 メゾンさくら坂 6 岡山町25-1 ロイヤルフラット壱番館 26 春木若松町15-12

かんまつ７２８ハイツ 80 上松町3006 サングレース Ａ・Ｂ棟 14 畑町3-2-1　B-2 タウンコート別所 4 別所町2-21-7 フジパレス幸栄 9 荒木町1-6-14 メゾン・デ・サントネール岸和田 51 野田町2-4-7 ロージェットコートⅠ・Ⅱ 32 下松町1 - 1 8 - 3 9 　Ⅱ- 3 8

岸城ハイツ　1～3棟 28 岸城町12-12 サンコートＧ 3 額原町406-1 タケダハウジング 4 春木若松町19-22 フジパレス忠岡 Ａ～Ｃ棟 22 忠岡町忠岡東3-19-28　B-
27　C-18-44

メゾン・ド・アム 16 上松町3019 ロジュマンワイティ 8 作才町1221

岸和田コーポラス　１棟 下野町2-11-1 サンサンハイム 4 上町30-13 デーアⅠ 8 加守町4-15-17 フジパレス寺西 12 西之内町12-35 メゾン　ドゥ　ソレイユ 6 春木若松町16-3 ＬＯＨＡＳ・ＣＡＳＡ（ロハス・カーサ） 4 作才町131-1

岸和田コーポラス　２・３棟 下野町2-11-2、-3 サンシティ 8 上松町848-1 デーアⅡ 8 加守町4-15-14 フジパレス西大路 18 西大路町50-13 メゾン・ド・ファーネス 12 上松町3029 ロビニア岸和田Ⅰ・Ⅱ 44 小松里町2362、2355

岸和田在宅総合センター　藤の華 30 西之内町2-13 サンテンズガーデン 3 小松里町2063 デーアⅢ 8 加守町4-15-12 フジパレス　ピーノ 24 春木若松町2-7 メゾンフジタ 8 上町2-19

岸和田作才町第２郵政宿舎 25 野田町3-14-3 サントル 4 下池田町1-19-26 ディアコート 3 春木旭町38-40 フジヤマンション 2 野田町2-18-2 メゾンベルレディ 16 藤井町1-18-31

岸和田ハイツ 11 並松町11-1 サンハイツ　ミヤ 4 宮本町42-21 ディアスカワサキ 12 沼町6-5 プードルハウス 8 土生町2-26-24 メゾン・ボニート 4 忠岡町高月北2-16-5

岸和田パークハイツ 30 南町30-24 サンパレス宇治 12 八阪町1-10-12 ディアメゾンＭ 12 摩湯町1119-2 プライジア 11 池尻町500-1 メゾン松ヶ丘 4 小松里町1091-2

キドハイツ 4 南上町1-27-10 サンパレス藤 8 野田町3-2-4 ＴＭ　ＰＥＧＡＳＵＳ 6 下松町1-12-24 プラドール’９１ 8 作才町1198 メルベイユ・パル 6 土生町622

グラシア　エテルナ 5 並松町6-3 サンフィール岸和田 12 土生町2-15-45 出崎マンション 8 上野町東12-22 フラワーハイツムラナカ　Ａ・Ｂ棟 16 土生町1259-1 メロディハイム山田 4 尾生町3-27-29 集合加入（加入権付） 7,985

物　　件　　名 世帯 住　　所 物　　件　　名 世帯 住　　所 物　　件　　名 世帯 住　　所 物　　件　　名 世帯 住　　所 物　　件　　名 世帯 住　　所 物　　件　　名 世帯 住　　所

アクシス善 12 神須屋町329 カーサ　デルデ 12 別所町2-12-7 サンコートＳ 8 額原町195-1 ドミール小松里 24 小松里町2453 フジコーハイム 8 土生町1393-1 メゾンドヴェール 6 岸城町2-15

アサヒナコーポ 3 吉井町3-19-20 カーサＨＡＮＢＥＩ 6 畑町3-21-20 サンシティー西大路 12 西大路町169 ドミールタチバナ土生 9 土生町2-30-28 フジコーマンション小松里 25 小松里町501 メゾン・ド・久米田 4 小松里町459-1

アシューレ東岸和田 12 神須屋町488 カーサ阪和 12 箕土路町1-15-2 サンシャイン西大路 4 西大路町154 ドミールタチバナ土生Ⅱ 21 土生町2-31-10 フジコーマンション作才 14 作才町23-1 ＭＡＩＳＯＮ　ＤＥ　ＳＯＬＥＩＬ 12 別所町2-8-7

アステージ岸和田 49 作才町1-8-9 ＣＡＳＡＰＯＲＴＯ岸和田 20 北町8-4 サンセジュール 8 別所町1-5-24 ドミール東岸和田 12 土生町2-10-24 フジパレス岸和田駅北 12 沼町34-3 メゾン・ド・セレーネ 8 上松町3032

アップストーン 6 上野町東1-17 カーサモデルノ 18 加守町1-17-26 サンテキララ 25 忠岡町忠岡北2-10-7 ドミール真紀 12 磯上町1-8-29 フジパレス下池田パセオ 20 下池田町3-1-7 メゾン・ド・ポム 8 田治米町410-1

アップルビル 20 作才町1062 カーサ　ワイオリ 8 池尻町640-1 サントワマミー 4 上松町182-1 ドミールレオタチバナ 18 土生町7-13-6 フジパレス　リブロン 9 春木北浜町12-6 メゾン・ド・リチェール 30 中井町2-6-36

アドヴァンス 3 磯上町5-6-1 ガーデンタウン清水Ａ～Ｃ棟 20 池尻町117-1 サンパティーク西田 18 下松町3-5-68 ドリーム岸城 17 岸城町20-17 プチメゾン岸和田 14 沼町29-27 メゾンドールユキ 12 磯上町1-2-1

アドーザックス下松Ａ・Ｂ棟 8 下松町5077 Ｇａｒｄｅｎ浜 8 忠岡町忠岡中3-5-1 サンファイブ河畑 12 下池田町3-1-33 ドルチェⅢ 21 宮本町18-12 プラザ松治 12 上松町3028 メゾン中嶋Ⅱ 8 土生町4201

アートヒルズマンション 12 箕土路町1-6-12 ガーデンプレイスＡ・Ｂ棟 18 摩湯町224-1 サンフィールド 6 下池田町1-6-18 ナーエパルクⅠ・Ⅱ・Ⅲ 6 加守町4 - 2 3 - 5 、- 4 、- 3 プラザ松治３３ 33 上松町3015 メゾン中嶋Ⅲ 9 門前町1-3-62

アトレ・ヒロ 14 池尻町748付近 ＧＡＲＤＥＮ檸檬 12 忠岡町忠岡東3-7-20 サンフィールド常盤 8 八阪町1-8-10 長池荘 16 西之内町25-5 プラージュＳａｋｉｇａｋｅ 21 磯上町5-3-1 メゾンニシザ 12 並松町1-12

アネックス岸和田 32 荒木町1-21-3 カーネーション 12 磯上町5-21-26 サン・フェスタ 30 下松町2-11-45 西谷商事株式会社第一ビル 19 土生町2-9-10 プラセール岸和田 12 荒木町2-19-6 メゾンパークス 27 土生町2-21-1

アネックスフジコー 5 土生町1214-1 カノン・コート 4 南上町2-13-28 サンメイト杉本Ａ・Ｂ棟 24 池尻町261 日興パール・ビル 12 藤井町1-17-18 プラチナクローバー 10 田治米町381-4 メゾンはるか 20 箕土路町1-16-25

アネーロ岸和田 13 本町11-17 カレントＳ．Ｊ 4 別所町2-2-3 サンメイトフジ 12 忠岡町馬瀬1-3-16 ニッソウビル 5 作才町1157 ブランシャトー久米田 32 小松里町2232 メゾンファミール 8 上町3-17

アバンティ岸和田３番館 12 作才町1093 川長ビル 4 沼町18-1 サンライズ 4 忠岡町北出2-18-24 ニューコーヨー 9 荒木町1-3-30 プランドル岸和田Ⅰ 12 下松町2-19-16 メゾンフジタ 12 神須屋町416

アーバンヒルズ 9 土生町2-7-32 かんまつロックガーデン 30 上松町650-2 サンライズ西田 24 土生町2-16-10 ニューサングレイス池尻 4 池尻町118-7 プランドル岸和田Ⅱ 14 下松町2-19-13 メゾン・フローレンス 8 八阪町1-10-14

アーバンビレッジＡ～Ｃ棟 24 加守町3-11-21～23 岸城マンション 11 南町3-5 サンライフ西大路Ａ・Ｂ棟 10 西大路町131 ニューサンライズ 20 箕土路町1-13-21 プランドル岸和田Ⅲ 5 下松町2-15-35 メゾンマスオカ 21 荒木町2-19-17

アフロスコート 4 小松里町1107 岸和田市福祉総合センター 3 野田町1-5-5 サンロイヤル幸栄 12 荒木町2-9-5 ニューフジ丸泉 10 土生町1-4-27 プランドールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 20 加守町4-8-8、-7、-6、-5 メゾンマリエ 12 畑町4-3-24

Ａｍｅｎｉ ｔｙ　Ｈｏｕｓｅ　ソレイユ 6 田治米町189-1 岸和田製鋼株式会社　春木寮 21 春木若松町16-4 市営あけぼの住宅 54 西之内町43-1 ネオトーク 10 土生町1310-2 プランドール久米田Ⅱ 10 下池田町2-9-34 メゾン・モンターニュ 12 今木町41-1

アメニティーフジコー 4 土生町13-17-46 岸和田ハイツＡ棟 38 並松町24-24 市営尾生住宅 30 尾生町5-5-2 ネオハイツ東岸和田駅前 86 土生町2294 プランドール久米田Ⅲ 2 下池田町1-11-2 メゾンリラ 4 宮前町5-3

荒木エイワビル 5 荒木町1-2-10 Ｋ ＩＸ 8 宮本町13-11 市営松風住宅 78 松風町7-1 ＮＥＸＴ 3 野田町2-12-23 プラン・ドール八起 3 西之内町25-19 メープルコートＡ・Ｂ棟 16 小松里町945

アリエッタ　Ａ・Ｂ棟 12 小松里町2043-2、-3 キッツスクエア 39 小松里町2072 市営山下住宅 65 土生町889 根来アパート 8 小松里町537-2 ブランネージュ 32 土生町2-19-22 メロディーコーポ岸和田 15 小松里町2277

アルカンシェル２１ 21 藤井町3-4-30 共立マンション小松里 45 小松里町1161-6 シエスタ 16 額原町1059 Ｎｅｓｔｌ ｅ　Ｋ .Ｄ 6 上野町東16-18 プリグレイス岸和田 50 作才町109-3 メロディーハイツＡ・Ｂ棟 8 箕土路町2-1-5、-4

アルソーレ 8 上松町1138 クオーレ岸和田 199 土生町2-27-7 シェソワ・リヴェール 15 池尻町40-4 ハイアットプレイス 40 箕土路町1-8-12 ブリザⅠ・Ⅱ 16 額原町1053-1 森下ビル 6 下松町1-17-5

アルト桜台 14 下松町4-18-10 クボタマンション 12 春木旭町5-35 ジェミニ　カストル 6 池尻町276-1 ハイツＭ 12 池尻町267-2 ブリーゼＦ・Ⅱ 8 吉井町2-4-6 森マンション 12 忠岡町忠岡東1 - 1 4 - 1 7

アルト　ルーナ 8 忠岡町高月北2 - 1 1 - 2 6 クーミーハウス岸和田Ａ～Ｃ棟 16 藤井町2-22-1 ジェミニ　ポルックス 6 池尻町276-2 ハイツカネミツ 8 下池田町1-22-11 プリマード東岸和田 101 土生町5-1-34 モンテテール額原 12 額原町152

アルト　ルーナⅡ 4 忠岡町高月北2-17-1 クラウンハイツ下野Ａ・Ｂ棟 8 下野町3-11-20、-18 シティハイツ岸和田 50 並松町24-5 ハイツＫＥＹＡＫＩ 12 中井町2-12-8 プリマヴェーラ 12 藤井町1-2-8 八起ビル 3 箕土路町1-9-15

アルファⅡ号館 6 吉井町4-14-4 グランエクセル箕土路 15 箕土路町2-1-12 シティハイムＯＨＨＡＴＡ 8 極楽寺町210-1 ハイツ古石 12 土生町1543 ｐｒ ｉｍａｖｅｒａ 10 宮本町42-3 山一ハイツ 10 春木旭町35-13

アルファメゾン 6 沼町13-7 グランコート岸和田 50 西大路町99-3 シティハイム大家 8 額原町208 ハイツブルネン 14 東大路町3 プリムローズ岸和田 60 春木泉町10-24 ヤマイチマンション下松弐番館 19 下松町2-19-24

アロマティック岸和田 50 野田町2-12-4 グランコート岸和田南町 42 南町11-35 市立岸和田市民病院  医師公舎 27 額原町1002 ハイツ・雅　A・B棟 12 藤井町2-19-9 ブールバール忠岡 29 忠岡町忠岡北2-6-33 山田ビル 3 上野町西19-25

イーストハイツ 8 土生町833 グランコート東岸和田 35 土生町5-3-46 シルク・ルーム７番館 15 野田町1-12-10 ハイデ上町 42 上町40-8 プルミエールメゾン土生 15 土生町2-26-37 ＵＲ春木団地 676 春木泉町1

イーストボーン 4 土生町4187 グランシャリオ 24 畑町3-14-3 ＣＨＡＴＥＡＵ　ＡＢＩＮＡ 24 吉井町1-12-11 ハイデ岸城 11 岸城町12-26 ブルーム 3 尾生町5-13-6 ユージェイハイツ 2 南上町1-36-4/-5

いずみマンション 10 磯上町1-2-5 グランディール岸和田 21 小松里町2066 シャトー北町 14 北町11-4 ハイネスヴェルデ岸和田 194 南町9-17 プレ・アーカソニー　北・南館 14 今木町103、102-1 ユーライフ 15 磯上町5-18-10

磯コーポ 16 磯上町1-16-27 グランディール宮ノ池 15 小松里町2238 シャトークレール明るい館 24 上松町307-1 ハイネスクラウズ岸城町 11 岸城町4-29 プレイスタウン 15 八阪町2-15-11 有料老人ホーム　綺麗 15 忠岡町高月南3-15-4

ヴィアーレ北町 9 北町15-6 グランデカーサＡ 8 田治米町12-3 シャトー堺町 14 堺町7-9 ハイネスピア岸和田 33 春木若松町17-27 フレグランス川崎 8 西之内町7-38 吉与ハイム 16 土生町2-27-14

ウィズ・ユー八木 28 小松里町2358 グランドハイツ末広 30 上野町東7-22 シャトレー小松里 14 小松里町2116 ハイブリッジ別所 11 別所町1-17-26 フレグランス久米田Ａ・Ｂ棟 8 岡山町531-1 ライフイン岸城 6 岸城町28-29

ヴィブレ岸和田 7 土生町2-30-19 Ｇｒａｎｄ　Ｐａｌａｃｅ 35 土生町3-14-17 シャーメゾンセルクルⅢ 2 西之内町11-9 白水マンション１号館 16 小松里町754-3 フレグランス土生Ａ・Ｂ 10 土生町2-15-13、-14 ラヴァーズペティオ 10 岡山町1166-1

ヴィラＫＳ 4 岸城町15-8 グランド・ソレイユ 8 畑町242-1 シャルマン木ノ元 30 下池田町1-7-7 パストラーレ久米田 36 箕土路町2-6-16 プレジデントハイツ東岸和田 16 土生町2-2-11 ラヴィアン２１ 16 野田町2-4-3

ヴィラージュ楠本 15 大町1-10-12 グランド藤井 11 藤井町3-13-20 シャルマンフジ岸和田上松 49 上松町5-2-1 パセオ 26 別所町2-14-18 プレシャスコート岸和田 19 野田町3-11-6 ラヴェニール忠岡 10 忠岡町忠岡東2 - 1 9 - 2 7

ヴィラセントラルパーク 27 荒木町1-9-20 グランドール岸和田 20 南上町1-39-18 シャルマンフジ東岸和田 17 作才町1170 ハッピーハウス２１ 21 土生町1294 プレステージフジ忠岡壱番館 8 忠岡町忠岡南3-2-15 ラ・トゥール 9 荒木町1-14-16

ヴィラプレールⅡ 6 西之内町7-14 クリスタ久米田 8 小松里町842 ｼｬﾙﾏﾝﾌｼﾞ岸和田中央公園　壱番館 68 荒木町1-11-11 花ハウス 8 南上町1-41-20 フレッシュ南上町 8 南上町1-34-10 ラニベール小田 4 上松町2-3-22

ヴィルヌーブ南上町 24 南上町1-19-3 グリーングラス　Ａ～Ｃ棟 14 大町3-18-16、3-18-18、
4-7-26

ｼｬﾙﾏﾝﾌｼﾞ岸和田中央公園　弐番館 32 荒木町1-11-12 春木マンション Ｂ・Ｃ棟 20 八幡町7 プレミアムスイート額原 3 額原町138-2 ラビアンローズ 6 上松町2-3-36

ヴィレッジ・ヒルズＴａｋａ 12 畑町1-26-29 グリン・ゲイブルス 8 小松里町188 シャルマンフジ久米田五番館 16 下池田町1-5-20 パーク岸和田 4 別所町2-10-22 フレンテ大宮 11 西之内町5-22 ラピート１５ 15 箕土路町2-7-12

ウィン 34 南上町2-20-3 グリーンコート 41 土生町7-11-3 シャロン・岸和田 4 別所町1-21-28 パークサイド・アイ 3 池尻町923-2 プロニティヴィラＡ・Ｂ・Ｃ棟 15 三田町691-1 ラフィート東岸和田Ａ・Ｂ棟 14 土生町2-23-12、-11

ウイングハイツ 6 下池田町2-2-18 グリーンコーポ荒木 15 荒木町1-1-32 シャン・ノールⅩⅦ 8 忠岡町忠岡南3-5-5 パークサイド木下Ａ・Ｂ棟 16 土生町2-21-6 プロニティヴィラＤ棟 4 三田町691-10 ラフィーネ大宮パートⅢ 40 藤井町1-19-21

ウインディア２１　Ｂ棟 10 額原町262-1 グリーントピア２１ 33 藤井町1-17-23 シャン・ノールⅩⅧ 10 忠岡町忠岡南3-5-13 ハートフル岸和田 12 吉井町2-21-31 フローラ・フジ 6 岡山町454 ラフィーネＭＡＹＵ　Ａ～Ｃ棟 30 摩湯町680-1

ウェイサイド 6 上町31-3 グリーンハイツ・イナモト 12 池尻町360-2 シャンブル北町 14 北町15-12 ハナハウスⅠ・Ⅱ 12 岡山町461-6 フローラル２１　Ａ・Ｂ棟 13 下松町1-17-16、-18 ラフォーレＪＮ－１ 8 小松里町2429

Ｗｅｓｔ 8 上野町西19-8 グリーンヒルＡ・Ｂ棟 16 荒木町2-7-24、-23 シャンブル古都 28 沼町5-19 パーミーハイツ 16 池尻町43-5（52-1） フローレンス 12 小松里町1073 ラフォーレＪＮ－Ⅱ 4 小松里町2351

ウエストハッピー 17 上松町4-1-10 クレアコート 15 別所町1-1-19 ジュネス岸和田フィオーレ 99 大町1-10-16 バーミイ　メロウⅡ 12 畑町1-7-33 平成ビル 7 荒木町2-2-22 ラ・フロレスタ岸和田 75 磯上町1-11-33

ウエストフィールド 12 宮前町8-50 クレアール小松里 15 小松里町2110 ジョイフルヨコタⅡ 8 戎町6-1 ハミング上松 6 上松町632-5 ベルアンジュ 8 忠岡町忠岡中2-1-24 リエラ岸和田BaySideC it y 99 大北町1-32

ＷＥＳＴヒルズ忠岡 27 忠岡町忠岡北2-9-9 グレース 14 野田町1-8-12 少女の赤い帽子  久米田池物語 22 池尻町49-19 ハーモニーハイツＡ・Ｂ 8 土生町824-1 ベルゾーネ岸和田 6 土生町2-18-8 リスペクトＡ～Ｄ棟 30 春木旭町15-39、-40、-41、
-43

ヴェルテ岸和田 19 土生町2-18-16 グレースマリンアベニュー 10 春木若松町5-8 シレスティアルユキモト 14 別所町1-15-13 ハーモニーハイツＣ・Ｄ 10 土生町819-3 ベルトピア和泉大宮 21 加守町2-2-17 Ｒ ＩＣＨチェリーハイツ 10 流木町940-1

ヴェルディＨＡＬ 15 中井町3-14-16 ＣＲＯＳＳ大手町 4 大手町4-13 ジンハイツ 6 荒木町2-8-10 パリラ 10 忠岡町馬瀬3-5-17 ベルトピア下松 24 下松町2-11-1 リッチトーク 4 土生町2-19-27

ヴェルデュール 10 下池田町2-11-27 ＣｒｏｓｓＲｏａｄｓ荒木街 40 荒木町1-33-18 スイートハイツ下松 8 額原町379-1 パール久米田 21 小松里町2235 ベルドミール 16 南上町2-23-8 リッチ南上町 9 南上町2-7-5

ヴェルナール加守 14 加守町2-1-25 クローバーハイツ岸和田ベルエル 49 額原町242-5 スクエアハウス 18 野田町3-4-3 パールフジ岸和田Ⅱ 29 下松町1-18-31 ベルドール岸和田　北・南棟 12 土生町9-11-24、-23 リバーサイド忠岡Ａ～Ｃ 24 忠岡町忠岡東2-26-18、-
19、　-20

ヴェルナール春木 14 春木旭町9-17 グローバルメゾン 12 荒木町2-14-13 ステイブル・コート 12 下松町1-15-3 パルクアヴニュ公園通り 24 加守町4-31-31 ベルメゾン上松 12 上松町426-1 リバーヒル岸和田 16 沼町22-11

ウェルフェアー光明 11 磯上町5-22-1 Ｋ．Ｋ．ビル 33 北町12-9 ステーショ ンプラ ザしもまつ 団地　Ａ・ Ｂ棟 135 下松町3-4-1 B2-1 バレイハイツ 6 箕土路町1-17-1 ベレッサ 5 大町370 リーベスト岸和田パレッツ 39 八幡町6-50

ウエルヤード５０ 17 藤井町3-3-1 ＫＪＳ下池田 4 下池田町2-10-4 ステージ　オオテ 7 大手町8-18 パレエトワール 24 小松里町2448 ボナンザ春木 6 春木旭町32-30 リベルテ 24 上野町東1-31

ウルメゾン源六 12 下松町1-11-1 Ｋセゾン春木 16 春木若松町8-41 ステュディオ　モンリュエル 4 藤井町1-13-25 パレスさくら Ａ・Ｂ棟 22 池尻町5-1、31 ポピーハイム 8 藤井町2-12-32 リュミエール 6 尾生町3-28-1

栄和マンション 8 春木若松町1-44 Ｋハイム 4 春木中町5-13 ＳＴＥＬＬＡ　ＢＬＤＧ 4 土生町2-29-3 パレスパインアップ 8 上松町3-4-11 ポポロスタージュ宮前Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 42 宮前町8-19～17 ルーチェ大宮 24 上野町東7-40

エクシード岸和田Ａ～Ｃ棟 16 小松里町2035 公社加守団地１～５棟 200 加守町1-5-1～5 スペリオーレ上松 16 上松町3-7-43 パレスパインアップⅡ 10 上松町2-2-48 ホワイトハウス 12 別所町1-20-29 ルネパーク岸和田 12 西之内町41-36

エクセル江坂 10 作才町124 公社岸和田天神山 220 天神山町1-2-1～7 スリーダイレクションⅠ 15 土生町2-18-10 ハローハイツ河畑 8 下池田町1-8-10 ホワイトハウスⅡ 8 藤井町2-18-6 ルミエール西田 19 下松町2-5-7

エクセル岸和田 24 堺町3-6 公社岸和田天神山Ｂ 150 天神山町1-3-9～12 スリーダイレクションⅡ 4 土生町9-1-9 ハローハイツ河畑Ⅱ　Ａ～Ｃ棟 12 下池田町1-8-9、-7、-8 ホワイトハウスⅢ 8 上松町715-3 ルル・あけぼの 11 大町1-9-14

エクセル岸和田 38 土生町9-10-15 コゥジィーヒルⅠ・Ⅱ 8 土生町541 スール・ビエント 9 田治米町37-1 バンブーコート 33 西之内町2-1 ポンテ・ピエールⅠ・Ⅱ 12 尾生町5-7-6、-7 レインボーまつもとＢ棟 8 作才町123-3

エクセルロワイエフジ 15 西之内町16-11 コージースクエア岸城町 48 岸城町1-25 セジュール加守田ＳＥ 10 春木旭町36-12 ピアコート岸和田 6 土生町2-28-17 ＢＯＮ　ＭＡＲＩ　ＥＴ　ＦＥＭＭＥ 12 別所町3-7-2 レオパレス２０００ 6 小松里町2118

エクセレート岸和田 6 別所町2-14-22 コージープレイス 5 神須屋町303-1 セジュールフジワラＡ・Ｂ棟 18 忠岡町馬瀬1-2-5、-6 ピアチェーレⅠ・Ⅱ 35 土生町1273-1 ボンリビェール・吉田Ａ・Ｂ棟 12 箕土路町1-8-30、-26 レオパレス２１　ウィング 16 吉井町2-7-5

エクセレント岸和田壱番館 9 春木大小路町1-14 コティアブイ 12 忠岡町忠岡東1 - 1 8 - 1 1 セジュール正木 14 忠岡町忠岡南3-1-9 東ハウス 22 作才町1162-1 前川ハイツ 16 忠岡町北出3-3-20 レオパレス２１　サカグチ 20 土生町2-21-11

エクセレント岸和田弐番館 49 春木若松町8-25 コートＴＡＫＵＭＩ 11 春木旭町7-22 セゾンコート春木 40 春木本町3-24 ビクトリア南上町 21 南上町1-41-15 ＭａｓｕｅｍｏｎⅡ番館 8 流木町337-1 レオパレス２１　マザーグース 14 下池田町2-4-37

エクセレント谷Ⅰ・Ⅱ 18 小松里町2180 コートボナール 30 荒木町2-17-30 セトル２１ 14 西之内町66-37 ピーチハイツ上町 12 上町45-4 松ヶ丘ハイツ 4 小松里町1089-6 レオパレス　昴 18 小松里町2317

エクセレントパインヒル 4 小松里町674-1 コートボナールＡ・Ｂ館 8 岡山町95、420-1 セピアコートＡ・Ｂ棟 8 池尻町750-1 ＢＥＡＭ 12 下松町4-5-35 マノアレイ 8 西之内町40-15 レオパレス　小松里 18 小松里町2452

エスコートグリーンＡ・Ｂ棟 16 荒木町2-13-28、-27 コーポ麻生川 6 土生町2-23-16 セフィラⅧ 8 忠岡町忠岡中1-1-13 ビューハイツＡ・Ｂ 10 尾生町5-16-7、-8 マノワール並松 4 並松町13-17 レオパレス　千亀利 16 藤井町1-2-20

エステートピア西大路 10 西大路町99-7 コーポＡ・Ｂ・Ｆ 14 土生町1445 セレーノ茜 6 筋海町15-3 ファイブスターレジデンス岸和田 12 沼町21-4 マーマネ 10 忠岡町馬瀬3-5-18 レオパレス中井町１～３ 31 中井町3-13-6～4

エスポワール 20 作才町1256 コーポまえだ 15 上野町東8-3 セレーノＨＯＮＤＡ 6 上野町西24-9 ファーストハイム土生 8 土生町617 マンションアップル 27 作才町1-2-12 レオパレス中井町５ 18 中井町3-14-25

エスポワール 4 岡山町480-2 コーポ・ムツオ 8 土生町5-1-5 セントポーリア岸和田 12 作才町1-5-7 ファミール岸和田パークスクエア 140 上野町東1-29 マンションＳ＆Ｙ 11 藤井町2-5-6 レオパレス２１　ポム・ド・テール 16 磯上町4-8-29

エスポワールⅠ 18 小松里町2349 コスモス 4 別所町1-20-23 ソルシェール 40 作才町193-1 ファミール春木 12 吉井町1-15-14 マンション加藤 18 磯上町4-23-28 レオパレス２１　メルツェⅣ 24 作才町1-5-9

エスポワール太田Ａ～Ｄ棟 22 畑町208-1 ゴールイン 20 春木若松町7-24 ソレイユ 10 加守町2-10-40 ファミールムカイ 12 極楽寺町188 マンション　クラチエ 9 小松里町1140 レジオンドヌール 10 南上町2-34-1

エスポワール久米田 6 小松里町252-1 ゴールイン岸城　（DKｾﾚｸﾄ） 8 岸城町5-3 ソレイユ岸和田弐番館 15 土生町2-14-19 ファロス 20 小松里町2332 マンションサニーハート 21 土生町1274-1 レジデンス・ウエヤマ 14 上町3-15

エスポワール清光 45 土生町3-3-9 ゴールドクローバー 12 摩湯町1057 SOMPOケア　ラヴィーレ岸和田 30 中井町2-12-4 フィアテル岸和田 33 上町47-18 マンショントレビ 16 吉井町1-9-17 レジデンス植山野田 6 野田町1-14-1

エスポワール２１ 15 忠岡町高月南3-8-12 ＣＯＭＦＯＲＴ額原 4 額原町150 第１フジコーマンション 16 土生町5-3-29 フィエスタ岸和田 6 小松里町2138 マンション花 13 別所町2-13-12 レジデンス岸城 3 岸城町1 2 - 8 、- 1 0 、- 1 1

エテルノタクミⅠ・Ⅱ・Ⅲ 6 春木旭町6-3、-2、-1 コンフォート岸和田 16 額原町178-1 第一ホワ イ トシャルム・第二ホワ イ トシャルム 14 小松里町2255、2254 フィオーレ・ＲⅡ 3 池尻町923-5 マンション藤原 12 中井町1-15-19 レジデンス岸和田 36 土生町7-9-5

エトワール 8 南上町1-32-24 コンフォート春木 17 春木旭町5-31 タイガーマンション 9 中井町2-9-7 フィオーレＭ　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 12 田治米町355 マンションミワ１号館 24 下池田町1-4-14 レジデンス光陽 6 西之内町13-18

エトワール上町 15 上町48-7 コンフォール西川 20 藤井町1-11-1 大国ハイツ 4 春木大国町6-3 フィデール 6 箕土路町3-11-18 マンションミワ２号館 12 下池田町1-4-32 レジデンス寿楽日光 15 南上町1-19-15

エトワール古城 9 南上町1-42-16 コンフォルト忠岡 2 忠岡町忠岡東2 - 2 4 - 2 0 第二サンメイトフジ 6 忠岡町馬瀬1-15-9 府営岸和田荒木住宅 656 荒木町2-22-1～12 マンション山中 8 土生町4-4-30 レナート東岸和田 9 作才町210-1

エトワールサンク忠岡 10 忠岡町忠岡北1-4-17 サイレンス中川 13 北町1-30 第二マンションフジコー 15 土生町5-3-18 府営岸和田磯上住宅 95 磯上町1-22-22 マンション　ラ・フォーレ 15 吉井町2-7-3 レユシールタニムラ南上町 24 南上町2-34-27

エピナール 45 作才町1-8-15 サウス・ウインド 9 忠岡町忠岡南2-25-4 太平ハイツ 12 土生町1279 府営岸和田大町住宅 399 大町4-18-1～7 萬世ハイツⅡ 4 沼町6-20 レユシールマンションタニムラ 10 作才町1-5-37

ＮＨマンション 24 忠岡町忠岡南3-4-4 坂口ハイツ 2 土生町1248-2 タウンハウス久米田 5 下池田町3-6-10 府営岸和田額原住宅 231 額原町382-1～4、819-1-5
～8、382-9～10

宮川ハイツ 2 春木宮川町3-2 ロイヤルヴェール山下 40 春木本町7-1

Ｎテラス 5 忠岡町忠岡北2 - 1 3 - 2 9 ＳＵＣＣＥＳＳ　Ｍ 4 額原町101 タウンハウス西川 6 岡山町150 府営岸和田額原第２住宅 193 額原町303-1～5 都ビル 12 西大路町21 ロイヤルコーポ額原A・B棟 12 額原町1022

エミネンス久米田 15 池尻町269-1 さくらの丘安心ハウス岸和田 2 作才町1146 タウンホーム下松 8 下松町5076 府営岸和田田治米住宅 720 田治米町250-1～26 ムカイハイツ北・南棟 16 荒木町1-14-17、-33 ロイヤルシティー岸和田 12 八阪町1-4-7

ＭＫＮＴクリスタル 10 土生町2-12-7 サザンコート 12 春木旭町22-12 高山マンション 3 三田町947 府営岸和田天神山住宅 580 天神山町1-4-1～12、1-5-
13～20

ムカイマンションＡ・Ｂ棟 32 荒木町2-16-16、-15 ロイヤルステート池田 9 池尻町483-3

Ｍフラット 20 土生町3-15-24 サザンコート 24 忠岡町北出2-2-16 ツイン・ハイツ　Ａ・Ｂ棟 12 小松里町1052 府営岸和田並松住宅 85 並松町7-1 村田荘 4 箕土路町3-5-20 ロイヤルパートⅠ 16 小松里町2559

エル・エル・シー　グリーン 8 小松里町1126-4 サザントーク岸和田 9 土生町2-14-14 ツダハイツ 12 藤井町1-10-18 府営岸和田春木住宅 254 吉井町1-5-1～9 メゾフォルテⅢ 6 磯上町4-14-13 六反田Ｖｉ ｌ ｌ ａｇｅ 6 南上町2-28-6

エル・エル・シー　サン 8 小松里町1126-1 サザンハイツ 8 南上町1-16-6 ディアコート 9 土生町2-3-7 府営下池田住宅 392 下池田町3-13-1～3 メゾンあすか 12 下池田町2-16-5 ロジュマンハブ 12 土生町2-23-10

エルピノ岸和田 22 上松町4-1-7 サザンベル岸和田 22 魚屋町4-16 ディアコート大宮 18 上野町西25-22 府営忠岡東第一住宅 195 忠岡町忠岡東1-33-1～4 メゾン・アベリエ 8 箕土路町3-18-9 ロジュマンミドロＡ・Ｂ棟 24 箕土路町1-7-5

エルフローラ 16 忠岡町忠岡南3 - 1 1 - 2 4 サニーサイドハイツ 10 小松里町863-2 ディーオモンテ 8 西之内町21-21 府営春木旭住宅 296 春木旭町12-1～4 メゾンアムー 6 下松町5067 ロッソ・スクーデリア 16 土生町7-11-12

エルム下松 8 下松町1-6-26 サニーサイドハイツ３号 4 小松里町863-15 デイスターＳ 8 忠岡町北出2-1-40 府営吉井住宅 966 吉井町3-23-10～11、28-
13～15、24-12、4-1-1～9

メゾンウエスト 24 南上町1-31-28 ロードスリービル 2 野田町3-2-14

エルムハイツ 8 春木旭町16-27 サニーテラス 6 荒木町2-13-34 デイスターＮ 8 忠岡町北出2-1-37 フェリス加守 6 加守町2-1-21 メゾン・エトワール 6 尾生町3-7-9 ロビンソング 36 春木若松町8-20

エンゼル・サチ岸和田 17 土生町2-14-18 サニーハイツ岸和田 4 紙屋町1-14 テラ・ドゥーエ 13 春木元町1-22 フェリス岸和田 15 別所町1-5-24 メゾンカルム 16 上町42-16 ロマーナ岸和田 27 下松町2-5-23

大町ガーデン・ライフ泉本Ａ～Ｅ棟 28 大町4-11-13～17 サニーハイム 6 荒木町2-14-24 ドエル岸和田 14 南上町1-28-6 フェリス馬瀬 6 忠岡町馬瀬2-2-5 メゾン岸和田 20 本町12-9 ロンドールビレッジＡ・Ｂ棟 27 加守町4-23-26

大宮ハイツＡ・Ｂ棟 8 藤井町2-17-7 サニーライフ土生Ⅰ 12 土生町1485-1 トーク・ヴィラ東岸和田 25 土生町2-24-1 フェリーチェ 8 加守町4-24-1 メゾン・サンフィット 16 忠岡町北出3-3-30 Ｙ・Ｍ・Ｄチセ 30 南上町2-24-24

ＧＡＩＡ２１ 21 野田町1-3-7 サワディタワー岸和田イースト 38 土生町2-27-12 トークストリートアソガワ 49 土生町2-15-11 フォーエバーハイツ 18 藤井町3-7-33 メゾンタクミ 9 下池田町1-3-1

カーサ　アリエッタⅠ 10 土生町2-24-11 サンクレスト岸和田 33 西大路町170-1 トークストリートアソガワⅡ 15 土生町2-14-12 フォーリア 3 尾生町5-13-8 メゾンドアリエスＡ・Ｂ棟 24 岡山町482-1

カーサステッソ野田 27 野田町3-6-6 サンクレール河合　Ａ・Ｂ棟 8 池尻町248 ドミール岸田 13 土生町2-16-5 フォーリストヒル 8 土生町1020 メゾンドイ 10 土生町5-1-7 集合入線 # # # #

ネット未対応物件 同軸双方向未対応物件 同軸バルク物件 光ネット対応物件 光バルク物件

テレビ・ネット対応不可物件 多チャンネル未確認物件

599


