
物件番号 名称 かな 物件番号 名称 かな

1 Yaboo! やぶー 169 メゾン小松 めぞんこまつ

2 ＫＩＴコムロ３ けいあいてぃーこむろ３ 170 あしび あしび

3 HIMAWARI APARTMENT ひまわりあぱーとめんと 171 ハイツ扇 はいつおおぎ

4 坂井ハウス さかいはうす 172 清和ハイツ せいわはいつ

5 コーポ横川 こーぽよこがわ 173 シエル　ブルー しえるぶるー

6 わたぼうし わたぼうし 174 レオーネ れおーね

11 Bamboo ばんぶー 175 ハイツ伏見 はいつふしみ

12 ツインリーフ ついんりーふ 176 Ｔ2パレス てぃーつーぱれす

13 さくら荘 さくらそう 177 ハイムアリエスカ はいむありえすか

14 ライフガーデン らいふがーでん 179 フラット北村Ａ・Ｂ ふらっときたむら

15 マイワン まいわん 180 フラット北村Ⅱ ふらっときたむら２

16 ウィールハイツＣ・D ういーるはいつC・D 184 メイプル めいぷる

19 エチュード えちゅーど 185 ヴィラシライ びらしらい

21 コーポ住研 こーぽじゅうけん 188 ファードⅡ ふぁーど2

23 第２松山荘 だいにまつやまそう 190 コーポFUJI こーぽふじ

24 パイオニア101ハイツ ぱいおにあ１０１はいつ 191 ハッピーバレー はっぴーばれー

25 ハイツ宮田 はいつみやた 193 ｌｉｂｅｒｔｙ りばてぃー

26 ハイツキョウエイ はいつきょうえい 194 サニーハイツ木村 さにーはいつきむら

27 みやびハイツ みやびはいつ 195 モンブラン もんぶらん

28 MICKEY H0USEⅡ みっきーはうす2 197 メゾンドシャロン めぞんどしゃろん

29 レジデンス藤屋 れじでんすふじや 198 コｰポイｰスタン こーぽいーすたん

30 ノーブルコート マイワン のーぶるこーとまいわん 199 あるある あるある

32 文平ハイツ ぶんぺいはいつ 200 プレジール中芳 ぷれじーるなかよし

33 東谷マンション（2025年３月閉寮） ひがしたにまんしょん 201 第２青空荘（2026年３月閉寮） だいにあおぞらそう

34 小坂第２ハイツ こさかだいにはいつ 203 風（Fｕｕ） ふう

35 エクセルコートマイワン えくせるこーとまいわん 204 光（Ｋｏｕ） こう

38 エル・カーサ えるかーさ 205 青空荘 あおぞらそう

39 中山ハイツ なかやまはいつ 206 パンションモリ ぱんしょんもり

40 コットンハウス こっとんはうす 208 HOUSE KUBO　　 はうすくぼ

41 パークサイド ぱーくさいど 211 アプランドゥル あぷらんどうる

42 アラモードハイツ あらもーどはいつ 214 クレール大谷 くれーるおおたに

43 小坂ハイツ こさかはいつ 215 コーポ松山 こーぽまつやま

44 タウンハイツⅡ たうんはいつ２ 216 第３若草寮 だいさんわかくさりょう

45 下村ハイツ しもむらはいつ 217 高尾台ﾕﾆﾊﾞｰｽﾊｲﾂ たかおだいゆにばーすはいつ

46 ビバハウス安田Ⅰ,Ⅱ　 びばはうすやすだ１・２ 218 コーポ石浦 こーぽいしうら

48 山ぼうし やまぼうし 219 コーポ北村 こーぽきたむら

49 夢（Ｍｕｕ） むう 220 コーポキタヨシ こーぽきたよし

50 第２中芳 だいになかよし 221 パストラルハイツ ぱすとらるはいつ

51 マイルド２０２ まいるど２０２ 223 コーポアルカディア こーぽあるかでぃあ

52 太田荘 おおたそう 225 ウィステリアⅠ うぃすてりあ

53 オオタドミトリー おおたどみとりー 226 アドラーハイム あどらーはいむ

55 第１松山荘 だいいちまつやまそう 229 ハイツ平成 はいつへいせい

57 第１若草寮 だいいちわかくさりょう 230 小坂第３・第５ハイツ こさかだいさん・だいごはいつ

58 ゆず ゆず 233 エスポワールOONISI えすぽわーるおおにし

62 コーポ竹内（2026年３月閉寮） こーぽたけうち 234 メゾンドOONISI めぞんどおおにし

66 清冨ハイツ せいふうはいつ 235 レジデンス錦台 れじでんすにしきだい

67 コーポ・ナオ こーぽなお 236 ウィールハイツＡ・B うぃーるはいつA

71 コーポクロボⅡ こーぽくろぼ２ 238 ウィールハイツE うぃーるはいつB

72 コーポ高峯 こーぽたかみね 241 ハイツＢＹ はいつBY

73 日吉荘 ひよしそう 242 ハイツＢＳ はいつBS

74 トガセ２１ とがせ２１ 245 ＫＩＴコムロ１ けいあいてぃーこむろ１

76 ＫＩＴつくし けいあいてぃーつくし 246 ＫＩＴコムロ２ けいあいてぃーこむろ２

78 つつみ寮 つつみりょう 248 イーグルハウス いーぐるはうす

80 フェンネルハイツ ふぇんねるはいつ 249 アドバンＴ あどばんT

81 コーポクロボⅢ こーぽくろぼ3 251 ホームサイトウＡ ほーむさいとうA

83 メゾン朝詩・東 めぞんあさうたにし 252 ホームサイトウＢ ほーむさいとうB

84 メゾン ドルチェ めぞんどるちぇ 253 楠ハイツ くすのきはいつ

85 メゾン朝詩・西 めぞんあさうたひがし 257 ハイツカラベル はいつからべる
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87 タウンハイム５１７ たうんはいむ５１７ 258 コーポ中山 こーぽなかやま

88 ほおずきＡｐｔ．Ⅰ ほおずきあぱーと1 261 クロムハウス（2025年３月閉寮） くろむはうす

89 ほおずきＡｐｔ．Ⅱ（2026年３月閉寮） ほおずきあぱーと2 262 松崎寮 まつざきりょう

91 Ｌｅｅハイツ りーはいつ 263 ライフインブロス らいふいんぶろす

95 コーポクロボⅤ こーぽくろぼ５ 265 ヴィラつばき びらつばき

96 グリンリーフ村田 ぐりんりーふむらた 266 ラボラトリー西尾 らぼらとりーにしお

98 メゾンサンリバー めぞんさんりばー 269 みさらみ荘 みさらみそう

99 スカイホープ すかいほーぷ 270 ヴィラコスモス びらこすもす

101 青葉荘 あおばそう 271 第２むつみ荘 だいにむつみそう

104 コーポ村田 こーぽむらた 272 ホークハイツ ほーくはいつ

105 ＫＩＴホワイト けいあいてぃーほわいと 273 プレアデス ぷれあです

106 福野コーポラスＦⅢ ふくのこーぽらす３ 280 エクレールＫ２ えくれーるK2

107 ヴィラＧＴＯ びらGTO 284 グレイスハイツ ぐれいすはいつ

110 アストレアハウス あすとれあはうす 285 グリｰンハウス高尾（2025年３月閉寮） ぐりーんはうすたかお

111 タウン村田ハイツ たうんむらたはいつ 286 グリｰンハウス三馬 ぐりーんはうすみんま

112 エクセレント杉森Ⅱ えくせれんとすぎもり2 287 グリｰンハウス高尾台 ぐりーんはうすたかおだい

113 シャトーアルバ しゃとーあるば 291 シャルマン高尾台No.2・No.3 しゃるまんたかおだい２・３

114 エクセレント杉森 えくせれんとすぎもり 293 シャルマン高尾台No.5 しゃるまんたかおだい５

116 まりみ寮 まりみりょう 294 ｱﾒﾆﾃｨﾊｳｽ･ｻｶｲ あめにてぃはうすさかい

120 アリスヴィラ ありすヴぃら 296 花レハイツ はなれはいつ

123 グレースⅠ・Ⅱ ぐれーす１・２ 301 エトワール えとわーる

124 シャトーⅠ しゃとー１ 304 マイルド９８ まいるど９８

126 むつみ荘 むつみそう 305 マイルド９８A まいるど９８Ａ

128 MICKEY H0USE　Ⅰ みっきーはうす１ 307 サパン木野アネックス さぱんきのあねっくす

129 ハッピーマンション はっぴーまんしょん 308 サパン木野 さぱんきの

131 ハッピーマンション2 はっぴーまんしょん２ 309 若竹ハイム わかたけはいむ

132 ハイツ寺賀 はいつてらが 311 殿守アパート とのもりあぱーと

134 シャトーⅡ・Ⅲ しゃとー2・3 312 マイルド２０００ まいるど２０００

135 シャトーⅤ しゃとー5 313 マグノリア木野 まぐのりあきの

139 第１若木荘 だいいちわかぎそう 315 ハッピーマンション3 はっぴーまんしょん3

141 ヤングマン やんぐまん 316 キャトルセゾン きゃとるせぞん

142 アラモードハイツⅢ あらもーどはいつ3 317 宙（sola) そら

143 グレースⅢ ぐれーす３ 318 アメニティハウス あめにてぃはうす

145 TNルーフ てぃーえぬるーふ 319 イオファーレ いおふぁーれ

146 インディ いんでぃ 320 ヴェリイ ゔぇりい

147 ハイツジェミニⅡ はいつじぇみに2 321 シェモア しぇもあ

148 ハイツジェミニ はいつじぇみに 322 マグノリア木野Ⅱ まぐのりあきの２

149 ハイツＲｅｎｅｅ はいつりね 323 エレメント１０ えれめんと１０

153 Com・house すがはら こむはうすすがはら 324 ライトハウス らいとはうす

155 ウィステリアⅢ うぃすてりあ3 325 シリウス しりうす

156 アリオール ありおーる 326 シャルマン扇翔夢 しゃるまんせんとむ

158 小松ハイム こまつはいむ 327 ル　シェル　クレール るしえるくれーる

161 フローイントハイツ ふろーいんとはいつ 328 シェトワ しぇとわ

165 第５若草寮 だいごわかくさりょう 329 ハッピーマンション4 はっぴーまんしょん4

167 アクセスエイト あくせすえいと 330 SCION(シオン） しおん

168 マイドリーム まいどり－む 331 WINGⅡ うぃんぐ2


