
平成30年3月31日時点

北海道・東北エリア
北海道

№ 団地名 住所

1 札幌北一条 札幌市中央区北１条西8丁目2番

2 札幌狸小路 札幌市中央区南2条西10丁目1001番

3 札幌北二十四条 札幌市北区北24条西6丁目1番7号

4 札幌北十一条 札幌市東区北11条東7丁目1番

5 菊水三条 札幌市白石区菊水3条5丁目2番

6 菊水 札幌市白石区菊水5条1丁目8番14号

7 新木の花 札幌市豊平区平岸1条4丁目3番1他

8 札幌琴似第二 札幌市西区琴似2条7丁目1番35号

9 大麻中町 江別市大麻中町27番・28番

10 北広島駅前 北広島市栄町1丁目2番

宮城県

№ 団地名 住所

1 仙台外記丁 仙台市青葉区錦町一丁目3番9

2 仙台桜ヶ岡 仙台市青葉区桜ヶ丘公園4-1

3 仙台幸町 仙台市宮城野区幸町3-6、7、9

4 仙台鶴ヶ谷五丁目 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-23

5 仙台榴ヶ岡 仙台市宮城野区五輪一丁目4番22

6 黒松 仙台市泉区黒松3-2

7 将監 仙台市泉区将監9-1、2

住宅セーフティネット　対象団地一覧
※掲載している物件は、住宅セーフティネット制度における住宅の登録基準を参考にURが独自に選定したものです。
※選定にあたっては、この登録基準に準じて住戸の床面積が25㎡以上あること、耐震性があること（新耐震基準に適合）の条件を満たす物件を選定しています。



平成30年3月31日時点

関東エリア
東京都23区

№ 団地名 住所

1 ムーンアイランドタワー 中央区月島2-10-1

2 アーバンライフ月島駅前イースト 中央区月島2-1-1

3 勝どきビュータワー 中央区勝どき1-8-1

4 晴海アイランド トリトンスクエアガーデンプラザ 中央区晴海1-7-2

5 晴海アイランド トリトンスクエアアーバンタワー 中央区晴海1-8-5

6 リガーレ日本橋人形町 中央区日本橋人形町1-12-11

7 トルナーレ日本橋浜町 中央区日本橋浜町3-3-1

8 ラ・ヴェール明石町 中央区明石町１－７

9 コーポレート新宿百人町一丁目 新宿区百人町1-6-18

10 エステート北新宿 新宿区北新宿3-27-3

11 シャレール恵比寿 渋谷区恵比寿西2-8-1

12 笹塚駅前 渋谷区笹塚1-48-19

13 渋谷並木橋 渋谷区渋谷3-12-5

14 デュプレ芝浦 港区芝浦4-7-5

15 コラム南青山 港区南青山7-1-5

16 エルアージュ小石川 文京区小石川1-17-1

17 本郷真砂アーバンハイツ 文京区本郷4-8-3

18 シャレール本駒込 文京区本駒込2-12-16

19 イーストコア曳舟二番館 墨田区京島1-1-2

20 リバーピア吾妻橋 ライフタワー 墨田区吾妻橋1-23-30

21 八広五丁目 墨田区八広5-7

22 ヴェッセル木場南 江東区塩浜2-18

23 アーバンライフ亀戸 江東区亀戸2-1

24 木場公園三好住宅 江東区三好3-1-17

25 東大島駅前ハイツ 江東区大島7-39

26 東陽パークサイドハイツ 江東区東陽6-5-13

27 イーストコモンズ清澄白河セントラルタワー 江東区白河4-3-1

28 木場公園平野住宅 江東区平野2-8-18

29 木場公園平野三丁目ハイツ 江東区平野3-3-9

30 豊洲シエルタワー 江東区豊洲5-5-1

31 木場三丁目パークハイツ 江東区木場3-6

32 花畑 足立区花畑5

33 新田二丁目 足立区新田2-3-16

34 ハートアイランド新田二番街 足立区新田3-36

35 フレール西新井第一 足立区西新井1-33

36 フレール西新井第二 足立区西新井2-5

37 フレール西新井中央公園 足立区西新井3-16

38 アーバンライフ西新井 足立区西新井栄町3-1-1

39 コーポレート五反野 足立区足立1-19-5

40 竹の塚第一 足立区竹の塚3-11

41 コーポレート竹の塚五丁目 足立区竹の塚5-36-10

42 青戸第一 葛飾区青戸３－１９

43 青戸第五 葛飾区青戸3-9-1

44 青戸第二 葛飾区青戸4-27

45 金町第一 葛飾区東金町2-23-1

46 エステート東新小岩 葛飾区東新小岩2-9

47 エステート東堀切 葛飾区東堀切2-21-10

48 エステート堀切 葛飾区堀切7-19-13

49 メゾン堀切七丁目 葛飾区堀切7-22-23

50 メゾン堀切八丁目 葛飾区堀切8-3-20

51 エステート松江 江戸川区松江7-26-1

52 コーポレート篠崎 江戸川区上篠崎4-20-18

53 葛西クリーンタウン 清新南ハイツ 江戸川区清新町1-1

54 船堀一丁目 江戸川区船堀1-1

55 船堀六丁目パークハイツ 江戸川区船堀6-5

56 ビオトープしたや 台東区下谷3-14-3

57 コンフォール根岸 台東区根岸3-12-23

58 アクシス台東 台東区台東1-25-12

59 コンフォール町屋 荒川区荒川2-49-7

60 アンサンブル宮地 荒川区荒川3-76-1

61 サンマークシティ日暮里ステーションポートタワー 荒川区西日暮里2-20

62 リバーハープコート南千住 荒川区南千住3-41

63 南千住七丁目ハイツ 荒川区南千住7-31-3

64 ジェイタワー西大井 品川区西大井1-1-2



平成30年3月31日時点

65 アンサンブル大井 品川区大井1-21-2

66 品川八潮パークタウン 潮路北第二ハイツ 品川区八潮5-3

67 品川八潮パークタウン 潮路中央ハイツ 品川区八潮5-5

68 恵比寿ビュータワー 目黒区三田1-4-4

69 中目黒アトラスタワー 目黒区上目黒1-26-1

70 中目黒ゲートタウンハイツ 目黒区上目黒2-1-2

71 蒲田駅前ハイツ 大田区蒲田5-13-26

72 蒲田本町一丁目 大田区蒲田本町1-1

73 シャレール新蒲田 大田区新蒲田2-12-18

74 シャレール糀谷 大田区西糀谷3-23-8

75 アミティ大森東 大田区大森東1-24

76 大森南二丁目ハイツ 大田区大森南2-1

77 エステート池上 大田区池上8-5-8

78 南六郷一丁目 大田区南六郷1-29

79 アミティ南六郷 大田区南六郷3-18-1

80 シティコート二子玉川 世田谷区玉川4-13

81 スクエアー世田谷桜丘 世田谷区桜丘1-2-20

82 経堂赤堤通り 世田谷区桜上水1-1

83 世田谷通りシティハイツ若林 世田谷区若林3-10-1

84 成城通りパークウエスト 世田谷区上祖師谷4-2

85 シティコート上馬 世田谷区上馬1-1-2

86 シャレール成城 世田谷区祖師谷3-8-3

87 芦花公園 世田谷区南烏山2-30

88 アクティ芦花公園 世田谷区南烏山2-34-14

89 シティハイツ烏山 世田谷区北烏山9-21-10

90 むつみ台 練馬区光が丘1-1

91 光が丘パークタウン いちょう通り八番街 練馬区光が丘3-8

92 光が丘パークタウン 大通り南 練馬区光が丘7-3

93 グリーンプラザ高松＜光が丘＞ 練馬区高松4-27-3

94 パークサイド石神井 練馬区石神井台3-26 ほか

95 アーバンライフゆりの木通り東 練馬区田柄2-42

96 大泉学園ゆめりあタワー 練馬区東大泉5-43-1

97 にしき平和台 練馬区平和台１－３７

98 練馬北町一丁目 練馬区北町1-11-12

99 シャレール荻窪 杉並区荻窪3-7

100 プロムナード荻窪 杉並区桃井3-7

101 トレーフル東池袋 豊島区東池袋5-26-8

102 北大塚二丁目 豊島区北大塚2-24-20

103 神谷堀公園ハイツ 北区神谷1-3

104 アーベイン神谷 北区神谷3-11-1

105 シャレール西ヶ原 北区西ヶ原1-31-26

106 赤羽アボードⅡ 北区赤羽西1-6-1

107 赤羽南一丁目 北区赤羽南1-16

108 赤羽北二丁目ハイツ 北区赤羽北2-22-10

109 浮間三丁目エステート 北区浮間3-1

110 フレーシェル王子神谷 北区豊島8-27

111 グリーンプラザ加賀 板橋区加賀1-10-14

112 坂下けやき台ハイツ 板橋区坂下2-1

113 舟渡二丁目 板橋区舟渡2-16

114 常盤台第二 板橋区常盤台2-1-22

115 成増二丁目 板橋区成増2-9-5

116 エステート西台 板橋区西台4-8-20

117 光が丘パークタウン ゆりの木通り３３番街 板橋区赤塚新町3-33

118 エステート前野町 板橋区前野町2-1

119 アミティ大山西町 板橋区大山西町17-8

120 アンサンブル大山西 板橋区大山西町3-10

121 板橋ビュータワー 板橋区板橋1-53-12

122 新蓮根 板橋区蓮根2-30

東京都市部

№ 団地名 住所

1 八王子みなみ野シティ ヴェルディールみなみ野西 八王子市みなみ野1-11

2 八王子みなみ野シティ ヴェルディールふれあい通り 八王子市みなみ野1-9

3 グリーンヒル八王子南 八王子市子安町3-35-22

4 多摩ニュータウン グランピア南大沢 八王子市上柚木2-63

5 多摩ニュータウン 南大沢学園四番街 八王子市上柚木3-10

6 多摩ニュータウン 南大沢学園二番街 八王子市上柚木3-5



平成30年3月31日時点

7 トワコート西八王子 八王子市台町3-21

8 南原台 八王子市大和田町1-2

9 多摩ニュータウン シティハイツ南大沢 八王子市南大沢4-10

10 多摩ニュータウン ベルコリーヌ南大沢 八王子市南大沢5-3

11 ビュータワー八王子 八王子市八日町8-1

12 多摩ニュータウン ライブ長池 蓮生寺公園通り二番街 八王子市別所1-31

13 多摩ニュータウン ライブ長池 ビューコート別所 八王子市別所1-38

14 多摩ニュータウン ライブ長池 長池公園せせらぎ通り北 八王子市別所2-42

15 多摩ニュータウン ライブ長池 長池公園せせらぎ通り南 八王子市別所2-46

16 多摩ニュータウン 南大沢絹の道一番街 八王子市鑓水2-81

17 立川一番町東第二 立川市一番町6-17-70

18 立川一番町東 立川市一番町6-8-1

19 立川幸町 立川市幸町4-52-1

20 プラザシティ立川 立川市曙町1-32-42

21 アートアベニュー立川 立川市曙町3-17-30

22 シティコート立川曙町 立川市曙町3-18-22

23 エステート大南公園 武蔵村山市大南4-21-1

24 野田北 武蔵野市吉祥寺北町1-1-1

25 ココスクエア国領 調布市国領町3-1-38

26 シティハイツ調布小島町 調布市小島町3-51-2

27 町田もみじ台 町田市図師町730-1

28 南台第二 東村山市富士見町1-14

29 富士見台 東村山市富士見町1-2-54

30 エステート富士見台 東村山市富士見町1-8-8

31 いちょう並木国立 国立市北3-35-1

32 多摩ニュータウン エステート愛宕 多摩市愛宕4-35-1

33 聖蹟桜ヶ丘ビュータワー 多摩市関戸4-72

34 多摩ニュータウン メゾン聖ヶ丘－１ 多摩市聖ケ丘1-13

35 多摩ニュータウン ステラ聖ヶ丘 多摩市聖ヶ丘1-26

36 多摩ニュータウン エステート聖ヶ丘‐２ 多摩市聖ケ丘2-25

37 多摩ニュータウン グリーンヒル豊ヶ丘－１・２ 多摩市豊ケ丘1-40

38 ひばりが丘パークヒルズ（第１次・第２次） 西東京市ひばりが丘三丁目５番

39 パークサイド田無向台 西東京市向台町5-4-1

40 グリーンハイツ武蔵境通り 西東京市新町1-4

41 グリーンプラザひばりが丘南 西東京市谷戸町1-22-1

42 東伏見（６１号棟） 西東京市富士町1-7

43 プロムナード東伏見 西東京市富士町1-7

44 新柳沢 西東京市柳沢3-4

45 シティハイツ吉祥寺通り 三鷹市下連雀5-3

46 シティコート下連雀 三鷹市下連雀5-8

47 三鷹台（第１・２次） 三鷹市牟礼２－１４

48 牟礼 三鷹市牟礼6-23

49 グリーンハイツ車返南 府中市押立町1-16-14

50 府中グリーンハイツ 府中市晴見町1-28

51 コンフォール拝島 昭島市松原町4-1-5

52 プラザ新小金井 小金井市東町4-23

53 グリーンタウン小金井 小金井市緑町4-12-16

54 シティハイツ日野旭が丘 日野市旭が丘4-7-5

55 多摩平の森 日野市多摩平4-6

56 西国分寺ゆかり参番街 国分寺市泉町2-5

57 西国分寺ゆかり四番街 国分寺市泉町2-8-1

58 西国分寺ゆかり壱番街 国分寺市泉町3-3

59 狛江セントラルハイツ 狛江市和泉本町1-36-4

60 清瀬旭が丘第二 清瀬市旭が丘5-4

61 清瀬駅前ハイツ 清瀬市元町1-3

62 ひばりが丘 東久留米市ひばりが丘団地185

63 滝山東 東久留米市滝山6-1-2

64 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ ビュープラザ向陽台 稲城市向陽台4-4-2

65 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ ビスタノーレ向陽台 稲城市向陽台6-11

66 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ ビューコート若葉台 稲城市若葉台4-33

67 多摩ニュータウン ファインヒルいなぎ 長峰・杜の一番街 稲城市長峰3-2

神奈川県

№ 団地名 住所

1 星が丘パークランド　つぐみ台 川崎市多摩区菅仙谷3-1

2 星が丘パークランド　ほおじろ台 川崎市多摩区菅北浦4-15

3 星が丘パークランド　ひよどり台 川崎市多摩区菅北浦5-7
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4 川崎旭町ハイツ 川崎市川崎区旭町1-2-2

5 榎町 川崎市川崎区榎町3-1

6 ミラリオ大師河原 川崎市川崎区大師河原1-1

7 サンスクエア川崎 川崎市川崎区日進町1

8 川崎日進 川崎市川崎区日進町23-1

9 かわさきテクノピア堀川町ハイツ 川崎市幸区堀川町66-13

10 小杉御殿 川崎市中原区小杉御殿町2-47

11 新城第二 川崎市中原区新城1-3-1

12 シティコート元住吉 川崎市中原区木月4-49-1

13 アーバンハイツみぞのくち 川崎市高津区下作延4-22-12

14 コンフォール生田菅生ヶ丘 川崎市宮前区菅生ヶ丘24

15 アーバンハイツ菅生ヶ丘 川崎市宮前区菅生ヶ丘34-1

16 コーポレートヨコハマポートサイド 横浜市神奈川区栄町17-4

17 ヨコハマポートサイドロア弐番館 横浜市神奈川区栄町6-1

18 コンフォール高島台 横浜市神奈川区高島台8-1

19 オルトヨコハマ　ビュータワー 横浜市神奈川区新子安1-2-3

20 アルテ横浜 横浜市神奈川区大野町1-8

21 リーデンスフォート横浜 横浜市神奈川区東神奈川1-12-5

22 コンフォール北原 横浜市神奈川区六角橋6-24

23 コンフォール篠原 横浜市港北区篠原町72-2

24 十日市場ヒルタウン　コンフォール十日市場七番街 横浜市緑区十日市場町1258

25 十日市場ヒルタウン　コンフォール十日市場十四番街 横浜市緑区十日市場町1258

26 十日市場ヒルタウン　コンフォール十日市場九番街 横浜市緑区十日市場町1258

27 十日市場ヒルタウン　コンフォール十日市場五番街 横浜市緑区十日市場町1258-5

28 十日市場ヒルタウン　コンフォール十日市場六番街 横浜市緑区十日市場町1358-48

29 十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場十一番街 横浜市緑区十日市場町1501

30 すすき野 横浜市青葉区すすき野3-6-1

31 グリーンヒル鴨志田中央 横浜市青葉区鴨志田町539-3

32 あおば山の手台ヴェルディール奈良 横浜市青葉区奈良4-4-1

33 港北ニュータウン　ろべりあハイツ 横浜市都筑区荏田東3-13-23

34 港北ニュータウン　さるびあ第二 横浜市都筑区荏田南1-2

35 港北ニュータウン　さるびあ第一 横浜市都筑区荏田南1-6

36 港北ニュータウン　メゾンふじのき台 横浜市都筑区茅ヶ崎南4-12

37 港北ニュータウン　コンフォール仲町台 横浜市都筑区勝田南2-2-24

38 コンフォール鴨池公園 横浜市都筑区大丸１５

39 港北ニュータウン　サントゥール中川 横浜市都筑区中川2-9

40 港北ニュータウン　プロムナード仲町台 横浜市都筑区仲町台5-7

41 港北ニュータウン　コンフォール城山の丘 横浜市都筑区東山田3-23

42 港北ニュータウン　コンフォール東山田 横浜市都筑区東山田4-5

43 港北ニュータウン　ビュープラザセンター北 横浜市都筑区南山田1-3

44 港北ニュータウン　山田富士公園ハイツ 横浜市都筑区北山田3-27

45 ミラリオ鶴見小野 横浜市鶴見区小野町6-5

46 鶴見町第二 横浜市鶴見区鶴見中央2-10

47 鶴見町 横浜市鶴見区鶴見中央3-20-9

48 ステラ月見ヶ丘 横浜市鶴見区豊岡町11

49 モアレ山田町 横浜市中区山田町8-2

50 ビューコート小港 横浜市中区小港町1-1-2

51 横浜山手コンフォール滝ノ上 横浜市中区滝之上120

52 ベイサイト本牧－Ⅱ 横浜市中区本牧原11-2

53 くぬぎ台‐Ⅱ 横浜市保土ヶ谷区川島町1374-13

54 ビューコート仏向 横浜市保土ヶ谷区仏向町1037-1

55 コンフォール仏向町 横浜市保土ヶ谷区仏向町845-1

56 左近山第三 横浜市旭区左近山1010-1

57 アーバンドエル瀬谷 横浜市瀬谷区橋戸1-35

58 コンフォール永田東 横浜市南区永田東3-1-3

59 蒔田 横浜市南区蒔田町伊勢山841-1

60 コンフォール清水ヶ丘 横浜市南区清水ヶ丘238-1

61 井土ヶ谷 横浜市南区南太田4-1-1

62 睦町 横浜市南区睦町1-15-15

63 磯子 横浜市磯子区磯子１－３－１６

64 磯子杉田台Ⅱ 横浜市磯子区杉田坪呑1-4

65 ビーコンヒル能見台サウスヒル 横浜市金沢区能見台東11

66 ビーコンヒル能見台ウエストヒル 横浜市金沢区能見台東8

67 金沢シーサイドタウン　並木一丁目第二 横浜市金沢区並木1

68 コンフォール小松ヶ丘 横浜市戸塚区下倉田町615-1

69 コンフォール上倉田 横浜市戸塚区上倉田町259

70 コーポレート東戸塚 横浜市戸塚区品濃町1835-29



平成30年3月31日時点

71 グリーンメゾン平戸 横浜市戸塚区平戸1-2

72 東戸塚ビューハイツ 横浜市戸塚区名瀬町799-2

73 港南台ちどり 横浜市港南区港南台2-2

74 相模台 相模原市南区相模台団地

75 プラザシティ相模大野 相模原市南区相模大野6-23

76 グリーンスクエア大野台 相模原市南区大野台6-5

77 鶴ヶ丘 相模原市南区南台5-2

78 コンフォール相模上原 相模原市南区文京2-8-1

79 コンフォール相模原共和 相模原市中央区共和1-3-33

80 コーポレート相模原相生 相模原市中央区相生4-1-5

81 アーベイン相模原駅前 相模原市中央区相模原1-1

82 コーポレート相模原富士見 相模原市中央区富士見5-16-1

83 テラス長谷 厚木市長谷381-1

84 コーポレート中央林間 大和市下鶴間1608-1

85 コーポレート海老名国分第一 海老名市国分北1-21

86 コーポレート海老名国分第二 海老名市国分北1-34-45

87 さがみ野さくら 座間市東原5-1

88 コンフォール平塚 平塚市浅間町11-1

89 サニーメゾン平塚 平塚市田村2-9

90 善行第四 藤沢市善行団地2-17

91 善行第三 藤沢市善行団地3

92 善行第二 藤沢市善行団地4-10

93 辻堂駅前ハイツ 藤沢市辻堂新町1-2-9

94 コンフォール横須賀本町 横須賀市本町2-1-22

95 ベイスクエアよこすか〈三番館〉 横須賀市本町3-33

96 レーベンスガルテン山崎 鎌倉市山崎1390

97 ライトタウン茅ヶ崎 茅ヶ崎市香川1-10

98 鶴が台第二 茅ヶ崎市鶴が台9

99 浜見平 茅ヶ崎市浜見平6-2

100 コンフォール茅ヶ崎浜見平 茅ヶ崎市浜見平422-1

千葉県

№ 団地名 住所

1 グリーンプラザ園生 千葉市稲毛区園生町1107-1

2 コンフォール稲毛小仲台 千葉市稲毛区小仲台3-14

3 リバーサイド本千葉（千葉出洲港） 千葉市中央区出洲港７

4 エステート登戸 千葉市中央区登戸1-18-25

5 幕張四丁目 千葉市花見川区幕張町4-544-14

6 グリーンプラザ幕張 千葉市花見川区幕張町5-417-6

7 コーポレート稲毛海岸 千葉市美浜区高洲3-10-4

8 稲毛海岸駅前プラザ 千葉市美浜区高洲３－６

9 ウインズタウン稲毛海岸 千葉市美浜区高浜1-14

10 真砂第二 千葉市美浜区真砂3-13

11 真砂第一 千葉市美浜区真砂4

12 幕張ベイタウンパティオス７番街 千葉市美浜区打瀬1-5パティオス7番街

13 幕張ベイタウンミラリオ 千葉市美浜区打瀬2-22ミラリオ

14 浦安マリナイースト２１潮音の街 浦安市高洲6-1

15 浦安ニューシティ美浜西エステート 浦安市美浜2

16 コンフォール舞浜（コンフォール浦安弁天） 浦安市弁天1-21

17 行田第二 船橋市行田3-2

18 千葉ニュータウン小室ハイランド 船橋市小室町906

19 ハイタウン塩浜 市川市塩浜４－２

20 エステート市川大洲 市川市大洲3-16-13

21 谷津パークタウン壱番街 習志野市谷津3-1

22 谷津パークタウン弐番街 習志野市谷津3-1

23 谷津パークタウン参番街 習志野市谷津３－１

24 大久保 習志野市本大久保2-4

25 八千代ゆりのき台パークシティ 八千代市ゆりのき台3-7-1

26 八千代ゆりのき台ライフタワー 八千代市ゆりのき台4-5

27 アミティ八千代台 八千代市八千代台西6-2

28 小金原けやき通り 松戸市小金原9-1-1

29 アクティ北松戸 松戸市上本郷364-3

30 常盤平セントラルハイツ 松戸市常盤平3-27-2

31 常盤平けやき通り住宅 松戸市常盤平7-20-3

32 プロムナード北松戸 松戸市新作134-5

33 北柏ライフタウン松葉町一丁目 柏市松葉町1-12

34 大津ヶ丘第二 柏市大津ケ丘3-17
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35 エステート柏あらくやま（エステート荒工山） 柏市東2-2

36 パークサイド鎌ヶ谷 鎌ヶ谷市東中沢2-21

37 エステート江戸川台 流山市江戸川台西3-31-1

38 千葉ニュータウンアバンドーネ原４番街 印西市原4-4

39 千葉ニュータウン原山第二 印西市原山1-3

40 千葉ニュータウン高花 印西市高花1-6

41 千葉ニュータウンファーストアベニュー小倉台 印西市小倉台1-4

42 千葉ニュータウングリーンプラザ滝野 印西市滝野3-7

43 千葉ニュータウンプラザ西白井２番街 白井市けやき台2-2

44 千葉ニュータウンプロムナード桜台１２番街 白井市桜台2-12

45 千葉ニュータウンプロムナード桜台３番街 白井市桜台2-3

埼玉県

№ 団地名 住所

1 春日部小渕 春日部市小渕493-1

2 武里第二 春日部市大枝89

3 ペアハイツ越谷 越谷市赤山町5-7-47

4 せんげん台パークタウン三番街 越谷市千間台西3-3

5 せんげん台パークタウン四番街 越谷市千間台西3-4

6 三郷早稲田パークハイツ第二 三郷市早稲田4-5-1

7 グリーンアベニュー谷塚 草加市谷塚町731-1

8 コンフォール草加 草加市中央2-5

9 久喜中央ハイツ 久喜市久喜中央1-9

10 アーベイン大宮 さいたま市北区宮原町1-855-2

11 コンフォール大宮植竹 さいたま市北区植竹町1-362

12 北大宮 さいたま市北区植竹町1-60-1

13 コンフォール西本郷 さいたま市北区本郷町17-1

14 うらわイーストシティ　けやき街 さいたま市南区大谷口5413

15 うらわイーストシティ　ひのき街 さいたま市南区大谷口5733

16 コンフォール南浦和 さいたま市南区南浦和３－４１

17 浦和別所ハイツ さいたま市南区別所2-38

18 武蔵浦和駅前ハイツ さいたま市南区別所7-1-33

19 川口栄町 川口市栄町3-11-24

20 川口幸町 川口市幸町３－８－２５

21 コンフォール東鳩ヶ谷 川口市桜町4-4

22 川口芝 川口市芝3905

23 川口仲町 川口市西川口５－２－１

24 リバピア川口青木 川口市青木4-21

25 シティコート川口 川口市川口1-1-2

26 リプレ川口二番街 川口市川口3-3-1

27 コンフォール西鳩ヶ谷 川口市大字里958-1

28 パークハイツ中青木 川口市中青木2-9-5

29 川口朝日町 川口市朝日2-16-5

30 川口前川町 川口市南前川2-15-2

31 アーバンハイツ南前川 川口市南前川2-21-10

32 コンフォール川口飯塚 川口市飯塚2-3-3

33 飯塚四丁目ハイツ 川口市飯塚4-4-31

34 川口並木町 川口市並木2-3-6

35 北園 川口市北園町11-1

36 川口本町 川口市本町1-17-1

37 エルハイツ末広 川口市末広3-6-12

38 アーバンみらい東大宮　西一番街 さいたま市見沼区春野2-4

39 大宮大和田 さいたま市見沼区大和田町2-235

40 アーバンハイツ与野 さいたま市中央区大字下落合1006

41 コンフォール与野本町西 さいたま市中央区本町西4-17-25

42 コーポレート中浦和 さいたま市桜区西堀1-18-11

43 コンフォール領家 さいたま市浦和区領家6-11

44 うらわイーストシティ　かえで街 さいたま市緑区東浦和2-73-1

45 アーバンラフレ戸田 蕨市錦町1-12-40

46 戸田 戸田市下前1-10

47 コーポレート上戸田 戸田市上戸田4-2-27

48 パークタウン若宮 桶川市若宮1-8

49 パークシティ鴻巣　駅前プラザ第三 鴻巣市赤見台1-13

50 パークシティ鴻巣駅前プラザ 鴻巣市赤見台2-2

51 パークシティ鴻巣駅前プラザ第二 鴻巣市赤見台2-2

52 デュプレ西上尾 上尾市小敷谷77-1

53 コーポレート上尾仲町 上尾市仲町1-5-25
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54 コーポレート北本駅前 北本市北本1-33

55 川越ニューシティいせはら　リバーサイド弐番街 川越市伊勢原町5-5-12

56 アクティ川越 川越市三光町38-1

57 コーポレート東所沢 所沢市東所沢2-8-10

58 所沢パークタウン駅前プラザ 所沢市並木2-1

59 所沢パークタウン公園通り 所沢市並木2-3

60 プラザシティ新所沢　緑町第三 所沢市緑町2-10

61 プラザシティ新所沢　緑町第二 所沢市緑町2-16

62 プラザシティ新所沢けやき通り第三 所沢市緑町3-10

63 プラザシティ新所沢けやき通り第二 所沢市緑町4-28

64 朝霞膝折第二 朝霞市膝折町2-8

65 コンフォール鶴瀬 富士見市鶴瀬西2-3

66 アルビス鶴瀬 富士見市鶴瀬西2-7

67 かわつるグリーンタウン　松ヶ丘 鶴ヶ島市松ヶ丘4-1

68 かわつるグリーンタウン　松ヶ丘第二 鶴ヶ島市松ヶ丘4-3

69 かわつるグリーンタウン　新鶴 鶴ヶ島市南町2-1

70 コンフォール若葉 鶴ヶ島市富士見1-14-3

71 パールハイム若葉 鶴ヶ島市富士見2-19

72 コンフォール上野台 ふじみ野市上野台1-1

73 アクティ上福岡 ふじみ野市新田2-3-26

74 入間駅前プラザ 入間市向陽台1-1-17

75 入間黒須 入間市黒須1-12

76 コーポレート和光新倉 和光市新倉3-3-1

77 西大和第二 和光市西大和団地4-10

78 大和新倉 和光市本町15-51

79 新座ハイツ 新座市新座3-6-13

80 コーポレート清瀬駅南 新座市新堀3-5

81 コーポレート清瀬駅南第二 新座市新堀3-5-7

82 こま川 日高市下鹿山494

茨城県

№ 団地名 住所

1 アクティ佐貫 龍ケ崎市佐貫町740

2 取手井野第二 取手市井野2-3-30

3 エスカード牛久駅前ハイツ 牛久市牛久町280

4 つくば・吾妻一丁目 つくば市吾妻1-4-3

5 つくば・松代三丁目 つくば市松代3-25

6 つくば松代四丁目 つくば市松代4-22

7 つくば松代四丁目第二 つくば市松代4-15-2

8 つくば・さくら つくば市竹園1

9 竹園 つくば市竹園3-21-1

10 竹園第二 つくば市竹園3-24-1

11 つくば・二の宮 つくば市二の宮4-8-3

12 つくば・二の宮第二 つくば市二の宮4-13-1

13 つくば・並木四丁目 つくば市並木4-1
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東海エリア
愛知県

№ 団地名 住所

1 アーバンラフレ金山 名古屋市中区金山1-4-2

2 アクシオス千種 名古屋市中区新栄3-20-27

3 アーバニア鶴舞 名古屋市中区千代田2-17-24

4 アーバンドエル上前津 名古屋市中区大須4-16-27

5 アーバニア大須 名古屋市中区門前町1-60

6 サンクレア池下 名古屋市千種区覚王山通8-70-1

7 アーバニア仲田 名古屋市千種区仲田2-1-27

8 アーバニア上飯田北町 名古屋市北区上飯田北町4-75-1

9 アーバニア大曽根駅前 名古屋市北区大曽根3-14-43 他

10 アーバンラフレ鳩岡 名古屋市北区鳩岡町1-7-1

11 岩塚東 名古屋市中村区烏森町4-15

12 則武 名古屋市中村区竹橋町36-31

13 アーバンドゥエル中村公園 名古屋市中村区東宿町2-75

14 アーバンラフレ滝子 名古屋市昭和区滝子通4-11

15 アーバンドエル白鳥公園 名古屋市熱田区一番1-17-5

16 白鳥パークハイツ神宮西 名古屋市熱田区旗屋2-21-25

17 桜田 名古屋市熱田区桜田町15番他（2～11号棟）  名古屋市中区金山五丁目15番1号（1号棟）

18 白鳥パークハイツ大宝 名古屋市熱田区大宝2-4

19 アーバニア荒子東 名古屋市中川区吉良町138-10

20 パークハイツ荒子 名古屋市中川区吉良町178-10

21 高畑 名古屋市中川区高畑3-88-3

22 アーバンラフレ小幡 名古屋市守山区小幡太田3-1 他

23 瀬古 名古屋市守山区瀬古2-306

24 徳重 名古屋市緑区乗鞍1-1811-1

25 コートタウン緑ヶ丘 名古屋市緑区鳥澄3-1901-1 他

26 アーバンドエル有松 名古屋市緑区鳴海町字細根98-1

27 アーバンラフレ鳴海 名古屋市緑区鳴海町字尾崎山43-6 他

28 アーバニア有松駅前 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200

29 アーバンラフレ鳴子 名古屋市緑区鳴子町1-52 他

30 一社東 名古屋市名東区一社3-31

31 アーバンラフレ虹ヶ丘南 名古屋市名東区植園町2-1

32 アーバンラフレ虹ヶ丘東 名古屋市名東区神丘町2-21-2

33 アーバンラフレ虹ヶ丘中 名古屋市名東区代万町3-11

34 コートタウン千代が丘東 名古屋市名東区八前2-1501 他

35 塩釜東 名古屋市天白区元八事5-205

36 平針駅西 名古屋市天白区平針1-1307

37 アーバンドゥエル平針 名古屋市天白区平針1-914

38 アーバニア大幸南 名古屋市東区大幸南2-2

39 アーバンラフレ白壁 名古屋市東区白壁1-27 他

40 アーバンドエル大曽根東 名古屋市東区矢田1-21-8

41 アーバンドエル庄内通 名古屋市西区浄心本通3-30-1

42 アーバニア滝子南 名古屋市瑞穂区竹田町2-6-2

43 木場 名古屋市港区木場町8-55

44 岩成台西 春日井市岩成台8-4-1

45 高座台 春日井市高座台2-2-1 他

46 リバピア中央台 春日井市中央台8-2-1

47 白山台 春日井市白山町1-61-5

48 井之口 稲沢市井之口大坪町79-1

49 国分 稲沢市朝府町7

50 アーバンラフレ稲沢 稲沢市長束町カキ田1-4

51 日進香久山花の街 日進市香久山4-201-1 他

52 三好ヶ丘 みよし市三好丘2-8

53 プロムナード三好丘 みよし市三好丘旭3-1-2

54 押草 愛知郡東郷町白鳥4-1-1 他

55 コンフォール城山 小牧市城山1-6-1 他

56 パルネス前後 豊明市前後町善江1735

57 富吉 海部郡蟹江町富吉1-723 他

58 富吉第2 海部郡蟹江町富吉4丁目102番地

三重県

№ 団地名 住所

1 サニータウン堀木 四日市市堀木1-2

2 大山田松ノ木 桑名市松ノ木4-7-3



平成30年3月31日時点

岐阜県

№ 団地名 住所

1 緑苑東 各務原市緑苑東4-1-1 他

静岡県

№ 団地名 住所

1 丸子南 静岡市駿河区丸子2-15

2 下川原 静岡市駿河区桃園町19-1 他



平成30年3月31日時点

関西エリア
大阪府

№ 団地名 住所

1 新千里北町 豊中市新千里北町一丁目1番

2 シティコート曽根東町第1 豊中市曽根東町六丁目5番

3 シティコート曽根東町第2 豊中市曽根東町六丁目5番

4 シティコート千里園 豊中市刀根山4丁目4番

5 シティコート服部 豊中市服部寿町一丁目9、10、11番

6 アルビス五月ヶ丘 池田市五月丘二丁目4番・5番・6番、三丁目5番

7 アルビス池田 池田市八王寺一丁目8番

8 アルビス緑丘 池田市緑丘二丁目1番

9 東千里山 吹田市五月が丘西6番

10 シェリール千里五月ヶ丘 吹田市五月が丘北13番33

11 片山公園 吹田市出口町34番

12 千里山 吹田市千里山霧が丘１・虹が丘１

13 高槻赤大路 高槻市赤大路町44番

14 高槻・阿武山四番街 高槻市奈佐原一丁目1番

15 高槻・阿武山五番街 高槻市奈佐原一丁目3番

16 高槻・阿武山六番街 高槻市奈佐原二丁目6番

17 高槻・阿武山七番街 高槻市奈佐原二丁目7番

18 高槻・阿武山八番街 高槻市奈佐原二丁目8番

19 高槻・阿武山十番街 高槻市奈佐原四丁目21番

20 茨木学園町 茨木市学園町3番

21 オークタウン東茨木 茨木市橋の内二丁目7番

22 茨木三島丘ウエスト 茨木市三島丘二丁目30番

23 茨木三島丘イースト 茨木市三島丘二丁目30番

24 ルミナス箕面の森二番街 箕面市如意谷四丁目6番

25 ルミナス箕面の森三番街 箕面市如意谷四丁目6番

26 ルミナス箕面の森五番街 箕面市如意谷四丁目6番

27 若山台第4 三島郡島本町若山台二丁目1番

28 さざなみプラザ第6 大阪市北区国分寺一丁目2番

29 ぷららてんま 大阪市北区池田町3番

30 さざなみプラザ第3 大阪市北区長柄東一丁目5番

31 さざなみプラザ第8 大阪市北区長柄東二丁目8番

32 谷町四丁目シティハイツ 大阪市中央区谷町四丁目8番30

33 都島リバーシティ 大阪市都島区大東町三丁目3番・9番・10番

34 桜宮リバーシティ中央 大阪市都島区中野町五丁目14番

35 パークシティふれあいのまち 大阪市此花区高見1丁目8番

36 高見フローラルタウン五番街 大阪市此花区高見一丁目5番

37 高見フローラルタウン六番街 大阪市此花区高見一丁目6番

38 高見フローラルタウン七番街 大阪市此花区高見一丁目7番

39 フローラルタウン千鳥橋 大阪市此花区伝法一丁目3番61

40 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 大阪市此花区酉島四丁目1番

41 シティコート千島3丁目 大阪市大正区千島三丁目1番25

42 シティコート下新庄 大阪市東淀川区下新庄三丁目5番

43 関目中すみれハイツ 大阪市城東区関目二丁目18番

44 リビエール関目 大阪市城東区古市二丁目1番

45 サンヴァリエあべの阪南 大阪市阿倍野区王子町四丁目１番

46 アーベイン天王寺 大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目18番

47 サンヴァリエ西田辺 大阪市阿倍野区播磨町三丁目1番

48 サンヴァリエ苅田 大阪市住吉区苅田九丁目13番

49 長居南ハイツ 大阪市住吉区苅田二丁目13番25号

50 パークアベニュー長居 大阪市住吉区長居四丁目1番20

51 サンヴァリエ東長居 大阪市住吉区長居東二丁目14番・15番、苅田一丁目4番・12番・13番、苅田二丁目2番

52 サンヴァリエ針中野 大阪市東住吉区湯里三丁目2番

53 アミティひらかた宮之阪 枚方市宮之阪2丁目5番60

54 香里ヶ丘みずき街 枚方市香里ヶ丘二丁目4番地の1

55 桜丘 枚方市桜丘町5番

56 アミティ中宮北町 枚方市中宮北町2番

57 山本 八尾市山本町南3丁目6番

58 八尾若草 八尾市若草町1番

59 シティコート寝屋川 寝屋川市東大利町18番2

60 玉串元町 東大阪市玉串元町二丁目11番53

61 ヌーヴェル鴻池 東大阪市中鴻池町二丁目3番13号

62 リバーサイドさぎす 大阪市福島区鷺洲六丁目1番

63 サンラフレ朝潮橋 大阪市港区港晴二丁目7番

64 ポートサイド築港 大阪市港区築港一丁目9番
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65 夕陽丘 大阪市天王寺区生玉寺町7番54

66 歌島橋 大阪市西淀川区御幣島二丁目4番20

67 リバーサイド出来島 大阪市西淀川区出来島二丁目9番22

68 アーベイン緑橋 大阪市東成区東今里一丁目5番

69 エステート喜連東 大阪市平野区喜連東三丁目11番41

70 シティハイツ堺七道 堺市堺区七道東町162番地

71 湊駅前 堺市堺区出島町二丁7番

72 アーベイン堺市駅前 堺市堺区田出井町1番

73 津久野南 堺市西区草部1800番地6　他

74 サンヴァリエ津久野 堺市西区津久野町1丁15番～17番

75 泉北城山台二丁 堺市南区城山台二丁3番

76 泉北庭代台二丁 堺市南区庭代台二丁10番

77 小金台 富田林市小金台四丁目2番

78 藤沢台第3 富田林市藤沢台一丁目1番

79 藤沢台第5 富田林市藤沢台二丁目2番

80 いぶき野三丁目 和泉市いぶき野三丁目1番・2番

81 サンヴァリエ中百舌鳥 堺市北区金岡町1415番地の2

82 サンヴァリエ金岡 堺市北区東三国ヶ丘町二丁1番・三丁4番・三丁5番・四丁2番

83 春木 岸和田市春木泉町1番

84 津田北町 貝塚市津田北町17番

85 アーベイン松原 松原市上田三丁目6番20号

86 サンヴァリエ藤井寺 藤井寺市さくら町2番

87 サンヴァリエ春日丘 藤井寺市春日丘新町2番・羽曳野市高鷲三丁目1番

兵庫県

№ 団地名 住所

1 ハーバーランド神戸駅前 神戸市中央区東川崎町一丁目3番6

2 ルネシティ脇浜町 神戸市中央区脇浜町一丁目3

3 ルネシティ脇浜町第2 神戸市中央区脇浜町一丁目3

4 グリーンヒルズ御影 神戸市東灘区鴨子ヶ原二丁目14番

5 ルネシティ魚崎中町 神戸市東灘区魚崎中町4丁目3番9

6 シティコート住吉本町 神戸市東灘区住吉本町1丁目13番14

7 ルネシティ深江本町 神戸市東灘区深江本町四丁目2-16

8 ルゼフィール岩屋中町 神戸市灘区岩屋中町五丁目2番21

9 フレール六甲桜ヶ丘 神戸市灘区桜ケ丘町11-1

10 ウェルブ六甲道4番街 神戸市灘区桜口町四丁目1番1

11 ルネシティ新在家南町 神戸市灘区新在家南町1丁目1番

12 ＨＡＴ神戸・灘の浜 神戸市灘区摩耶海岸通二丁目3番

13 グリーンヒルズ六甲 神戸市灘区六甲台町9・10番

14 兵庫駅前 神戸市兵庫区羽坂通四丁目1番1

15 フレール新開地六丁目 神戸市兵庫区新開地6丁目1番5

16 新長田駅前 神戸市長田区若松町五丁目5番1号

17 フレール・アスタ大橋 神戸市長田区大橋町4丁目2番1号

18 グリーンヒルズ鷹取 神戸市長田区長尾町1丁目8番

19 横尾 神戸市須磨区横尾九丁目2番地

20 高倉台 神戸市須磨区高倉台四丁目2番

21 フレール須磨たかとり 神戸市須磨区大池町5-5

22 落合第3 神戸市須磨区中落合一丁目1番

23 ルゼフィール名谷東 神戸市須磨区中落合一丁目2番

24 名谷公園前 神戸市須磨区北落合三丁目1番

25 グリーンヒルズ東舞子 神戸市垂水区舞子台7丁目1番

26 ひよどり台中央 神戸市北区ひよどり台二丁目1番地の1

27 鹿の子台北ハイツ 神戸市北区鹿の子台北町二丁目7番

28 鈴蘭台第2 神戸市北区南五葉二丁目4番

29 ルゼフィール井吹台 神戸市西区井吹台西町二丁目2番

30 アクティ学園西町 神戸市西区学園西町七丁目1番地

31 アミティ学園西町 神戸市西区学園西町七丁目3番地

32 タウンハウス岩岡 神戸市西区岩岡町岩岡

33 ルゼフィール金楽寺町 尼崎市金楽寺町1丁目4番

34 ルゼフィール立花 尼崎市西難波町一丁目1番

35 ルミエール千鳥 尼崎市大庄西町四丁目3番

36 シティハイツ尼崎駅前 尼崎市潮江一丁目4番3

37 ルゼフィール潮江 尼崎市潮江一丁目6番

38 パークタウン西武庫 尼崎市武庫元町三丁目5番・武庫豊町二丁目1番

39 サンラフレ明石 明石市宮の上2番

40 ルゼフィール西宮丸橋町 西宮市丸橋町4番12

41 浜甲子園さくら街 西宮市古川町3番・枝川町5番
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42 ルゼフィール武庫川第2五番街 西宮市高須町1丁目7-15

43 ルネシティ西宮高畑町 西宮市高畑町2番82

44 浜甲子園なぎさ街 西宮市枝川町8番・10番

45 サンラフレ鳴尾北 西宮市小松南町3丁目4番

46 西宮マリナパークシティ丘のある街 西宮市西宮浜4丁目8番

47 シティハイツ西宮北口 西宮市青木町4番25

48 ルネシティ西宮津門 西宮市津門大箇町8番39、5番17、5番40

49 グリーンヒルズ東山台 西宮市東山台一丁目6番地・8番地

50 東山台ハイツ 西宮市東山台二丁目10番2

51 ルゼフィール南甲子園 西宮市南甲子園1-4-5

52 アルビス寺本 伊丹市寺本4丁目70番地 他

53 アルビス伊丹千僧 伊丹市千僧5丁目91番地

54 フレール宝塚御殿山 宝塚市御殿山3丁目6番

55 グリーンヒルズ仁川 宝塚市仁川団地1番、5番

56 さらら仁川 宝塚市仁川北2丁目5番・7番

57 あかしあ台ハイツ 三田市あかしあ台三丁目28番地

58 あかしあ台ハイツ第2 三田市あかしあ台5丁目30番地の2

59 すずかけ台ハイツ 三田市すずかけ台二丁目1番

60 すずかけ台ハイツ第2 三田市すずかけ台三丁目5番

61 すずかけ台ハイツ第3 三田市すずかけ台四丁目4番地の1

62 芦屋浜 芦屋市高浜町2番、4番1～2、芦屋市若葉町5番

63 フレール芦屋朝日ヶ丘 芦屋市朝日ヶ丘町4番

64 芦屋朝日ケ丘 芦屋市朝日ヶ丘町6番23号

65 フレール東芦屋町 芦屋市東芦屋町25番

京都府

№ 団地名 住所

1 紫野 京都市北区紫野東御所田町33番1

2 北野 京都市上京区七本松通一条下る三軒町65番18

3 九条大宮 京都市南区西九条南田町9番地

4 九条 京都市南区西九条南田町1番地

5 京都十条 京都市南区吉祥院南落合町40番地

6 西京極駅前 京都市右京区西京極西池田町13番5

7 観月橋 京都市伏見区桃山町泰長老176番地の1

8 向島 京都市伏見区向島四ツ谷池14番地8号

9 山科 京都市山科区椥辻池尻町14番地の18

10 洛西福西公園 京都市西京区大枝北福西町四丁目1番地1

11 洛西センタープラザ 京都市西京区大原野東境谷町二丁目1番地2

12 上桂 京都市西京区上桂森下町25番地1

13 グリーンタウン槇島 宇治市槇島町本屋敷40番地の1 他

14 梅美台 木津川市梅美台1丁目2番地

15 高の原駅東第2 木津川市相楽台8丁目1番地

16 高の原駅東 木津川市相楽台7丁目1番地1

17 コンフォールかぶと台 木津川市兜台5丁目1番地3

18 高の原駅西 木津川市兜台1丁目2番地

19 高の原駅西第2 木津川市兜台1丁目1番地

20 アミティ光台 相楽郡精華町光台7丁目

滋賀県

№ 団地名 住所

1 膳所公園 大津市本丸町6番

2 びわ湖美空 大津市美空町1番地

奈良県

№ 団地名 住所

1 平城右京 奈良市右京5丁目9番地

2 奈良・学園前 奈良市学園朝日町1番

3 平城左京 奈良市左京2丁目2番地の2、2番地の227

4 高の原駅前 奈良市朱雀3丁目15番地1

5 奈良青山一丁目 奈良市青山1丁目1番地

6 奈良青山 奈良市青山3丁目1番地

7 奈良学園前・鶴舞 奈良市鶴舞西町1番・東町1番

8 奈良・紀寺 奈良市東紀寺町1丁目

9 エルト桜井 桜井市大字桜井1259番

10 真美ヶ丘6丁目 香芝市真美ケ丘6丁目9番

11 真美ヶ丘7丁目 香芝市真美ケ丘7丁目12番

12 馬見南6丁目 北葛城郡広陵町馬見南6丁目1番



平成30年3月31日時点

中国・四国エリア
広島県

№ 団地名 住所

1 白島北町 広島市中区白島北町18番2号

2 フラワープラザタカノバシ 広島市中区大手町五丁目6番4号

3 鈴が峰  広島市西区鈴が峰町30番1号～5号

4 鈴が峰第５ 広島市西区鈴が峰町39番1号～7号

5 鈴が峰第６ 広島市西区鈴が峰町38番1号ほか

6 高陽金平 広島市安佐北区落合三丁目13番1号～2号

7 高陽真亀 広島市安佐北区真亀四丁目5番1号～5号

香川県

№ 団地名 住所

1 屋島第一 高松市屋島西町2475番1号



平成30年3月31日時点

九州エリア
福岡県

№ 団地名 住所

1 輝国二丁目 福岡市中央区輝国2丁目13番

2 アーベインヒルズ小笹 福岡市中央区小笹5丁目10番

3 アーベイン渡辺通り南 福岡市中央区清川2丁目3

4 アーベイン大濠 福岡市中央区草香江二丁目11番19号

5 アーベインルネス長浜 福岡市中央区長浜2丁目2番4

6 長浜三丁目 福岡市中央区長浜三丁目1番17号

7 南天神 福岡市中央区渡辺通5丁目16番6

8 アーベインルネス友泉 福岡市中央区梅光園3丁目1番ほか

9 梅光園 福岡市中央区梅光園団地

10 アーベインルネス梅光園 福岡市中央区梅光園団地１番ほか

11 薬院大通り 福岡市中央区薬院3丁目16番30

12 アーベイン薬院大通駅前 福岡市中央区薬院4丁目1番27

13 アーベイン六本松 福岡市中央区六本松4丁目5番

14 アーベイン大浜 福岡市博多区下呉服町10番33

15 パピヨン・シティオ２１ステーションアベニュー 福岡市博多区吉塚本町9番

16 堅粕三丁目 福岡市博多区堅粕3丁目5番5号

17 アーベイン住吉通り 福岡市博多区住吉四丁目17番20

18 アーベイン千代二丁目 福岡市博多区千代2丁目4番23

19 ポートハイツ築港本町 福岡市博多区築港本町8番7

20 アーベイン東那珂 福岡市博多区東那珂1-15-5

21 アーベイン東比恵駅前 福岡市博多区東比恵3丁目18番

22 アーベイン雑餉隈駅前 福岡市博多区南本町2丁目3番

23 サンリバー美野島・松居 福岡市博多区美野島3丁目20番

24 アーベイン美野島 福岡市博多区美野島4-1-22

25 アーベインルネス香椎 福岡市東区香椎団地

26 香椎（34号棟） 福岡市東区香椎団地34番

27 アーベイン香椎南 福岡市東区若宮5丁目3番

28 アーベイン香椎御幸 福岡市東区千早6丁目2番

29 箱崎 福岡市東区箱崎2丁目54番1号

30 箱崎五丁目 福岡市東区箱崎5丁目4番

31 筥松 福岡市東区筥松4丁目4番

32 アーベイン貝塚駅前 福岡市東区筥松4丁目8番

33 アーベインルネス諸岡 福岡市南区井尻3丁目20番ほか

34 アーベインルネス井尻 福岡市南区井尻一丁目13番

35 塩原 福岡市南区塩原３丁目２５番１

36 アーベインリビエ清水 福岡市南区清水2丁目20番1ほか

37 コーポ大橋南 福岡市南区野多目一丁目14番

38 アーベインルネス曙 福岡市早良区曙1丁目12番

39 百道二丁目 福岡市早良区百道２丁目１番

40 シーサイドももちイーストステージ 福岡市早良区百道浜1丁目5

41 シーサイドももちセンターステージ 福岡市早良区百道浜１丁目７番

42 姪浜駅西 福岡市西区内浜1丁目4番1

43 アーベイン四季・姪浜 福岡市西区内浜一丁目6番ほか

44 アーベイン姪の浜マリナステージ 福岡市西区姪浜3-39

45 アーベイン金山 福岡市城南区金山団地50番

46 アーバンハイツ荒江 福岡市城南区荒江1丁目8番1

47 アーベインルネス城西 福岡市城南区城西団地

48 田島一丁目 福岡市城南区田島1丁目18番

49 金田一丁目第二 北九州市小倉北区金田1丁目1番

50 到津南 北九州市小倉北区泉台3丁目3番（1・2号棟）　八幡東区昭和3丁目6番（18号棟）

51 アーベインルネス足立妙見通り 北九州市小倉北区足原1丁目7番2

52 アーベインルネス足立公園 北九州市小倉北区足立2丁目5番

53 アーベインルネス足立 北九州市小倉北区足立3丁目1

54 パークタウン大手町 北九州市小倉北区大手町16番

55 アーベイン大手町 北九州市小倉北区大手町16番3

56 アーベインルネス白銀 北九州市小倉北区白銀2-20ほか

57 栄町 北九州市門司区栄町3番13

58 清滝第二 北九州市門司区清滝三丁目5番5

59 藤松 北九州市門司区藤松一丁目3番又は4番

60 沖台二丁目 北九州市戸畑区沖台2丁目1番ほか

61 サンハイツ前田 北九州市八幡東区前田1丁目11番

62 紅梅 北九州市八幡西区紅梅三丁目2番ほか

63 アーベインルネス穴生 北九州市八幡西区萩原一丁目11番ほか

64 黒崎平尾町 北九州市八幡西区平尾町9番



平成30年3月31日時点

65 アーベイン春日公園 春日市春日公園3丁目3番ほか

66 アーバンハイツ春日 春日市千歳町1丁目98番

67 アーベインビオ春日 春日市日の出町3丁目1番1ほか

68 梅ノ木 遠賀郡水巻町梅ノ木団地

熊本県

№ 団地名 住所

1 健軍 熊本市東区東町4丁目16番

鹿児島県

№ 団地名 住所

1 鴨池ニュータウン 鹿児島鴨池新町25番


