
               令和４(2022)年１月 20 日 

 

 

子育て世帯を対象とした近居割（20%OFF）の受付開始について 

 

ＵＲ都市機構（独立行政法人都市再生機構）は、支援を必要とする子育て世帯や高齢者世

帯等とそれを支援する世帯の両世帯が、ＵＲ賃貸住宅同士で近居をはじめた場合に、新しく

ＵＲ賃貸住宅に入居する世帯の家賃を割り引くサービス「近居割」と、ＵＲ賃貸住宅とＵＲ

賃貸住宅以外の物件を含むあらゆる住宅で近居をはじめた場合に、新しくＵＲ賃貸住宅に入

居する世帯の家賃を割り引くサービス「近居割ワイド」を提供しております。 

このたび、国の令和３年度補正予算において「ＵＲ賃貸住宅を活用した近居による子育て

支援」が措置されたことを受けて、以下の通り、新しくＵＲ賃貸住宅に入居する子育て世帯

を対象に、近居割及び近居割ワイドの月額家賃の減額率を、５年間５％から５年間 20％（減

額上限４万円）に拡充いたします（収入要件等の減額要件を満たす世帯が対象）。 

 

■ 概要 

 子育て世帯による要件を満たし、かつ、世帯の所得合計が 25.9 万円/月以下の要件を満た

す方が、月額家賃減額率 5 年間 20％をご利用いただけます。（詳細は後述をご覧ください） 

■ 申込受付 

令和４年１月 27日（木）から全国のＵＲ募集窓口で受け付けいたします。 

■ 対象団地（申込受付開始時） 

別紙のとおりとなります。 

（近居割ワイド対象は一部団地となります。詳細はＵＲ募集窓口でご確認ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←近居割ホームページの 2 次元コード 

 https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/kinkyo/ 



 

■ 月額家賃の減額率５年間 20％のご利用可能な方について 

 世帯要件、近居要件、かつ、所得要件を満たす方は、入居開始可能日から起算して５年を

経過する日の属する月の末日まで月額家賃 20％の減額がご利用いただけます。（世帯要件、

近居要件のみを満たす方は、入居開始可能日から起算して５年を経過する日の属する月の末

日まで月額家賃５％の減額がご利用いただけます） 

 

【世帯要件（子育て世帯）・近居要件】 

現に同居する満 18 歳未満の子（「子」には、孫、甥、姪等の親族を含みます）を扶養し

ている世帯または申込時に妊娠されている方がいる世帯で、子育て世帯の直系血族または

現に扶養義務を負っている３親等内の親族と近居していること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【所得要件】  

世帯所得合計が月額 25万９千円以下 

（世帯構成により異なりますが、世帯総収入で、３人世帯で年収概ね 551 万円以下、４

人世帯で年収概ね 598 万円以下） 

 

【その他】 

毎年度資格審査あり 

家賃減額について、国の補助あり（減額上限４万円） 



 

■ ＵＲの募集窓口 

 お近くの募集窓口はホームページからご確認いただけます。 

 

 

 

 

 
●お問い合わせ先 

 本社 広報室 報道担当    (電話)０４５-６５０-０８８７ 

 本社 住宅経営部 営業推進課 (電話)０４５-６５０-０６３４ 

←UR 募集窓口ホームページの 2 次元コード 

 https://www.ur-net.go.jp/chintai/counter/ 



■近居割・子育て世帯20%減額対象物件 令和4年1月20日時点

都道府県 市区町村 団地名
当初管理
開始年度

管理戸数
（R3.3末）

東京都 江戸川区 小島町二丁目 S49 1,526戸 

東京都 江戸川区 船堀一丁目 S53 631戸 

東京都 江戸川区 葛西クリーンタウン清新プラザ S57 325戸 

東京都 江戸川区 葛西クリーンタウン清新南ハイツ S58 1,218戸 

東京都 江東区 亀戸二丁目 S43 806戸 

東京都 江東区 大島六丁目 S44 2,892戸 

東京都 江東区 北砂五丁目 S51 2,809戸 

東京都 江東区 豊洲四丁目 S54 827戸 

東京都 江東区 アーバンライフ亀戸 H11 258戸 

東京都 世田谷区 希望ヶ丘 S47 1,825戸 

東京都 大田区 南六郷二丁目 S45 1,118戸 

東京都 墨田区 立花一丁目 S49 1,589戸 

東京都 葛飾区 青戸第三 S52 225戸 

東京都 葛飾区 金町第二 S52 535戸 

東京都 葛飾区 青戸第四 S52 55戸 

東京都 葛飾区 青戸第五 S54 172戸 

東京都 葛飾区 すまいる亀有 H1 622戸 

東京都 葛飾区 青戸第一 H4 1,119戸 

東京都 葛飾区 金町第一 H13 312戸 

東京都 葛飾区 青戸第二 H15 287戸 

東京都 荒川区 リバーハープコート南千住 H14 521戸 

東京都 足立区 花畑 S39 1,568戸 

東京都 足立区 竹の塚第一 S40 1,522戸 

東京都 足立区 竹の塚第二 S40 783戸 

東京都 足立区 大谷田一丁目 S51 1,374戸 

東京都 足立区 ハートアイランド新田一番街 H15 360戸 

東京都 足立区 ハートアイランド新田二番街 H16 206戸 

東京都 足立区 ハートアイランド新田三番街 H18 215戸 

東京都 足立区 ハートアイランド新田四番街 H22 273戸 

東京都 足立区 花畑 H26 37戸 

東京都 板橋区 高島平 S46 8,287戸 

東京都 板橋区 光が丘パークタウンゆりの木通り北 S57 341戸 

東京都 板橋区 アーバンライフゆりの木通り東 H2 151戸 

東京都 板橋区 新蓮根 H3 702戸 

東京都 板橋区 光が丘パークタウンゆりの木通り３３番街 H16 127戸 

東京都 北区 豊島五丁目 S47 4,959戸 

東京都 北区 王子五丁目 S50 2,221戸 

東京都 北区 神谷堀公園ハイツ S63 637戸 

東京都 北区 ヌーヴェル赤羽台 H18 2,114戸 

東京都 練馬区 むつみ台 S47 1,261戸 

東京都 練馬区 光が丘パークタウン公園南 S57 104戸 

東京都 練馬区 光が丘パークタウン大通り南 S58 1,258戸 

東京都 練馬区 光が丘パークタウンいちょう通り八番街 S60 409戸 

東京都 練馬区 光が丘パークタウン四季の香弐番街 S62 354戸 

東京都 練馬区 光が丘パークタウンプロムナード十番街 H1 624戸 

東京都 練馬区 光が丘パークタウン大通り中央 H2 793戸 

東京都 練馬区 グリーンプラザ高松 H2 70戸 

東京都 稲城市 多摩ニュータウンリベレ向陽台 S62 380戸 

東京都 稲城市 多摩ニュータウンビュープラザ向陽台 H2 214戸 

東京都 稲城市 多摩ニュータウン長峰杜の一番街 H6 401戸 

東京都 羽村市 羽村 S46 840戸 

東京都 国立市 国立富士見台 S40 2,050戸 

東京都 三鷹市 新川・島屋敷通り H7 986戸 

東京都 小平市 小平 S39 1,766戸 

東京都 昭島市 昭島つつじが丘ハイツ S55 859戸 

東京都 清瀬市 清瀬旭が丘 S42 1,817戸 

東京都 清瀬市 清瀬旭が丘第二 S59 54戸 

東京都 西東京市 新柳沢 H4 513戸 

東京都 西東京市 ひばりが丘パークヒルズ H15 1,504戸 

別 紙
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都道府県 市区町村 団地名
当初管理
開始年度

管理戸数
（R3.3末）

東京都 多摩市 多摩ニュータウン永山 S45 3,209戸 

東京都 多摩市 多摩ニュータウン貝取 S50 434戸 

東京都 多摩市 多摩ニュータウン豊ヶ丘 S50 897戸 

東京都 町田市 鶴川 S42 1,682戸 

東京都 町田市 町田山崎 S43 3,920戸 

東京都 町田市 藤の台 S45 2,227戸 

東京都 町田市 成瀬駅前ハイツ S54 315戸 

東京都 町田市 小山田桜台 S58 487戸 

東京都 町田市 町田もみじ台 H1 30戸 

東京都 調布市 神代 S40 2,092戸 

東京都 東久留米市 ひばりが丘 H8 24戸 

東京都 東久留米市 滝山 S43 1,060戸 

東京都 東久留米市 滝山東 S62 36戸 

東京都 東久留米市 グリーンヒルズ東久留米 H17 1,016戸 

東京都 東村山市 富士見台 S60 244戸 

東京都 東村山市 グリーンタウン美住一番街 H5 945戸 

東京都 日野市 百草 S44 2,028戸 

東京都 日野市 高幡台 S45 938戸 

東京都 日野市 シティハイツ日野旭が丘 H1 607戸 

東京都 日野市 多摩平の森 H13 1,528戸 

東京都 八王子市 館ヶ丘 S49 2,396戸 

東京都 八王子市 多摩ニュータウン松が谷 S51 404戸 

東京都 八王子市 南原台 S52 316戸 

東京都 八王子市 グリーンヒル寺田 S55 549戸 

東京都 八王子市 八王子パークヒル宇津木台 S62 318戸 

東京都 八王子市 多摩ニュータウンベルコリーヌ南大沢 S63 385戸 

東京都 八王子市 多摩ニュータウンコリナス長池 H1 588戸 

東京都 八王子市 トワコート西八王子 H4 130戸 

東京都 八王子市 多摩ニュータウン長池公園せせらぎ通り北 H5 142戸 

東京都 八王子市 多摩ニュータウン南大沢学園二番街 H5 410戸 

東京都 八王子市 グリーンヒル八王子南 H7 62戸 

東京都 八王子市 多摩ニュータウンビューコート別所 H11 160戸 

東京都 武蔵村山市 エステート大南公園 S62 213戸 

東京都 武蔵野市 武蔵野緑町パークタウン H7 855戸 

東京都 武蔵野市 サンヴァリエ桜堤 H11 1,120戸 

東京都 福生市 福生 S48 864戸 

東京都 立川市 立川幸町 S46 900戸 

東京都 立川市 立川若葉町 S46 1,462戸 

東京都 立川市 立川一番町東 S59 527戸 

東京都 立川市 立川一番町東第二 S61 24戸 

東京都 立川市 シティコート立川曙町 H10 93戸 

千葉県 印西市 千葉ニュータウン内野 S59 731戸 

千葉県 印西市 千葉ニュータウン原山 S61 390戸 

千葉県 印西市 千葉ニュータウン高花 S62 345戸 

千葉県 印西市 千葉ニュータウン原山第二 H1 425戸 

千葉県 印西市 千葉ニュータウンファーストアベニュー小倉台 H1 304戸 

千葉県 印西市 千葉ニュータウンアバンドーネ原４番街 H7 180戸 

千葉県 印西市 千葉ニュータウングリーンプラザ滝野 H8 100戸 

千葉県 印西市 千葉ニュータウンアバンドーネ原１番街 H14 94戸 

千葉県 浦安市 浦安ニューシティ美浜西エステート S53 910戸 

千葉県 浦安市 浦安マリナイースト２１フォーラム海風の街 S62 387戸 

千葉県 浦安市 浦安マリナイースト２１望海の街 H6 850戸 

千葉県 浦安市 浦安マリナイースト２１潮音の街 H6 200戸 

千葉県 浦安市 浦安マリナイースト２１海園の街 H10 500戸 

千葉県 浦安市 コンフォール浦安弁天 H10 199戸 

千葉県 我孫子市 湖北台 S45 2,421戸 

千葉県 鎌ケ谷市 パークサイド鎌ヶ谷 H8 752戸 

千葉県 佐倉市 クレール志津 H3 192戸 

千葉県 市川市 ハイタウン塩浜 S55 1,323戸 

千葉県 市川市 エステート市川大洲 S59 50戸 

千葉県 市川市 ハイタウン塩浜第二 S59 88戸 
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都道府県 市区町村 団地名
当初管理
開始年度

管理戸数
（R3.3末）

千葉県 市川市 ヴェルディール市川南 H13 506戸 

千葉県 市川市 Ｉ－ｌｉｎｋタウンいちかわザタワーズイースト H20 398戸 

千葉県 習志野市 袖ヶ浦 S42 2,990戸 

千葉県 習志野市 習志野海浜秋津 S54 576戸 

千葉県 習志野市 谷津パークタウン壱番街 S61 593戸 

千葉県 習志野市 谷津パークタウン弐番街 S63 175戸 

千葉県 習志野市 谷津パークタウン参番街 S63 864戸 

千葉県 習志野市 大久保 H5 392戸 

千葉県 松戸市 小金原 S44 2,064戸 

千葉県 松戸市 梨香台 S50 959戸 

千葉県 松戸市 野菊野 S49 746戸 

千葉県 松戸市 牧の原 S50 1,630戸 

千葉県 松戸市 常盤平セントラルハイツ S58 79戸 

千葉県 松戸市 常盤平けやき通り住宅 S60 50戸 

千葉県 松戸市 小金原けやき通り S63 43戸 

千葉県 松戸市 アクティ北松戸 H5 296戸 

千葉県 松戸市 ピコティ北小金 H5 124戸 

千葉県 松戸市 プロムナード北松戸 H6 601戸 

千葉県 成田市 成田ニュータウン加良部一丁目 S52 184戸 

千葉県 成田市 成田ニュータウン加良部四丁目 S52 362戸 

千葉県 成田市 成田ニュータウン加良部五丁目 S52 760戸 

千葉県 成田市 成田ニュータウン橋賀台 S52 1,332戸 

千葉県 成田市 成田ニュータウン吾妻南 S54 310戸 

千葉県 千葉市稲毛区 千草台 S41 2,094戸 

千葉県 千葉市稲毛区 あやめ台 S41 1,538戸 

千葉県 千葉市稲毛区 グリーンプラザ園生 H17 226戸 

千葉県 千葉市稲毛区 コンフォール稲毛小仲台 H20 180戸 

千葉県 千葉市花見川区 花見川 S43 5,742戸 

千葉県 千葉市花見川区 さつきが丘 S47 2,200戸 

千葉県 千葉市花見川区 サニータウンにれの木台 S57 374戸 

千葉県 千葉市花見川区 幕張四丁目 S59 220戸 

千葉県 千葉市花見川区 グリーンプラザ幕張 H11 306戸 

千葉県 千葉市若葉区 みつわ台 S52 300戸 

千葉県 千葉市中央区 千葉出洲港 S46 193戸 

千葉県 千葉市美浜区 千葉幸町 S44 4,287戸 

千葉県 千葉市美浜区 高洲第一 S47 4,689戸 

千葉県 千葉市美浜区 真砂第一 S49 2,044戸 

千葉県 千葉市美浜区 真砂第二 S50 548戸 

千葉県 千葉市美浜区 高洲第二 S50 1,776戸 

千葉県 千葉市美浜区 幕張ベイタウンパティオス７番街 H7 120戸 

千葉県 千葉市美浜区 稲毛海岸駅前プラザ H7 510戸 

千葉県 千葉市美浜区 幕張ベイタウンミラリオ H8 445戸 

千葉県 千葉市美浜区 幕張ベイタウンパティオス１５番街 H11 126戸 

千葉県 千葉市美浜区 ウインズタウン稲毛海岸 H11 574戸 

千葉県 千葉市美浜区 幕張ベイタウンパティオス２０番街 H13 189戸 

千葉県 千葉市美浜区 幕張ベイタウンミラマール H14 260戸 

千葉県 千葉市美浜区 幕張ベイタウンパティオス２２番街 H16 220戸 

千葉県 船橋市 高根台 S37 1,876戸 

千葉県 船橋市 金杉台 S46 440戸 

千葉県 船橋市 行田 S50 1,485戸 

千葉県 船橋市 芝山 S51 1,641戸 

千葉県 船橋市 千葉ニュータウン小室ハイランド S54 401戸 

千葉県 船橋市 行田第二 S63 39戸 

千葉県 船橋市 アルビス前原 H11 759戸 

千葉県 船橋市 アートヒル高根台 H16 1,111戸 

千葉県 柏市 大津ヶ丘 S52 354戸 

千葉県 柏市 北柏ライフタウン松葉町一丁目 S58 60戸 

千葉県 柏市 大津ヶ丘第二 S59 230戸 

千葉県 柏市 豊四季台第二 S63 90戸 

千葉県 柏市 グリーンタウン光ヶ丘 H6 621戸 

千葉県 柏市 エステート荒工山 H11 79戸 
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都道府県 市区町村 団地名
当初管理
開始年度

管理戸数
（R3.3末）

千葉県 柏市 コンフォール柏豊四季台 H20 1,789戸 

千葉県 白井市 千葉ニュータウン清水口 S53 470戸 

千葉県 白井市 千葉ニュータウン堀込 S54 170戸 

千葉県 白井市 千葉ニュータウンプロムナード桜台３番街 H5 150戸 

千葉県 白井市 千葉ニュータウン堀込第二 H6 40戸 

千葉県 白井市 千葉ニュータウンプラザ西白井２番街 H6 196戸 

千葉県 白井市 千葉ニュータウンプロムナード桜台１２番街 H9 91戸 

千葉県 八千代市 米本 S45 3,020戸 

千葉県 八千代市 高津 S47 3,013戸 

千葉県 八千代市 村上 S51 2,313戸 

千葉県 八千代市 八千代ゆりのき台ライフタワー H4 185戸 

千葉県 八千代市 八千代ゆりのき台パークシティ H9 776戸 

千葉県 八千代市 アミティ八千代台 H15 65戸 

茨城県 つくば市 竹園第二 S59 39戸 

茨城県 つくば市 つくば・さくら S61 159戸 

茨城県 つくば市 つくば・吾妻一丁目 S63 80戸 

茨城県 つくば市 つくば・松代三丁目 H2 115戸 

茨城県 つくば市 つくば・二の宮 H3 312戸 

茨城県 つくば市 つくば・二の宮第二 H4 89戸 

茨城県 つくば市 つくば・春日 H4 134戸 

茨城県 つくば市 つくば松代四丁目 H5 59戸 

茨城県 つくば市 つくば松代四丁目第二 H6 39戸 

茨城県 つくば市 竹園 S51 136戸 

茨城県 つくば市 つくば・並木四丁目 S62 94戸 

茨城県 牛久市 エスカード牛久駅前ハイツ S62 79戸 

茨城県 取手市 取手井野 S44 2,166戸 

茨城県 取手市 戸頭 S50 983戸 

茨城県 取手市 取手井野第二 H2 110戸 

茨城県 龍ケ崎市 アクティ佐貫 H7 207戸 

神奈川県 横浜市旭区 左近山 S43 2,100戸 

神奈川県 横浜市旭区 西ひかりが丘 S45 961戸 

神奈川県 横浜市旭区 左近山第三 H4 30戸 

神奈川県 横浜市磯子区 洋光台北 S45 1,703戸 

神奈川県 横浜市磯子区 洋光台中央 S45 1,264戸 

神奈川県 横浜市磯子区 洋光台西 S49 274戸 

神奈川県 横浜市栄区 公田町 S39 1,160戸 

神奈川県 横浜市栄区 飯島 S43 1,150戸 

神奈川県 横浜市金沢区 金沢シーサイドタウン並木一丁目第一 S53 1,065戸 

神奈川県 横浜市金沢区 金沢シーサイドタウン並木一丁目第二 S54 340戸 

神奈川県 横浜市金沢区 金沢シーサイドタウン並木二丁目 S56 564戸 

神奈川県 横浜市金沢区 金沢シーサイドタウン並木三丁目 S58 100戸 

神奈川県 横浜市金沢区 金沢シーサイドタウン柴 S62 90戸 

神奈川県 横浜市港南区 港南台ちどり S49 984戸 

神奈川県 横浜市港南区 港南台かもめ S50 1,497戸 

神奈川県 横浜市神奈川区 西菅田 S46 1,350戸 

神奈川県 横浜市神奈川区 南神大寺 S49 1,429戸 

神奈川県 横浜市青葉区 奈良北 S46 1,556戸 

神奈川県 横浜市南区 南永田 S48 1,215戸 

神奈川県 横浜市南区 南永田第二 S53 210戸 

神奈川県 横浜市保土ケ谷区 くぬぎ台 S46 984戸 

神奈川県 横浜市保土ケ谷区 天王町 S51 825戸 

神奈川県 横浜市緑区 霧が丘グリーンタウン S56 848戸 

神奈川県 海老名市 えびな S53 250戸 

神奈川県 茅ヶ崎市 浜見平 S39 610戸 

神奈川県 茅ヶ崎市 鶴が台 S42 2,353戸 

神奈川県 茅ヶ崎市 鶴が台第二 H3 68戸 

神奈川県 茅ヶ崎市 コンフォール茅ヶ崎浜見平 H22 1,413戸 

神奈川県 座間市 さがみ野さくら S62 270戸 

神奈川県 秦野市 下大槻 S47 1,494戸 

神奈川県 川崎市麻生区 虹ヶ丘 S50 1,578戸 

神奈川県 相模原市南区 相模台 S41 850戸 
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神奈川県 相模原市緑区 橋本四丁目 S52 364戸 

神奈川県 大和市 上和田 S44 1,318戸 

神奈川県 藤沢市 辻堂 S39 1,311戸 

神奈川県 藤沢市 善行 S40 2,268戸 

神奈川県 藤沢市 善行第二 S63 35戸 

神奈川県 藤沢市 善行第三 H1 114戸 

神奈川県 藤沢市 善行第四 H3 55戸 

神奈川県 藤沢市 湘南ライフタウンパークサイド駒寄 H3 239戸 

神奈川県 平塚市 平塚高村 S51 516戸 

埼玉県 さいたま市浦和区 コンフォール領家 H21 102戸 

埼玉県 さいたま市見沼区 大宮大和田 S62 30戸 

埼玉県 さいたま市見沼区 アーバンみらい東大宮東一番街 H2 520戸 

埼玉県 さいたま市見沼区 アーバンみらい東大宮西一番街 H6 195戸 

埼玉県 さいたま市大宮区 大宮公園駅前ハイツ S53 127戸 

埼玉県 さいたま市中央区 アーバンハイツ与野 H6 142戸 

埼玉県 さいたま市中央区 コンフォール与野本町西 H9 101戸 

埼玉県 さいたま市南区 浦和白幡 S47 337戸 

埼玉県 さいたま市南区 浦和別所ハイツ S62 203戸 

埼玉県 さいたま市南区 南浦和第二 S62 59戸 

埼玉県 さいたま市南区 南浦和第三 S63 40戸 

埼玉県 さいたま市南区 うらわイーストシティけやき街 S63 324戸 

埼玉県 さいたま市南区 武蔵浦和駅前ハイツ S63 94戸 

埼玉県 さいたま市南区 うらわイーストシティひのき街 H3 30戸 

埼玉県 さいたま市南区 コンフォール南浦和 H12 1,357戸 

埼玉県 さいたま市北区 北大宮 S52 30戸 

埼玉県 さいたま市北区 コンフォール大宮植竹 H9 310戸 

埼玉県 さいたま市北区 コンフォール西本郷 H11 491戸 

埼玉県 さいたま市北区 アーベイン大宮 H12 588戸 

埼玉県 さいたま市北区 コンフォール本郷町 H15 138戸 

埼玉県 さいたま市緑区 うらわイーストシティかえで街 H2 140戸 

埼玉県 ふじみ野市 アクティ上福岡 H6 99戸 

埼玉県 ふじみ野市 コンフォール霞ヶ丘 H9 1,204戸 

埼玉県 ふじみ野市 コンフォール上野台 H18 1,042戸 

埼玉県 ふじみ野市 ココネ上福岡 H18 237戸 

埼玉県 越谷市 せんげん台パークタウン四番街 S58 345戸 

埼玉県 越谷市 せんげん台パークタウン三番街 S60 395戸 

埼玉県 越谷市 ペアハイツ越谷 S61 156戸 

埼玉県 桶川市 パークタウン若宮 S60 356戸 

埼玉県 桶川市 ビュータワーおけがわ H7 256戸 

埼玉県 吉川市 吉川 S47 1,914戸 

埼玉県 久喜市 わし宮 S46 2,516戸 

埼玉県 久喜市 久喜青葉 S49 1,549戸 

埼玉県 久喜市 久喜中央ハイツ S54 200戸 

埼玉県 狭山市 狭山台 S49 1,843戸 

埼玉県 戸田市 戸田 H9 445戸 

埼玉県 幸手市 幸手 S47 3,022戸 

埼玉県 鴻巣市 パークシティ鴻巣駅前プラザ S60 385戸 

埼玉県 鴻巣市 パークシティ鴻巣駅前プラザ第二 S62 400戸 

埼玉県 鴻巣市 パークシティ鴻巣駅前プラザ第三 H4 166戸 

埼玉県 坂戸市 北坂戸 S48 3,124戸 

埼玉県 坂戸市 北坂戸駅前ハイツ S53 124戸 

埼玉県 坂戸市 若葉駅前ハイツ S54 99戸 

埼玉県 坂戸市 北坂戸駅前第二ハイツ S63 82戸 

埼玉県 三郷市 みさと S48 6,734戸 

埼玉県 三郷市 三郷早稲田パークハイツ S60 487戸 

埼玉県 三郷市 三郷早稲田パークハイツ第二 H5 85戸 

埼玉県 春日部市 武里 S41 4,941戸 

埼玉県 春日部市 春日部小渕 S54 230戸 

埼玉県 春日部市 武里第二 H4 100戸 

埼玉県 所沢市 所沢パークタウン駅前通り S53 842戸 

埼玉県 所沢市 所沢パークタウン公園通り S54 360戸 
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埼玉県 所沢市 所沢パークタウン並木通り S54 778戸 

埼玉県 所沢市 所沢パークタウン駅前プラザ S59 332戸 

埼玉県 所沢市 プラザシティ新所沢けやき通り H5 1,046戸 

埼玉県 所沢市 プラザシティ新所沢緑町第二 H8 102戸 

埼玉県 所沢市 プラザシティ新所沢けやき通り第二 H10 621戸 

埼玉県 所沢市 プラザシティ新所沢緑町第三 H12 281戸 

埼玉県 所沢市 プラザシティ新所沢けやき通り第三 H15 271戸 

埼玉県 所沢市 プラザシティ新所沢駅前 H19 66戸 

埼玉県 上尾市 原市 S41 1,582戸 

埼玉県 上尾市 尾山台 S41 1,759戸 

埼玉県 上尾市 西上尾第一 S43 3,202戸 

埼玉県 上尾市 西上尾第二 S44 2,984戸 

埼玉県 上尾市 西上尾第二－２ S62 40戸 

埼玉県 新座市 新座 S45 1,196戸 

埼玉県 新座市 新座ハイツ S63 50戸 

埼玉県 川越市 アクティ川越 H6 110戸 

埼玉県 川越市 川越いせはらリバーサイド弐番街 H10 83戸 

埼玉県 川口市 川口芝園 S52 2,454戸 

埼玉県 川口市 アーバンハイツ南前川 S60 43戸 

埼玉県 川口市 エルハイツ末広 S61 50戸 

埼玉県 川口市 パークハイツ中青木 S62 54戸 

埼玉県 川口市 飯塚四丁目ハイツ S63 30戸 

埼玉県 川口市 リプレ川口二番街 H3 213戸 

埼玉県 川口市 アーバンハイツ飯塚三丁目 H4 154戸 

埼玉県 川口市 コンフォール川口飯塚 H11 99戸 

埼玉県 川口市 リバピア川口青木 H13 230戸 

埼玉県 川口市 コンフォール東鳩ヶ谷 H17 401戸 

埼玉県 川口市 シティコート川口 H17 91戸 

埼玉県 川口市 コンフォール西鳩ヶ谷 H19 105戸 

埼玉県 草加市 草加旭町 S45 78戸 

埼玉県 草加市 グリーンアベニュー谷塚 S63 230戸 

埼玉県 草加市 ハーモネスタワー松原 H11 363戸 

埼玉県 草加市 コンフォール草加 H11 549戸 

埼玉県 草加市 コンフォール松原 H20 3,050戸 

埼玉県 朝霞市 朝霞膝折 S48 412戸 

埼玉県 朝霞市 朝霞浜崎 S50 975戸 

埼玉県 朝霞市 朝霞膝折第二 S54 96戸 

埼玉県 朝霞市 コンフォール東朝霞 H16 485戸 

埼玉県 鶴ヶ島市 若葉台 S54 472戸 

埼玉県 鶴ヶ島市 パールハイム若葉 S59 100戸 

埼玉県 鶴ヶ島市 かわつるグリーンタウン新鶴 S60 309戸 

埼玉県 鶴ヶ島市 かわつるグリーンタウン松ヶ丘 S62 570戸 

埼玉県 鶴ヶ島市 かわつるグリーンタウン松ヶ丘第二 H11 60戸 

埼玉県 鶴ヶ島市 コンフォール若葉 H11 90戸 

埼玉県 日高市 こま川 S47 1,900戸 

埼玉県 入間市 入間黒須 S48 204戸 

埼玉県 入間市 入間豊岡 S52 194戸 

埼玉県 入間市 入間駅前プラザ S62 378戸 

埼玉県 八潮市 八潮 S46 941戸 

埼玉県 富士見市 鶴瀬市街地住宅 S50 27戸 

埼玉県 富士見市 アルビス鶴瀬 H7 384戸 

埼玉県 富士見市 コンフォール鶴瀬 H21 617戸 

埼玉県 北本市 北本 S46 2,094戸 

埼玉県 和光市 西大和第二 H2 84戸 

埼玉県 和光市 デュプレ西大和 H5 67戸 

埼玉県 和光市 コンフォール和光西大和 H29 171戸 

埼玉県 蕨市 アーバンラフレ戸田 H18 233戸 

北海道 札幌市南区 五輪 S47 830戸 

北海道 札幌市南区 澄川 S53 394戸 

北海道 札幌市白石区 東札幌六条 S51 483戸 

北海道 札幌市白石区 菊水三条 S56 236戸 

6 / 11 ページ



都道府県 市区町村 団地名
当初管理
開始年度

管理戸数
（R3.3末）

北海道 札幌市豊平区 新木の花 H12 421戸 

北海道 石狩市 花川中央 S53 430戸 

北海道 北広島市 北広島北進町 S53 290戸 

北海道 北広島市 北広島若葉町 S58 200戸 

愛知県 みよし市 三好ヶ丘 S63 80戸 

愛知県 みよし市 プロムナード三好丘 H6 246戸 

愛知県 愛知郡東郷町 押草 S54 460戸 

愛知県 稲沢市 国分 S53 484戸 

愛知県 稲沢市 アーバンラフレ稲沢 H20 249戸 

愛知県 岩倉市 岩倉 S40 2,097戸 

愛知県 江南市 江南 S43 3,294戸 

愛知県 春日井市 藤山台 S43 3,098戸 

愛知県 春日井市 岩成台 S45 1,293戸 

愛知県 春日井市 高森台 S47 1,011戸 

愛知県 春日井市 中央台 S49 790戸 

愛知県 春日井市 岩成台西 S58 356戸 

愛知県 春日井市 高座台 S52 439戸 

愛知県 春日井市 白山台 S62 37戸 

愛知県 春日井市 リバピア中央台 H3 84戸 

愛知県 小牧市 コンフォール城山 H5 334戸 

愛知県 知多市 朝倉 S47 1,191戸 

愛知県 知立市 知立 S41 1,959戸 

愛知県 日進市 日進香久山花の街 H5 350戸 

愛知県 豊田市 保見 S49 979戸 

愛知県 豊明市 豊明 S46 2,127戸 

愛知県 豊明市 豊明栄 S54 119戸 

愛知県 豊明市 パルネス前後 H1 90戸 

愛知県 名古屋市港区 木場 S52 402戸 

愛知県 名古屋市守山区 瀬古 S54 282戸 

愛知県 名古屋市守山区 アーバンラフレ小幡 H6 480戸 

愛知県 名古屋市昭和区 アーバンラフレ滝子 H3 49戸 

愛知県 名古屋市瑞穂区 牛巻 S51 302戸 

愛知県 名古屋市瑞穂区 アーバニア滝子南 S60 80戸 

愛知県 名古屋市西区 アーバンラフレ庄内通 R2 353戸 

愛知県 名古屋市千種区 萱場 S50 160戸 

愛知県 名古屋市千種区 千代が丘 S53 934戸 

愛知県 名古屋市千種区 都通 S53 212戸 

愛知県 名古屋市千種区 アーバンラフレ星ヶ丘 H5 693戸 

愛知県 名古屋市千種区 アーバニア仲田 H5 53戸 

愛知県 名古屋市千種区 サンクレア池下 H9 309戸 

愛知県 名古屋市中区 アーバニア大須 S60 239戸 

愛知県 名古屋市中区 アーバニア鶴舞 S60 96戸 

愛知県 名古屋市中区 アーバニア千代田 S62 294戸 

愛知県 名古屋市中区 アーバニア鶴舞第２ S62 116戸 

愛知県 名古屋市中区 アーバンラフレ金山 H9 75戸 

愛知県 名古屋市中区 アーバニア上前津東 H13 83戸 

愛知県 名古屋市中区 アクシオス千種 H16 266戸 

愛知県 名古屋市中区 アーバンラフレ鶴舞公園 H24 308戸 

愛知県 名古屋市中川区 豊成 S52 1,178戸 

愛知県 名古屋市中川区 パークハイツ荒子 H11 97戸 

愛知県 名古屋市中川区 アーバニア荒子東 H13 96戸 

愛知県 名古屋市中村区 アクアタウン納屋橋 H18 352戸 

愛知県 名古屋市天白区 相生山 S42 906戸 

愛知県 名古屋市天白区 塩釜東 S61 45戸 

愛知県 名古屋市天白区 アーバンドエル植田 H10 36戸 

愛知県 名古屋市東区 大幸東 S53 1,433戸 

愛知県 名古屋市東区 アーバニア大幸南 S59 114戸 

愛知県 名古屋市東区 アーバンラフレ白壁 H4 157戸 

愛知県 名古屋市東区 アーバニア主税町 H16 54戸 

愛知県 名古屋市熱田区 日比野 S51 178戸 

愛知県 名古屋市熱田区 花表 S52 180戸 
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愛知県 名古屋市熱田区 桜田 S54 478戸 

愛知県 名古屋市熱田区 神宮東パークハイツ S57 891戸 

愛知県 名古屋市熱田区 白鳥パークハイツ神宮西 H1 88戸 

愛知県 名古屋市熱田区 白鳥パークハイツ日比野東 H1 354戸 

愛知県 名古屋市熱田区 白鳥パークハイツ大宝 H3 426戸 

愛知県 名古屋市北区 中丸 S48 733戸 

愛知県 名古屋市北区 尾上 S49 1,368戸 

愛知県 名古屋市北区 水草 S54 761戸 

愛知県 名古屋市北区 アーバンラフレ志賀 H2 900戸 

愛知県 名古屋市北区 アーバニア志賀公園 H9 712戸 

愛知県 名古屋市北区 アーバンラフレ鳩岡 H11 334戸 

愛知県 名古屋市北区 アーバニア上飯田北町 H14 80戸 

愛知県 名古屋市北区 アーバニア大曽根駅前 H15 28戸 

愛知県 名古屋市名東区 一社東 S60 82戸 

愛知県 名古屋市名東区 アーバンラフレ虹ヶ丘西 H8 429戸 

愛知県 名古屋市名東区 アーバンラフレ虹ヶ丘南 H10 518戸 

愛知県 名古屋市名東区 アーバンラフレ虹ヶ丘中 H12 314戸 

愛知県 名古屋市名東区 アーバンラフレ虹ヶ丘東 H16 94戸 

愛知県 名古屋市緑区 鳴海 S51 125戸 

愛知県 名古屋市緑区 鳴子 S38 721戸 

愛知県 名古屋市緑区 鳴海第二 S49 90戸 

愛知県 名古屋市緑区 徳重 S60 143戸 

愛知県 名古屋市緑区 アーバンドエル有松 H9 24戸 

愛知県 名古屋市緑区 アーバンラフレ鳴海 H14 463戸 

愛知県 名古屋市緑区 アーバニア有松駅前 H18 34戸 

愛知県 名古屋市緑区 アーバンラフレ鳴子 H21 450戸 

愛知県 弥富市 弥富 S59 30戸 

三重県 桑名市 大山田 S53 250戸 

三重県 桑名市 大山田松ノ木 S61 80戸 

滋賀県 大津市 膳所公園 S43 660戸 

大阪府 茨木市 総持寺 S36 1,792戸 

大阪府 河内長野市 南花台 S57 904戸 

大阪府 岸和田市 春木 S44 676戸 

大阪府 高槻市 玉川橋 S44 1,358戸 

大阪府 高槻市 富田 S45 2,647戸 

大阪府 高槻市 高槻・阿武山四番街 S63 145戸 

大阪府 高槻市 高槻・阿武山五番街 H2 180戸 

大阪府 高槻市 高槻・阿武山六番街 H4 170戸 

大阪府 高槻市 高槻・阿武山七番街 H6 140戸 

大阪府 高槻市 高槻・阿武山八番街 H8 175戸 

大阪府 高槻市 高槻・阿武山十番街 H10 150戸 

大阪府 阪南市 泉南尾崎 S54 530戸 

大阪府 堺市西区 向ヶ丘第二 S39 614戸 

大阪府 堺市西区 津久野南 S54 730戸 

大阪府 堺市中区 鈴の宮 S59 720戸 

大阪府 堺市東区 白鷺 S38 1,421戸 

大阪府 堺市南区 泉北茶山台二丁 S46 1,225戸 

大阪府 堺市南区 泉北茶山台三丁 S47 200戸 

大阪府 堺市南区 泉北竹城台二丁 S47 915戸 

大阪府 堺市南区 泉北桃山台一丁 S47 800戸 

大阪府 堺市南区 泉北原山台一丁 S50 657戸 

大阪府 堺市南区 泉北鴨谷台３丁 S54 565戸 

大阪府 堺市北区 中百舌鳥公園 S48 2,119戸 

大阪府 三島郡島本町 若山台中央 S58 61戸 

大阪府 三島郡島本町 若山台第４ S62 184戸 

大阪府 寝屋川市 寝屋川 S47 1,560戸 

大阪府 吹田市 千里青山台 S40 1,846戸 

大阪府 吹田市 千里竹見台 S42 1,986戸 

大阪府 吹田市 千里桃山台 S44 228戸 

大阪府 泉大津市 助松 S36 1,559戸 

大阪府 泉南市 泉南一丘 S48 2,288戸 
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大阪府 大阪市住之江区 住吉 S42 1,203戸 

大阪府 大阪市住之江区 南港前 S49 1,410戸 

大阪府 大阪市住之江区 南港ひかりの S52 1,508戸 

大阪府 大阪市住之江区 南港わかぎの S54 758戸 

大阪府 大阪市住之江区 南港しらなみ S56 894戸 

大阪府 大阪市城東区 森之宮 S42 933戸 

大阪府 大阪市城東区 森之宮第２ S51 1,659戸 

大阪府 大阪市大正区 千島 S47 2,236戸 

大阪府 大阪市東淀川区 新豊里 S49 1,303戸 

大阪府 大阪市北区 リバーサイドながら S53 636戸 

大阪府 大阪市北区 リバーサイドほんじょう S55 543戸 

大阪府 大阪市淀川区 アーベイン東三国 H6 1,237戸 

大阪府 池田市 アルビス五月ヶ丘 H10 877戸 

大阪府 東大阪市 玉串元町 S51 280戸 

大阪府 東大阪市 玉串西 S54 527戸 

大阪府 富田林市 金剛 S42 5,030戸 

大阪府 豊中市 新千里北町 S41 730戸 

大阪府 豊中市 東豊中第二 S41 1,427戸 

大阪府 豊中市 新千里西町 S41 534戸 

大阪府 豊中市 北緑丘 S52 1,003戸 

大阪府 豊中市 アルビス旭ヶ丘 H8 1,276戸 

大阪府 豊中市 シャレール東豊中 H16 729戸 

大阪府 枚方市 香里 S35 1,633戸 

大阪府 枚方市 中宮第三 S44 1,274戸 

大阪府 枚方市 桜丘 S46 530戸 

大阪府 枚方市 釈尊寺第二 S51 436戸 

大阪府 枚方市 香里ヶ丘みずき街 H10 437戸 

大阪府 枚方市 アミティ中宮北町 H12 378戸 

大阪府 枚方市 香里ヶ丘けやき東街 H12 773戸 

大阪府 枚方市 香里ヶ丘さくらぎ街 H18 205戸 

大阪府 箕面市 箕面粟生第一 S49 202戸 

大阪府 箕面市 箕面粟生第三 S53 468戸 

大阪府 箕面市 箕面粟生第七 S63 9戸 

大阪府 箕面市 ルミナス箕面の森二番街 S63 79戸 

大阪府 箕面市 ルミナス箕面の森三番街 H1 110戸 

大阪府 箕面市 ルミナス箕面の森五番街 H2 167戸 

大阪府 八尾市 山本 S31 165戸 

大阪府 和泉市 鶴山台 S46 3,282戸 

大阪府 和泉市 光明台 S52 895戸 

大阪府 大阪市此花区 伝法 S45 1,072戸 

大阪府 大阪市此花区 千鳥橋 S46 959戸 

大阪府 大阪市此花区 高見フローラルタウン六番街 S62 349戸 

大阪府 大阪市此花区 高見フローラルタウン七番街 S63 833戸 

大阪府 大阪市此花区 高見フローラルタウン五番街 S63 232戸 

大阪府 大阪市此花区 高見フローラルタウン四番街 H3 360戸 

大阪府 大阪市此花区 フローラルタウン千鳥橋 H11 122戸 

大阪府 大阪市此花区 パークシティふれあいのまち H17 172戸 

大阪府 大阪市西淀川区 歌島橋 S55 43戸 

大阪府 大阪市福島区 大開 S52 572戸 

兵庫県 芦屋市 芦屋浜 S54 977戸 

兵庫県 芦屋市 フレール東芦屋町 H10 42戸 

兵庫県 芦屋市 フレール芦屋朝日ヶ丘 H10 73戸 

兵庫県 三田市 すずかけ台ハイツ S62 170戸 

兵庫県 三田市 あかしあ台ハイツ S63 245戸 

兵庫県 三田市 あかしあ台ハイツ第２ H3 134戸 

兵庫県 三田市 すずかけ台ハイツ第２ H7 210戸 

兵庫県 三田市 すずかけ台ハイツ第３ H11 80戸 

兵庫県 三木市 志染 S54 464戸 

兵庫県 神戸市須磨区 高倉台 S48 398戸 

兵庫県 神戸市須磨区 名谷 S52 230戸 

兵庫県 神戸市須磨区 落合 S52 1,260戸 
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兵庫県 神戸市須磨区 落合第二 S57 440戸 

兵庫県 神戸市須磨区 名谷公園前 S59 310戸 

兵庫県 神戸市須磨区 落合第三 S59 390戸 

兵庫県 神戸市須磨区 ルゼフィール名谷東 H10 270戸 

兵庫県 神戸市垂水区 多聞台 S40 960戸 

兵庫県 神戸市垂水区 上高丸 S41 750戸 

兵庫県 神戸市垂水区 グリーンヒルズ東舞子 H12 287戸 

兵庫県 神戸市中央区 ポートアイランド S54 2,195戸 

兵庫県 神戸市中央区 ルネシティ脇浜町第２ H10 177戸 

兵庫県 神戸市長田区 グリーンヒルズ鷹取 H5 150戸 

兵庫県 神戸市長田区 フレール長田大道 H11 121戸 

兵庫県 神戸市長田区 フレール長田 H11 100戸 

兵庫県 神戸市東灘区 シティコート住吉本町 H9 75戸 

兵庫県 神戸市東灘区 ルネシティ深江本町 H9 38戸 

兵庫県 神戸市東灘区 グリーンヒルズ御影 H13 299戸 

兵庫県 神戸市灘区 グリーンヒルズ六甲 H8 577戸 

兵庫県 神戸市灘区 ＨＡＴ神戸・灘の浜 H10 1,020戸 

兵庫県 神戸市北区 鈴蘭台第一 S44 1,338戸 

兵庫県 神戸市北区 有野 S45 2,139戸 

兵庫県 神戸市北区 鈴蘭台第二 S45 680戸 

兵庫県 神戸市北区 鈴蘭台第五 S45 1,536戸 

兵庫県 神戸市北区 鈴蘭台第四 S46 324戸 

兵庫県 神戸市北区 花山東 S50 1,259戸 

兵庫県 神戸市北区 ひよどり台中央 S51 203戸 

兵庫県 神戸市北区 ひよどり台 S53 778戸 

兵庫県 西宮市 武庫川 S53 5,643戸 

兵庫県 西宮市 東山台ハイツ H3 88戸 

兵庫県 西宮市 ルネシティ西宮高畑町 H9 100戸 

兵庫県 西宮市 ルゼフィール西宮丸橋町 H9 52戸 

兵庫県 西宮市 浜甲子園さくら街 H17 877戸 

兵庫県 西宮市 浜甲子園なぎさ街 H24 707戸 

兵庫県 宝塚市 逆瀬川 S40 520戸 

兵庫県 宝塚市 中山五月台 S54 498戸 

兵庫県 宝塚市 フレール宝塚御殿山 H10 129戸 

兵庫県 明石市 明石舞子 S42 2,742戸 

兵庫県 明石市 大久保東第二 S50 427戸 

兵庫県 明石市 大久保東第三 S52 447戸 

京都府 宇治市 グリーンタウン槇島 S58 1,134戸 

京都府 亀岡市 保津川 S54 588戸 

京都府 久世郡久御山町 久御山 S50 1,213戸 

京都府 京都市西京区 洛西新林 S51 880戸 

京都府 京都市西京区 洛西境谷東 S53 616戸 

京都府 京都市西京区 洛西新林北 S55 502戸 

京都府 京都市西京区 洛西竹の里 S58 570戸 

京都府 京都市西京区 洛西福西公園 S60 298戸 

京都府 京都市西京区 洛西センタープラザ S62 186戸 

京都府 京都市中京区 壬生坊城第二 S51 960戸 

京都府 京都市伏見区 小栗栖北 S49 1,082戸 

京都府 京都市伏見区 醍醐石田 S49 2,087戸 

京都府 京都市伏見区 桃山南 S52 1,376戸 

京都府 八幡市 男山 S46 4,588戸 

京都府 木津川市 高の原駅西 S61 741戸 

京都府 木津川市 高の原駅西第２ H2 120戸 

京都府 木津川市 高の原駅東 H3 160戸 

京都府 木津川市 高の原駅東第２ H4 200戸 

京都府 木津川市 コンフォールかぶと台 H8 404戸 

奈良県 橿原市 橿原 S45 720戸 

奈良県 香芝市 真美ヶ丘６丁目 S61 674戸 

奈良県 香芝市 真美ヶ丘７丁目 H7 140戸 

奈良県 大和郡山市 郡山駅前 S52 776戸 

奈良県 奈良市 富雄 S41 1,673戸 
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奈良県 奈良市 桂木 S42 570戸 

奈良県 奈良市 中登美第三 S42 2,520戸 

奈良県 奈良市 平城第一 S48 503戸 

奈良県 奈良市 平城第二 S47 1,529戸 

奈良県 奈良市 平城右京 S59 366戸 

奈良県 奈良市 高の原駅前 S61 338戸 

奈良県 奈良市 奈良青山 S63 300戸 

奈良県 奈良市 奈良青山一丁目 H2 206戸 

奈良県 奈良市 平城左京 H4 490戸 

奈良県 奈良市 奈良学園前・鶴舞 H21 922戸 

奈良県 北葛城郡河合町 西大和星和台 S46 390戸 

奈良県 北葛城郡広陵町 馬見南６丁目 H2 200戸 

奈良県 北葛城郡上牧町 西大和片岡台 S46 1,580戸 

福岡県 遠賀郡水巻町 梅ノ木 S52 710戸 

福岡県 古賀市 花鶴丘 S51 756戸 

福岡県 宗像市 日の里 S46 1,257戸 

福岡県 宗像市 日の里一丁目 S50 352戸 

福岡県 春日市 春日公園 S56 626戸 

福岡県 福岡市城南区 金山 S43 1,352戸 

福岡県 福岡市城南区 堤 S44 894戸 

福岡県 福岡市城南区 宝台 S46 590戸 

福岡県 福岡市城南区 田島 S53 138戸 

福岡県 福岡市西区 十郎川 S54 210戸 

福岡県 福岡市早良区 原 S42 1,877戸 

福岡県 福岡市早良区 室住 S45 2,262戸 

福岡県 福岡市早良区 星の原 S46 2,247戸 

福岡県 福岡市早良区 四箇田 S52 1,092戸 

福岡県 福岡市中央区 福浜二丁目 S54 137戸 

福岡県 福岡市東区 箱崎三丁目 S51 351戸 

福岡県 福岡市東区 筥松 S53 260戸 

福岡県 福岡市東区 香椎若葉 S53 713戸 

福岡県 福岡市東区 千早 S54 430戸 

福岡県 福岡市東区 箱崎五丁目 S56 368戸 

福岡県 福岡市南区 若久 S60 20戸 

福岡県 福岡市南区 長住 S39 1,242戸 

福岡県 福岡市南区 長住五丁目 S44 112戸 

福岡県 福岡市南区 桧原 S54 310戸 

福岡県 福岡市南区 コーポ大橋南 S60 120戸 

福岡県 福岡市南区 アーベイン長住 H2 54戸 

福岡県 福岡市南区 アーベイン長住三丁目 H4 18戸 

福岡県 福岡市南区 アーベインルネス若久 H27 370戸 

福岡県 福岡市博多区 堅粕三丁目 S51 168戸 

福岡県 福岡市博多区 吉塚六丁目 S55 272戸 

福岡県 北九州市戸畑区 沖台二丁目 S59 160戸 

福岡県 北九州市小倉南区 徳力 S41 2,324戸 

福岡県 北九州市小倉南区 志徳 S46 1,209戸 

福岡県 北九州市小倉南区 もりつね S56 390戸 

福岡県 北九州市小倉北区 城野 S34 268戸 

福岡県 北九州市小倉北区 金田一丁目 S48 743戸 

福岡県 北九州市小倉北区 金鶏 S52 128戸 

福岡県 北九州市小倉北区 金田一丁目第２ S55 272戸 

福岡県 北九州市小倉北区 到津南 S59 185戸 

福岡県 北九州市八幡西区 本城西 S52 253戸 

福岡県 北九州市八幡西区 紅梅 S54 304戸 

福岡県 北九州市八幡西区 小鷺田公園 S54 106戸 

福岡県 北九州市八幡西区 黒崎平尾町 S60 160戸 

福岡県 北九州市八幡東区 枝光 S55 120戸 

福岡県 北九州市八幡東区 サンハイツ前田 S59 210戸 

山口県 下関市 新下関 S53 795戸 

熊本県 熊本市東区 健軍 S59 222戸 
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