
 

2022 年 8月 9日(掲載) 

2022 年 10 月 27 日(更新) 

東 京     

物 件 名 号  棟   物 件 名 号  棟 

アートアベニュー立川 1,2号棟   新川・島屋敷通り 10,14～16,18～20号棟 

アーバンライフ立川    多摩平の森 1-1～1-8,2-1～2-11,3-1～3-11号棟 

青戸第一 20,24,25号棟   中目黒ゲートタウンハイツ  

青戸第二 1～5号棟   西国分寺ゆかり参番街 2号棟 

アクティ三軒茶屋 ５～7,12～15号棟   ヌーヴェル赤羽台 1～13号棟 

アクティ芦花公園 1,2号棟   パークタウン東綾瀬 1～9号棟 

いちょう並木国立 6号棟   ハートアイランド新田一番街 1～3号棟 

ヴァンガードタワー     ハートアイランド新田二番街 11～13号棟 

恵比寿ビュータワー     ハートアイランド新田三番街 21,22号棟 

金町第一 1～4,6,8号棟   ハートアイランド新田四番街 31,32号棟 

グリーンタウン小金井 6～11,13,14号棟   花畑 81号棟  

グリーンタウン美住一番街 19号棟   晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー   

グリーンヒルズ東久留米 1～10号棟   光が丘パークタウンゆりの木通り３３番街 1～4号棟 

グリーンプラザひばりが丘南 2,3,4号棟   ひばりが丘パークヒルズ 三番街 3-1～3-6号棟 

コーポレート五反野     ひばりが丘パークヒルズ 五番街 5-1～5-6号棟 

コンフォール品川西大井     ひばりが丘パークヒルズ 六番街 6-1～6-11号棟 

コンフォール中野新橋     ひばりが丘パークヒルズ 七番街 7-1,7-2号棟 

コンフォール根岸     ひばりが丘パークヒルズ 八番街 8-1～8-5号棟 

コンフォール東池袋     フレール西新井第一 3～5号棟 

コンフォール町屋     フレール西新井第二 1～9号棟 

サンヴァリエ桜堤 1,3,6,7,11～13,26～28号棟   フレール西新井中央公園 1～6号棟 

ジェイタワー西大井     フレール西経堂 1,2,4～9,22号棟 

潮見駅前プラザ一番街     プロムナード荻窪 1～5号棟 

潮見駅前プラザ二番街     プロムナード東伏見 76～82号棟 

シティコート上馬     ベイシティ晴海スカイリンクタワー   

シティコート二子玉川 1～8号棟   三鷹台 1～16号棟 

シティハイツ吉祥寺通り 2～4号棟   武蔵野緑町パークタウン B-5,B-6号棟 

シャレール恵比寿     牟礼 1～5号棟 

シャレール荻窪 1～16号棟   ライフタウン国領 1～3号棟 

シャレール成城     ラ・ヴェール明石町   

シャレール西ヶ原    ラ・ヴェール東陽町   

シャレール本駒込    リバーハープコート南千住 1～5号棟 

    芦花公園 11～18号棟 
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IPv6 サービス提供物件一覧 

2022 年 8月 9日(掲載) 

2022 年 10 月 13 日(更新) 

 

神奈川   神奈川  

物 件 名 利用可能号棟  物 件 名 利用可能号棟 

アーバンドエル瀬谷 2,3,6,13号棟  ヨコハマポートサイドアミティ横浜  

アーベインビオ川崎 1～3号棟  レーベンスガルテン山崎 5～7号棟 

アクティ横浜山下町      

コーポレート東戸塚    

コンフォール鴨池公園 1～3号棟  

コンフォール川崎富士見 1～5号棟  

コンフォール北原 6,7,9,10号棟  

コンフォール小松ヶ丘 1～7号棟  

コンフォール相模上原    

コンフォールさがみ南 1,3,4,6,7号棟  

コンフォール篠原 1～3号棟  

コンフォール菅仙谷 1,2号棟  

コンフォール茅ヶ崎浜見平 
4-1～4-6,13-1～13-7,14-1～14-7号

棟 

 

コンフォール鶴間ライラック通り 6号棟  

コンフォール十日市場九番街 1号棟  

コンフォール十日市場十一番街 1号棟  

コンフォール十日市場十四番街 14-1,14-2,14-7号棟  

コンフォール仏向町 1～3号棟  

コンフォール藤沢 
A-1～A-6,C-1～C-3,D-1～D-4,E-1～

E-3号棟 

 

コンフォール南日吉 1～10,12号棟  

コンフォール明神台 1-6～1-8,2-3～2-7,3-1～3-3号棟  

サンラフレ百合ケ丘 14～19号棟  

シティコート山下公園    

シャレール海岸通    

ビーコンヒル能見台サウスヒル 5～10番館  

プラザシティ相模大野 20～22号棟  

プロムナード本牧 1～3号棟  

プロムナード矢部 11～17号棟  

ベィシティ本牧南 1号棟  

ミラリオ大師河原 1～3号棟  

ミラリオ鶴見小野    

百合ヶ丘みずき街 1～9号棟  

洋光台北団地 1-11号棟  

    



IPv6 サービス提供物件一覧 

2022 年 8月 9日(掲載) 

2022 年 11 月 7日(更新) 

 

埼 玉    千 葉  

物 件 名 利用可能号棟   物 件 名 利用可能号棟 

アーバンラフレ戸田     I-link タウンいちかわ ザ タワーズ イースト   

アーベイン大宮 2,4,5,8,9号棟   アートヒル高根台 1～22号棟 

ココネ上福岡 三番館     アバンドーネ原一番街   

コンフォール上野台 1～20号棟   アミティ八千代台   

コンフォール霞ヶ丘 21～27,29,30号棟   アルビス前原 10～13号棟 

コンフォール草加 2,4～8号棟   ウィンズタウン稲毛海岸 2～5号棟 

コンフォール鶴瀬 1～8号棟   ヴェルディール市川南 1～4号棟 

コンフォール西鳩ヶ谷 1,2号棟   浦安マリナイースト２１海園の街 6～8号棟 

コンフォール西本郷 7～9号棟   グリーンタウン光ヶ丘 11,12号棟 

コンフォール松原 1～20,22～30号棟   グリーンプラザ園生 1～4号棟 

コンフォール東朝霞 1～6号棟   コンフォール稲毛小仲台 1～3号棟 

コンフォール東鳩ヶ谷 1～7号棟   コンフォール柏豊四季台 1～3,5～19,23～25,27～32号棟 

コンフォール本郷町     パークサイド鎌ヶ谷 22～25号棟 

コンフォール南浦和 4～6,10～12,16～26号棟   幕張ベイタウンパティオス２０番街   

コンフォール領家 1,2号棟   幕張ベイタウンパティオス２２番街   

コンフォール和光西大和 1,2号棟   幕張ベイタウンミラマール 1～3番館 

シティコート川口     八千代ゆりのき台パークシティ 10～14号棟 

プラザシティ新所沢駅前       

プラザシティ新所沢けやき通り 10,11号棟     

プラザシティ新所沢けやき通り第２ 35,39～43号棟     

プラザシティ新所沢けやき通り第３ 51～55号棟     

プラザシティ新所沢緑町第三 8,9号棟     

リバピア川口青木 1,2号棟     

 

 


