
旧管理店舗 管理物件コード管理物件名 住所
学研都市店 2157 ハイツ千里台Ⅱ 糸島市高田5丁目12-3
学研都市店 2172 ハイツ千里台Ⅲ 福岡市西区千里439-1
学研都市店 2174 ティアラ横浜 福岡市西区横浜3丁目22-26(A)27(B)
学研都市店 2242 ガーデンコートＭ 糸島市前原西2丁目2-22
学研都市店 2251 ステラＫＳＫ 福岡市西区今宿青木792-6
学研都市店 2265 ハピネス２１ 糸島市前原北1丁目4-1
学研都市店 2281 グレイスエーリ 糸島市南風台3丁目10-18
学研都市店 2322 メゾンド　プランドール 福岡市西区富士見1丁目8-21
学研都市店 10001 フルール伊都 福岡市西区西都2-15-8
学研都市店 10003 プリマヴェーラ伊都 福岡市西区西都2-3-4
学研都市店 10007 伊都さくら 福岡市西区今宿3-30-11
学研都市店 10009 グランドルーチェ駅南 福岡市西区今宿東1-31-26
学研都市店 10010 プレアマール 福岡市西区女原北10-5
学研都市店 10012 ファミリア伊都 福岡市西区今宿西１丁目32-23
学研都市店 10014 エスターテ今宿 福岡市西区今宿3-23-20
学研都市店 10016 グレーシア伊都 福岡市西区今宿西1-32-8
学研都市店 10018 アルタマール 福岡市西区女原北6-10
学研都市店 10020 エスペランサ 福岡市西区富士見１丁目6-10
学研都市店 10023 グラン シエル 福岡市西区富士見3丁目19-25
吉塚店 1175 筥松なつめビル 福岡市東区筥松3丁目8-12
吉塚店 1177 プリマベーラ． 福岡市博多区吉塚4丁目3-52
吉塚店 1178 レジーナ 福岡市博多区吉塚4丁目6-34
吉塚店 1390 ファミーユ博多の森 福岡市博多区東平尾2丁目2-32
吉塚店 1406 ボヌール・ヴィー篠栗 糟屋郡篠栗町尾仲453-1
吉塚店 1417 メルベーユ博多 福岡市博多区堅粕5丁目1-12
吉塚店 1492 サンセール 糟屋郡宇美町貴船1丁目11-16
吉塚店 1499 フォンターナ 糟屋郡粕屋町仲原3丁目9-11(壱番館)、9-10(弐番館)
吉塚店 1500 アンジュール 糟屋郡粕屋町仲原3丁目9-16
吉塚店 1504 サンタ クオリア 糟屋郡粕屋町仲原2丁目11-18
吉塚店 1505 ステラ　セレニテ 糟屋郡志免町南里3丁目12-22
吉塚店 1510 ラ・プランタン門松 糟屋郡粕屋町大隈118-1
吉塚店 1516 アレグリーア　パティオ 糟屋郡粕屋町酒殿1丁目4-40
吉塚店 1525 アルヴィータ 糟屋郡粕屋町大字仲原2843-6
吉塚店 1534 ドゥース・ファミーユ駅南 糟屋郡粕屋町仲原2丁目17-27
吉塚店 1536 ベルフォーレ仲原 糟屋郡粕屋町仲原2丁目17-17
吉塚店 1538 Felice　Nagakuni 糟屋郡粕屋町内橋556-1
吉塚店 1545 ファミール天神森 糟屋郡粕屋町阿恵289-1
吉塚店 1550 ジュネス　フォーレ 糟屋郡粕屋町原町3丁目15-38
吉塚店 1555 プレア貴船 糟屋郡宇美町貴船2丁目13-1
吉塚店 1566 ハッピネス原町Ⅱ 糟屋郡粕屋町原町5丁目14-25
吉塚店 1568 プロスペリティ 糟屋郡志免町片峰3丁目3-25
吉塚店 1578 Saint Field 大柳 糟屋郡篠栗町大字尾仲521-2　
吉塚店 1585 プレア　セレッソ 糟屋郡志免町片峰1丁目9番5号
吉塚店 1586 サンパーク戸原 糟屋郡粕屋町戸原東2丁目20-33
吉塚店 1587 カサ ベルデ原町駅前 福岡県糟屋郡粕屋町原町1丁目2-1
吉塚店 1593 ソシア 糟屋郡志免町片峰1丁目6-12
久留米店 7013 ステラ羽犬塚 筑後市和泉235
久留米店 7023 ベスタ櫛原 久留米市日ノ出町１番地１
久留米店 7034 プレアデス小郡Ⅱ 小郡市寺福童302番地1
久留米店 7039 グランドゥール　ステラ 久留米市東櫛原町1406-7
久留米店 7047 フローリッシュⅢ 久留米市東合川町13-4
久留米店 7048 ポルタ　フォルトゥーナ 久留米市荒木町荒木833-2
久留米店 7049 ロサード 小郡市小板井219-10
久留米店 7056 ヴィラ　ジャスミン 久留米市西町836-5
久留米店 7057 ヴィラ　カメリア 久留米市西町800-1
久留米店 7062 クレセール 久留米市合川町131-1
久留米店 7068 ステラＳＴⅡ 久留米市東櫛原町495-1
久留米店 7069 ステラ フォレスト 佐賀県鳥栖市原古賀町140-1
久留米店 7070 Ｒｉｖｅｒ　Ｓｉｓｔｅｒ 久留米市津福本町642-2
久留米店 7076 ウェスタ久留米けやき通り 久留米市小森野町2529-1
久留米店 7080 ステラコート宿 佐賀県鳥栖市宿町1397-4
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旧管理店舗 管理物件コード管理物件名 住所
春日原店 3222 ブティア・ドゥ 大野城市東大利1丁目9-3
春日原店 3309 ルヴニール　メゾン 大野城市大城4丁目14-7
春日原店 3325 レジデンス御笠川 大野城市仲畑3丁目5-10
春日原店 3331 ルベルムⅠ 大野城市仲畑4丁目5-3
春日原店 3338 ルベルムⅡ 大野城市仲畑4丁目7-26
春日原店 3343 ステラ大城 大野城市大城４丁目20-13
春日原店 3352 カサグランデ 大野城市大池1丁目9-30
春日原店 3360 ステラ若草 大野城市若草3丁目18-1
春日原店 3368 シャトレ五番館 大野城市山田4丁目3-19
春日原店 3416 プルヌス コリーヌ 大野城市横峰2丁目10-11
春日原店 3424 シャトーリベール 大野城市仲畑2丁目4番27号
春日原店 3434 フェリオ　イーストⅠ・Ⅱ 大野城市川久保1丁目13-5
春日原店 3574 ステラ惣利 春日市惣利１丁目105-1
新宮店 5322 すばる館 福岡市東区和白東1丁目24-14(A棟)24-15(B棟)
新宮店 5328 さくら館 福岡市東区和白東2丁目37-53
新宮店 5335 マガール２１ 福津市宮司2丁目17-26（A)・27（B)・28（C)
新宮店 5351 スーベニール 福津市宮司3丁目6-2（A)・3（B)
新宮店 5377 グート千早 福岡市東区水谷2丁目6番18号
新宮店 5385 アルビオン 糟屋郡新宮町大字上府677-1
新宮店 5390 デルニエ 糟屋郡新宮町下府5丁目6-25
新宮店 5398 ヴィクトワール 福岡市東区香住ケ丘2丁目16番43号
新宮店 5426 ブランドール日蒔野 福津市日蒔野5丁目6番地の7
新宮店 5429 ラ・フレーズ天神 福岡県古賀市天神4丁目17-21
新宮店 5434 ネオスクエア 福津市日蒔野1丁目13番地の2
新宮店 5436 グランツ暁 福津市中央2丁目20番1号
新宮店 5441 アートヒルズ香雫 福津市福間南１丁目9-13
新宮店 5445 パストラル今の庄 古賀市今の庄2丁目4-5
新宮店 5450 ステラ古野 宗像市須恵1丁目13-3
新宮店 5451 エテルナ 宗像市田熊4丁目11-1
新宮店 5455 コノハナテラス 福津市花見が丘1丁目12番33号
新宮店 5456 ヴィラ白兎(ハクト） 福津市花見が丘1丁目12番32号
新宮店 5457 グランドゥール天神 古賀市天神1丁目25番33号
新宮店 5459 ヴィクトワールⅡ 福岡市東区香住ケ丘2丁目16-45
新宮店 5462 プレアタウン河東 福岡県宗像市河東1051-1
新宮店 5470 ヴァン・ヴェール 福津市日蒔野4丁目13番地の2(Ⅰ号棟）13番地の1(Ⅱ号棟）
新宮店 5473 メロディハイツ河東 福岡県宗像市河東1117-1
新宮店 5772 Ｅｌｅｇａｎｃｅ　Ａｃｅ 福岡県福津市福間南4丁目3番25号
大橋店 4321 コンフォート曰佐 福岡市南区曰佐4丁目10-5
大橋店 4339 U.ZハイツⅡ 福岡市南区和田3-27-48
大橋店 4340 U.ZハイツⅠ 福岡市南区和田3-27-46
大橋店 4358 ステラ　オーキッド 福岡市南区井尻1丁目37-26
大橋店 4364 ビューラー野多目 福岡市南区野多目2丁目4-9
大橋店 4435 ステラＳＴⅢ 福岡市博多区那珂5丁目3-50
大橋店 4455 ニーム若久 福岡市南区若久1丁目1-34
大橋店 4469 プロスペール井尻 福岡市博多区諸岡4-31-32
大橋店 4470 シエラハウス 福岡市南区折立町11-18
大橋店 4475 プラス　カナール 福岡市南区的場1丁目9-10
大橋店 4482 ラヴィ　ヌーヴォ 福岡市南区清水4丁目7-22
大橋店 4492 ル・シアン 福岡市博多区板付5丁目7-21
大橋店 4510 U.ZハイツⅢ 福岡市南区和田3-27-43
大橋店 4531 SOPHIA TOKUNAGAⅢ 福岡県福岡市南区高木1丁目3-3
大橋店 8239 モン・シュシュ 福岡市南区柳河内2丁目6-81
二日市店 3101 シャトレ壱番館 筑紫野市俗明院1丁目6-8
二日市店 3127 パストラル杉塚 筑紫野市杉塚1丁目8-20
二日市店 3168 シャトレ弐番館 筑紫野市俗明院1丁目14-15
二日市店 3169 シャトレ参番館 筑紫野市俗明院1丁目14-14
二日市店 3191 ルミエール’９８ 筑紫野市筑紫駅前通1丁目137
二日市店 3236 ティアラ観世音寺 太宰府市観世音寺1丁目9-8
二日市店 3237 ティアラ戸田 筑紫野市針摺中央1丁目17番13号(Ａ棟)17番8号(Ｂ棟)
二日市店 3245 グランドゥール白金 筑紫野市二日市北4丁目29-3
二日市店 3248 フローラ綾 朝倉郡筑前町二245-3
二日市店 3267 ステラ２３ 筑紫野市岡田3丁目6-1
二日市店 3276 クレールＭ 筑紫野市大字若江57-1



旧管理店舗 管理物件コード管理物件名 住所
二日市店 3287 ルミエール９８ 筑紫野市筑紫駅前通1丁目137
二日市店 3297 ファミーユ筑紫Ⅱ 筑紫野市大字筑紫43-1
二日市店 3298 アクシスコート 筑紫野市二日市南3丁目2-21
二日市店 3312 エクレール 太宰府市石坂1丁目3-38
二日市店 3313 ステラコンソート二日市南 筑紫野市二日市南1丁目8-3
二日市店 3320 グリーンヒルズＲ＆Ｋ 太宰府市朱雀3丁目7-23
二日市店 3329 エレガンテ京ノ尾 太宰府市大佐野3丁目9-5（Ａ棟）
二日市店 3335 ソシアⅠ 筑紫野市岡田3丁目1-1
二日市店 3345 グラシューズ 筑紫野市大字若江191-1
二日市店 3346 マテリアール 筑紫野市大字若江192-4
二日市店 3347 サザンクロス 筑紫野市大字若江183-2
二日市店 3348 ハピネス筑紫駅前 筑紫野市大字若江188番地2
二日市店 3370 ソシアⅡ 筑紫野市岡田3丁目2-1
二日市店 3386 エスポワール 筑紫野市大字若江61番地1
二日市店 3396 エルマーナⅠ 筑紫野市針摺中央1丁目17-22
二日市店 11002 エルマーナⅡ 筑紫野市針摺中央1丁目17-27
二日市店 11003 ブランコート筑紫野 筑紫野市上古賀1丁目13-15
二日市店 11005 ソシア宮の杜 太宰府市大佐野3丁目9－12
二日市店 11006 アミューザン水城 太宰府市向佐野1丁目5-30
二日市店 11019 エステート杉塚Ⅱ 筑紫野市杉塚2丁目9-4
二日市店 11033 ＣＲＥＡ２１ 筑紫野市石崎2丁目1-21
二日市店 11040 クレストコート天拝 筑紫野市武藏3丁目2-31
二日市店 11043 グランディール筑紫 筑紫野市大字若江232-1
二日市店 11046 アヴェニール 筑紫野市杉塚2丁目12-26
二日市店 11059 アミューザン筑紫 筑紫野市筑紫駅前通1丁目70番地3
博多南駅前店 4351 SOPHIA TOKUNAGA Ⅱ 福岡市南区柳瀬１－３４－３３
博多南駅前店 4369 ステラ・Ｕ 鶴田 福岡市南区鶴田4丁目16-21
博多南駅前店 6055 ティアラクレイン 那珂川市中原５丁目４６
博多南駅前店 6064 ルーチェ博多南(A･B棟) 那珂川市松木2丁目184
博多南駅前店 6065 プレリュード片縄 那珂川市片縄北６丁目１１番９号
博多南駅前店 6545 カーサフォンターナ 春日市下白水南7丁目80番地
姪浜店 2288 アンシャンテ 福岡市西区姪浜駅南4丁目6-31
姪浜店 2297 ラグ・フラットＳ 福岡市西区姪の浜5丁目2-25
姪浜店 2301 レ・スィス 福岡市西区生の松原1-18-4
姪浜店 2307 サンライズ・ヴィラ 福岡市西区上山門3丁目5-15
姪浜店 2324 コスモ・Ｓ南庄 福岡市早良区南庄6丁目8-3
姪浜店 2396 アルカンシェル 福岡市西区野方6丁目29-35
姪浜店 2428 ドルチェ 福岡市西区下山門2丁目11-9(ﾛ)11-10(ﾓｶ)
姪浜店 2430 エスペーロ・Ｎ 福岡市早良区原6丁目26-11
姪浜店 2439 ルノン姪浜 福岡市西区愛宕南2丁目9-26
姪浜店 2450 サングレイス下山門 福岡市西区下山門2丁目6-20
姪浜店 2451 ヴィルヌーブ下山門 福岡市西区下山門２丁目６－１９
姪浜店 2463 ドゥ・メゾン 福岡市西区姪の浜5丁目20-16
薬院店 4312 シティライフ博多駅南 福岡市博多区博多駅南3-4-10
薬院店 4356 カラコレス 福岡市南区大楠１丁目12-17
薬院店 8208 ルーチェ 福岡市城南区松山2丁目3-18
薬院店 8212 ヴェルドミールⅡ 福岡市城南区神松寺2丁目10-3
薬院店 9002 モンテ・オットー西公園 福岡市中央区荒戸3丁目5-54
薬院店 9033 ル・セレクト山王 福岡市博多区山王2-6-12
薬院店 9060 ＧＲＡＣＥ小笹 福岡市中央区小笹5丁目6-10
薬院店 9069 住吉神南プレイス 福岡県福岡市博多区住吉４丁目７－２０

合計175棟　　


