
1990年～2020年

1990

現在

メザニースタイル発表

1997

2001

ニュースタイル発表

2003
管理棟数１００棟目

2005
管理棟数２００棟目

2008

管理棟数４００棟目

2006

西区小戸に事務所移転（現本社屋）

大阪成斗工務店を設立

株式会社成斗工務店を設立

併せて事業内容として不動産業を設立

一級建築士事務所を登録

1990年（平成2年）

管理棟数３００棟目

2012

2014

2016管理棟数５００棟目

管理棟数６００棟目

創立30周年

有限会社成斗工務店を設立

1997年（平成9年）

2001年（平成13年）

2003年（平成15年）

2005年（平成13年）

2006年（平成18年）

2008年（平成20年）

2012年（平成24年）

2014年（平成26年）

2016年（平成28年）

2020年（令和2年）

成斗工務店

３０年の歩み
1973年（昭和48年） 一般住宅施工会社として個人開業

４００棟建設

1998年（平成10年）
第１号管理物件建設

公共工事入札初参加

1998



樫尾コーポ（1月竣工/10⼾：福岡市東区） ポラリス下山門Ⅲ（4月竣工/9⼾：福岡市⻄区） ポラリス下山門Ⅱ（6月竣工/9⼾：福岡市⻄区）

1995年

1998年

ポラリス下山門Ⅳ（7月竣工/4⼾：福岡市⻄区） ベルハウス（7月竣工/6⼾：福岡市⻄区） ポラリス姪浜（7月竣工/10⼾：福岡市⻄区） ベルアージュ箱崎（12月竣工/6⼾：福岡市東区）

コーポMIYAKO（10月竣工/6⼾：福岡市⻄区）



ポラリス桜坂（2月竣工/6⼾：福岡市中央区） ポラリス下山門Ⅰ（3月竣工/6⼾：福岡市⻄区） ポラリス藤崎（3月竣工/8⼾：福岡市早良区）

ポラリス東唐津（6月竣工/4⼾：唐津市） ポラリス高宮Ⅰ（7月竣工/10⼾：福岡市南区） ポラリス姪浜Ⅱ（9月竣工/6⼾：福岡市⻄区） ポラリス藤崎Ⅱ（10月竣工/8⼾：福岡市早良区）

ポラリス箱崎東Ⅰ（2月竣工/6⼾：福岡市東区）

ポラリスたちばな（12月竣工/5⼾：福岡市東区）



ポラリス別府Ⅰ（3月竣工/6⼾：福岡市城南区） ポラリス別府Ⅱ（3月竣工/6⼾：福岡市城南区） ガーデンパレス⻄新（3月竣工/13⼾：福岡市早良区）

ポラリス山下町（4月竣工/6⼾：唐津市） ロワジール唐人町（5月竣工/8⼾：福岡市中央区） ポラリス室見（7月竣工/8⼾：福岡市⻄区） エクシード室見（9月竣工/6⼾：福岡市早良区）

ポラリス筑紫丘（2月竣工/6⼾：福岡市南区）

ポラリス室見南（9月竣工/6⼾：福岡市早良区） フレグランス下山門（10月竣工/9⼾：福岡市⻄区） ゲートウェイコート（11月竣工/9⼾：福岡市城南区） ポラリスマリーナ（12月竣工/8⼾：福岡市⻄区）



クリスタルハーモニー別府（3月竣工/5⼾：福岡市城南区） ラカーサ平尾（3月竣工/8⼾：福岡市南区） ルミエール・アン（3月竣工/4⼾：福岡市東区）

ルミエール・ドゥ（3月竣工/6⼾：福岡市東区） ポラリス室⾒⻄（6月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ユートク室⾒（7月竣工/8⼾：福岡市⻄区） トルナーレ室⾒（7月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

グレイスハイツ神松寺（2月竣工/6⼾：福岡市城南区）

ポラリスナガノ（8月竣工/20⼾：福岡市⻄区） ソフィア地行（11月竣工/8⼾：福岡市中央区） メゾンＫＴ21（11月竣工/8⼾：福岡市中央区） ポラリス愛宕Ⅱ（12月竣工/6⼾：福岡市⻄区）



ドリームパレス生の松原（3月竣工/10⼾：福岡市⻄区） ポラリスひなぎく（3月竣工/4⼾：福岡市⻄区） グレースハイツ姪浜（3月竣工/5⼾：福岡市⻄区）

ポラリス筑紫丘Ⅱ（3月竣工/8⼾：福岡市南区） ハピネス井尻（7月竣工/8⼾：福岡市南区） ポラリス別府8（8月竣工/6⼾：福岡市城南区） ポラリス姪浜南N（10月竣工/7⼾：福岡市⻄区）

ポラリス下山門Ⅴ（3月竣工/7⼾：福岡市⻄区）

ポラリス住吉（12月竣工/4⼾：福岡市博多区） クリスタルK天神南（12月竣工/4⼾：福岡市⻄区） ポラリス大濠（12月竣工/3⼾：福岡市中央区）



フレグランス田隈（1月竣工/2⼾：福岡市早良区） ドリームパレス別府（2月竣工/10⼾：福岡市城南区） ポラリス友丘（3月竣工/8⼾：福岡市城南区） ポラリスべふST（3月竣工/14⼾：福岡市城南区） リバーJOY室見（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

ポラリスCozy姪浜（5月竣工/9⼾：福岡市⻄区） DEAR.FLAT姪浜（5月竣工/9⼾：福岡市⻄区） イデア唐人町（6月竣工/4⼾：福岡市中央区） ポラリス姪浜駅南（7月竣工/7⼾：福岡市⻄区） Scherz-wille（7月竣工/6⼾：福岡市中央区）

ポラリス美野和（8月竣工/8⼾：福岡市博多区） フォンテーヌ⻄新（9月竣工/8⼾：福岡市早良区） ジョイナス別府（11月竣工/6⼾：福岡市城南区） グレースハイツ大橋（12月竣工/6⼾：福岡市南区） ポラリスNⅡ（12月竣工/4⼾：唐津市）

グレースハイツ百道（12月竣工/4⼾：福岡市早良区）



ピュアドームアリエス姪浜（3月竣工/42⼾：福岡市⻄区） ステラポラリス愛宕（3月竣工/9⼾：福岡市⻄区） ポラリスCozy別府（3月竣工/9⼾：福岡市城南区） ポラリス橋本⻄（4月竣工/2⼾：福岡市⻄区） ポラリス笹丘（5月竣工/3⼾：福岡市中央区）

トルナーレ美野島（5月竣工/4⼾：福岡市博多区） ポラリスサン美野島（6月竣工/6⼾：福岡市博多区） Scherz・Nest（6月竣工/8⼾：福岡市早良区） RAKUコーポ田島（6月竣工/8⼾：福岡市城南区） ヴェルナール美野島（7月竣工/4⼾：福岡市博多区）

ムーンリバー室見（7月竣工/8⼾：福岡市早良区）ドリア・イ ヌール（8月竣工/6⼾：福岡市早良区）サンバレー美野島（8月竣工/6⼾：福岡市博多区） ソレイユⅠ（8月竣工/4⼾：福岡市博多区） ポラリスCozy博多駅（9月竣工/9⼾：福岡市博多区）

ドリームパレス生の松原Ⅱ（9月竣工/9⼾：福岡市⻄区） ドリームパレス生の松原Ⅲ（9月竣工/9⼾：福岡市⻄区） ポラリス壱番館（11月竣工/6⼾：福岡市⻄区） クレールⅠ（11月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ポラリス翔（11月竣工/8⼾：福岡市⻄区）



K pia IJIRI参番館（11月竣工/6⼾：福岡市南区） Enjoyコーポ別府（11月竣工/9⼾：福岡市城南区） 下山門貸家（11月竣工/1⼾：福岡市⻄区） パレット六本松（12月竣工/8⼾：福岡市中央区） レーヴィ井尻（12月竣工/6⼾：福岡市南区）

エレガンテ室見（12月竣工/6⼾：福岡市⻄区） サンピース井尻（12月竣工/6⼾：福岡市南区）



ポラリスK＆MⅠ（1月竣工/6⼾：福岡市⻄区） ポラリスK＆MⅡ（1月竣工/4⼾：福岡市⻄区） ベルフォート花畑（2月竣工/4⼾：久留⽶市） ポラリス弐番館（2月竣工/2⼾：福岡市博多区） GOLDWING茶山（3月竣工/6⼾：福岡市城南区）

SunnyHills田島（3月竣工/6⼾：福岡市城南区） エレガンテDOMESIDE（3月竣工/4⼾：福岡市中央区） ポラリス周船寺Ⅰ（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ポラリス周船寺Ⅱ（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区） Grato梅光園（3月竣工/6⼾：福岡市中央区）

GOLDWING⻄新南（3月竣工/4⼾：福岡市早良区） DCT大橋（6月竣工/6⼾：福岡市南区） ポラリス高取（9月竣工/7⼾：福岡市早良区） ポラリス梅光園（9月竣工/12⼾：福岡市中央区） アリエスTAKATORI（9月竣工/13⼾：福岡市早良区）

リボンガーデンヒルズ平和（10月竣工/4⼾：福岡市南区） ロザリオカーサⅢ（11月竣工/4⼾：福岡市博多区） ドリームパレス高宮（12月竣工/9⼾：福岡市南区） Succeed inn（12月竣工/6⼾：福岡市⻄区） プルデント室見（12月竣工/6⼾：福岡市⻄区）



リーベヴィラ姪浜（12月竣工/8⼾：福岡市⻄区）



コーポコスモスS（1月竣工/3⼾：福岡市博多区） ヴェルデ薬院（2月竣工/7⼾：福岡市中央区） ポラリス周船寺壱番館（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ピコロ姪浜（4月竣工/9⼾：福岡市⻄区） メゾンド井尻（4月竣工/9⼾：福岡市南区）

フィオルーナ⻄新（4月竣工/8⼾：福岡市早良区） GOLDWING周船寺Ⅰ（5月竣工/8⼾：福岡市⻄区） GOLDWING周船寺Ⅱ（5月竣工/8⼾：福岡市⻄区） リバティー・JK（6月竣工/16⼾：福岡市中央区） ペイサージュ別府南（6月竣工/9⼾：福岡市城南区）

ピュール室見（7月竣工/8⼾：福岡市早良区） BRANDNEWDAY平尾（8月竣工/9⼾：福岡市南区） 飛鳥の杜・Ⅱ（8月竣工/6⼾：福岡市早良区） DEAR.FLAT周船寺（9月竣工/10⼾：福岡市⻄区） スタイルビュー井尻（9月竣工/6⼾：福岡市南区）

ポラリス井尻駅南（10月竣工/8⼾：福岡市南区） ケェイ井尻（10月竣工/8⼾：福岡市南区） レジアス唐人町（11月竣工/8⼾：福岡市中央区） ポラリス⻄新（12月竣工/8⼾：福岡市早良区）クリスタルK九大南（12月竣工/6⼾：福岡市⻄区）



ティエラ大橋（1月竣工/8⼾：福岡市南区） アリエス平尾Ⅱ（2月竣工/25⼾：福岡市中央区） Studio bois（3月竣工/4⼾：福岡市中央区） アリエスサン⻄新（3月竣工/9⼾：福岡市早良区） パレット平和（4月竣工/6⼾：福岡市南区）

ピコロ周船寺（4月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ペガーダ周船寺（4月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ピコロ九産大Ⅰ（4月竣工/12⼾：福岡市東区）

アリエス今宿Ⅱ（5月竣工/25⼾：福岡市⻄区） アリエス今宿Ⅰ（5月竣工/25⼾：福岡市⻄区） ウエスト周船寺（6月竣工/9⼾：福岡市⻄区）

アリエス天神南（8月竣工/4⼾：福岡市中央区） メゾネット千早（9月竣工/5⼾：福岡市東区）パサージュ⻄公園（8月竣工/6⼾：福岡市中央区） ポラリス周船寺Ⅲ（8月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ポラリス周船寺Ⅳ（8月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

ペガーダ室見（4月竣工/4⼾：福岡市早良区） ピコロ九産大Ⅱ（4月竣工/8⼾：福岡市東区）

ポラリスＭ・Ｋ（7月竣工/4⼾：福岡市城南区） パサージュ周船寺（8月竣工/4⼾：福岡市⻄区）



イデア室見（10月竣工/6⼾：福岡市⻄区） ボーマノワール愛宕（10月竣工/7⼾：福岡市⻄区） ポラリス⻄の丘（11月竣工/6⼾：福岡市⻄区） キャメロツト前原駅南（12月竣工/4⼾：糸島市） アリエス⻄の丘（12月竣工/9⼾：福岡市⻄区）

ピュール⻄の丘（12月竣工/9⼾：福岡市⻄区） ｉｓｌａｎｄ7（12月竣工/3⼾：福岡市中央区）



RIBBON GARDEN RESIDENCE NAGAO(1月竣工/2⼾：福岡市城南区) クロステーション姪浜（1月竣工/9⼾：福岡市⻄区） フルハウス周船寺（3月竣工/9⼾：福岡市⻄区） ポラリスＮⅢ（3月竣工/4⼾：唐津市） ユリシス姪浜（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

ボーマノワール姪浜（3月竣工/6⼾：福岡市⻄区） パストラル周船寺（4月竣工/6⼾：福岡市⻄区） ウェルスグローリー九研（5月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

ピナコラーダ（6月竣工/6⼾：福岡市⻄区） セレス室見（7月竣工/9⼾：福岡市⻄区） ポラリスヤナセⅡ（8月竣工/6⼾：福岡市⻄区）

プラムガーデン大橋（12月竣工/7⼾：福岡市南区）クランベリーハウス（8月竣工/2⼾：福岡市東区） パサージュ地行（10月竣工/4⼾：福岡市中央区） ボルベール姪浜（11月竣工/6⼾：福岡市⻄区）

ボーマノワール別府南（5月竣工/6⼾：福岡市城南区） ポラリスヤナセⅠ（6月竣工/6⼾：福岡市城南区）

テラシオ周船寺（8月竣工/6⼾：福岡市⻄区） ポラリス別府駅南（8月竣工/6⼾：福岡市城南区）



DOME CITY RESIDENCE（1月竣工/16⼾：福岡市中央区） POLARIS CITY RESIDENCE S・Y・T（2月竣工/8⼾：福岡市⻄区） クリスタルＫ九大南3（2月竣工/8⼾：福岡市⻄区） アーバンスクウェア周船寺Ⅰ（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ポラリス周船寺駅前（3月竣工/9⼾：福岡市⻄区）

アリエスＣ・ＢⅡ（3月竣工/2⼾：福岡市⻄区） POLARIS CITYⅠ（4月竣工/6⼾：福岡市⻄区） POLARIS CITYⅡ（4月竣工/6⼾：福岡市⻄区）

ピュール姪浜（6月竣工/4⼾：福岡市⻄区） CAMELOT HAKATA canalside（7月竣工/6⼾：福岡市博多区） ボルベール学研都市（8月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

セレス九研（12月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ティーグル九研（12月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

アサンブラージュ藤崎（4月竣工/6⼾：福岡市早良区） トロープ姪浜（6月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

アルル九大南（9月竣工/6⼾：糸島市） POLARIS CITYⅢ（10月竣工/6⼾：福岡市⻄区）



POLARIS STAR周船寺（2月竣工/8⼾：福岡市⻄区） パークサイド千早（3月竣工/6⼾：福岡市東区） ポラリス東城内（3月竣工/4⼾：唐津市） ポラリス九研駅前（3月竣工/6⼾：福岡市⻄区） グレイスハイツFK（6月竣工/8⼾：福岡市南区）

プラムガーデン大橋駅前（6月竣工/4⼾：福岡市南区） ブランシェ九研（8月竣工/6⼾：福岡市⻄区） ペガーダ千早（8月竣工/7⼾：福岡市東区）

コスモ九大南（9月竣工/8⼾：福岡市⻄区） クリスタルK学研都市（10月竣工/7⼾：福岡市⻄区） ポラリスさくら博多（12月竣工/3⼾：福岡市博多区）

ポラリス九研ASSOCIA（8月竣工/6⼾：福岡市⻄区） ラフィーネ周船寺（9月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

ポラリス光丘Ⅰ（12月竣工/7⼾：福岡市博多区）



メザニーK周船寺（1月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ポラリス光丘Ⅱ（2月竣工/8⼾：福岡市博多区） W-OOO（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区） Bel Tempo周船寺（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ポラリス大名小路（3月竣工/6⼾：唐津市）

POLARIS CITY 九研Ⅰ（4月竣工/6⼾：福岡市⻄区） POLARIS CITY 九研Ⅱ（4月竣工/6⼾：福岡市⻄区） ピュール九研（4月竣工/4⼾：福岡市⻄区） POLARIS今宿（4月竣工/6⼾：福岡市⻄区） クレアーレ博多（5月竣工/4⼾：福岡市博多区）

POLARIS吉塚（6月竣工/8⼾：福岡市博多区） レジアス今宿（6月竣工/6⼾：福岡市⻄区） パークメゾン大濠公園（7月竣工/6⼾：福岡市中央区） セレス姪浜（8月竣工/5⼾：福岡市⻄区） ポラリス今川（8月竣工/8⼾：福岡市中央区）

⻄新パークサイド（9月竣工/4⼾：福岡市中央区） グレースハイツ博多駅南（10月竣工/8⼾：福岡市博多区） プラムガーデン大橋プレイス（10月竣工/4⼾：福岡市南区） ジョイナス（12月竣工/6⼾：糸島市）



POLARIS波多江（1月竣工/6⼾：糸島市） ステラポラリス波多江（1月竣工/7⼾：糸島市） パサージュ九研（2月竣工/6⼾：福岡市⻄区） GOLDWING大楠（2月竣工/4⼾：福岡市南区） Polaris NOKE １（3月竣工/6⼾：福岡市早良区）

EL POLESTAR Ⅰ（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区） EL POLESTAR Ⅱ（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区） ロザリオカーサⅦ（4月竣工/6⼾：福岡市⻄区） アットイーズ香椎（5月竣工/6⼾：福岡市東区） ラフィーネ姪浜（5月竣工/4⼾：福岡市⻄区）

パサージュ野芥（10月竣工/6⼾：福岡市城南区）

Ａｆｆｉｔｔｏ竹下（7月竣工/8⼾：福岡市南区） エルソール竹下（7月竣工/8⼾：福岡市南区） クロノス（7月竣工/5⼾：福岡市南区） ベイコート姪浜（9月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

グランヒル梅林（10月竣工/6⼾：福岡市城南区） コートドール箱崎（12月竣工/6⼾：福岡市東区）

ステーブル室見（6月竣工/6⼾：福岡市⻄区）



パサージュ諸岡（2月竣工/6⼾：福岡市博多区） チェルシー千早（2月竣工/6⼾：福岡市東区） アルル笹原駅東（3月竣工/6⼾：福岡市博多区） カーサグランデ千早（3月竣工/6⼾：福岡市東区）

アーバンテラス吉塚（3月竣工/4⼾：福岡市博多区） ポラリスＮ Ⅰ（3月竣工/3⼾：唐津市） リックメゾン（4月竣工/6⼾：福岡市南区） POLARIS Crane JIGYO（5月竣工/4⼾：福岡市中央区） Solana姪浜（6月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

ルナーリア竹下（8月竣工/6⼾：福岡市南区） パサージュ竹下（11月竣工/6⼾：福岡市南区）フェリオ千早（9月竣工/3⼾：福岡市東区） パレット神松寺（11月竣工/4⼾：福岡市城南区） グランメゾン千早（11月竣工/6⼾：福岡市東区）

アイディール竹下（12月竣工/6⼾：福岡市南区）

KR stage Ⅰ（1月竣工/6⼾：福岡市東区）

ポラリスさくら鳥飼（12月竣工/4⼾：福岡市中央区）



PROUD REGALIA HAKATA SOUTH RENAISSANCE（2月竣工/6⼾：福岡市南区） S1マリナ通り（3月竣工/4⼾：福岡市⻄区） アリュール姪浜（3月竣工/19⼾：福岡市⻄区） ベルカーサ花畑（4月竣工/2⼾：久留⽶市） アットイーズ井尻（4月竣工/4⼾：福岡市南区）

ウェザリア駅南（4月竣工/4⼾：福岡市博多区） アットイーズ三苫駅前（6月竣工/8⼾：福岡市東区） アルル室見川（8月竣工/6⼾：福岡市⻄区）

センエイ七隈（8月竣工/4⼾：福岡市城南区） エイトーリ箱崎（10月竣工/6⼾：福岡市東区） 博多イーストブルー（11月竣工/7⼾：福岡市博多区）

ベルファイン⼤濠⻄（4月竣工/3⼾：福岡市中央区） アリエス姪浜⻄（5月竣工/21⼾：福岡市⻄区）

アイディールモア博多（10月竣工/8⼾：福岡市博多区） S2東公園（10月竣工/4⼾：福岡市博多区）



ラ・リベルタ博多（1月竣工/6⼾：福岡市博多区） ルミナス博多駅東（2月竣工/6⼾：福岡市博多区） ウイング博多（2月竣工/６⼾：福岡市博多区） ＧＯＬＤ Ｋ 天神３（3月竣工/3⼾：古賀市）

エコーズ（3月竣工/6⼾：福岡市⻄区） Ｈブランド九大南（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区） アーバンテラス東那珂（5月竣工/6⼾：福岡市博多区） ＧＯＬＤ Ｋ 姪浜３（5月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

アイディールモア井尻（10月竣工/8⼾：福岡市博多区）ポラリス箱崎５（7月竣工/6⼾：福岡市東区） グランテラスAIRPORT NEXUS（8月竣工/8⼾：福岡市博多区） グランヒル南福岡（9月竣工/4⼾：福岡市博多区） サンバレー清川（9月竣工/5⼾：福岡市中央区）

ラフィーネ笹原（11月竣工/6⼾：福岡市博多区）

グランテラス香椎ＮＥＸＵＳ（6月竣工/8⼾：福岡市東区）

Casa Felice（1月竣工/6⼾：福岡市東区）

エルシャトー小郡（11月竣工/6⼾：小郡市） Ｈブランド新宮（12月竣工/6⼾：糟屋郡新宮町）



ポラリスN-Ⅴ（1月竣工/4⼾：唐津市） ポラリスマリナ通り（1月竣工/6⼾：福岡市⻄区） メゾンソレイユ2（2月竣工/６⼾：福岡市東区） ハピネス二日市（2月竣工/4⼾：筑紫野市） Crene HAKATA PREMIUM（3月竣工/4⼾：福岡市博多区）

アーバス博多（3月竣工/2⼾：福岡市博多区） アルページュ愛宕南（4月竣工/8⼾：福岡市⻄区）

62ｂａｎｃｈｉ箱崎（10月竣工/8⼾：福岡市東区）

スカイピア大橋（6月竣工/6⼾：福岡市南区） ラフィーナ大橋（7月竣工/6⼾：福岡市南区）

ベラジオ南福岡（7月竣工/4⼾：福岡市博多区） フェリシアガーデン大橋（8月竣工/6⼾：福岡市南区）

ポラリス箱崎駅東（11月竣工/6⼾：福岡市東区）

エムグランツ箱崎東（5月竣工/8⼾：福岡市東区）

アリエス学研都市（12月竣工/27⼾：福岡市⻄区）KR stageⅡ（10月竣工/6⼾：福岡市博多区）

グランメゾン福間（11月竣工/6⼾：福津市） パサージュ箱崎（12月竣工/6⼾：福岡市東区）



ポラリスRⅢ千早（2月竣工/6⼾：福岡市東区） ラフィーナ次郎丸（3月竣工/8⼾：福岡市早良区） サン・フェリーチェ（3月竣工/8⼾：福岡市早良区）ラ・リーサ百道（2月竣工/5⼾：福岡市早良区） カーサグランデ次郎丸（4月竣工/8⼾：福岡市早良区）

アールエスコート（5月竣工/6⼾：福岡市東区） クレア多の津（5月竣工/6⼾：福岡市東区） ＡＲ・Ｔｗｉｎｚ二日市Ⅰ（7月竣工/4⼾：筑紫野市）

ＤＥＡＲ・ＦＬＡＴ千代（10月竣工/4⼾：福岡市博多区）

カーサマリーナ（7月竣工/6⼾：福岡市⻄区）

サンセリテ香椎（9月竣工/4⼾：福岡市東区） Ｌｉｖｒｅ Ｖｉｌｌａ（9月竣工/8⼾：福岡市早良区） クラリス京町（9月竣工/6⼾：熊本市）

メゾンソレイユ3（12月竣工/6⼾：福津市）メゾン南福岡（10月竣工/8⼾：福岡市博多区）

ＡＲ・Ｔｗｉｎｚ二日市Ⅱ（7月竣工/4⼾：筑紫野市）

ＬＵＣＥ瓦田（10月竣工/4⼾：⼤野城市）

Ｐｉｌｉｎａ小郡（12月竣工/6⼾：小郡市）



Ｈブランド新宮Ⅱ（3月竣工/6⼾：糟屋郡新宮町） Casa朝倉街道Ⅰ（3月竣工/6⼾：筑紫野市） Casa朝倉街道Ⅱ（3月竣工/4⼾：筑紫野市）コンフォート朝日（3月竣工/4⼾：朝倉郡）

グランヒル箱崎（4月竣工/6⼾：福岡市東区） ブラウニー小郡祇園（4月竣工/6⼾：小郡市） スコルピオ姪浜（5月竣工/4⼾：福岡市⻄区） ポラリス美野島（7月竣工/8⼾：福岡市博多区） ＡＲＲＯＷＳ姪浜駅南（7月竣工/6⼾：福岡市⻄区）

スコルピオ福津（11月竣工/6⼾：福津市）

アンクラス箱崎（8月竣工/4⼾：福岡市東区） ウィンクルム箱咲（8月竣工/6⼾：福岡市東区） エスポワール吉塚駅前（9月竣工/4⼾：福岡市博多区） DEL MAR FUKUTSU（10月竣工/8⼾：福津市）プルデント名島（8月竣工/8⼾：福岡市東区）

ソラーレ福津中央（10月竣工/8⼾：福津市） 仮称ポラリス大津１（12月竣工/4⼾：熊本県）

アーバンテラス呉服元町（1月竣工/8⼾：佐賀市）



SAKURA HAKATA（1月竣工/6⼾：福岡市博多区） URBANO宇美中央（3月竣工/10⼾：糟屋郡宇美町） ポラリス城内（3月竣工/4⼾：唐津市） コンフォート朝日Ⅱ（3月竣工/3⼾：朝倉郡）BRAND NEW DAY七隈（3月竣工/6⼾：福岡市城南区）

メゾンソレイユ美野島（6月竣工/6⼾：福岡市博多区） グレイスハイツ美野島（7月竣工/6⼾：福岡市博多区） メゾネットAP（7月竣工/4⼾：福津市） クレ（8月竣工/6⼾：糸島市） ポラリス井尻駅⻄（8月竣工/6⼾：福岡市南区）

スコルピオ⻭科⼤前（12月竣工/8⼾：福岡市早良区）

アリエス学研都市Ⅱ（10月竣工/44⼾：福岡市⻄区） シーエスコート（10月竣工/6⼾：福岡市早良区） ボヌール美野島（10月竣工/6⼾：福岡市博多区） アネシス博多（11月竣工/6⼾：福岡市南区）ルピナス井尻（9月竣工/6⼾：福岡市南区）

カサブランカ新宮（12月竣工/6⼾：糟屋郡新宮町） グランヒル竹下（12月竣工/6⼾：福岡市南区） ジョイナス（12月竣工/8⼾：福岡市城南区）



ファーンウッド大津（1月竣工/3⼾：熊本県菊池郡） POLARIS⻭科大前（2月竣工/4⼾：福岡市早良区） Chaton姪浜（3月竣工/8⼾：福岡市⻄区） Flurish桜花（5月竣工/3⼾：福岡市城南区）AREA24（3月竣工/6⼾：佐賀県神埼市）

ラコリーヌ福津（5月竣工/6⼾：福津市） ヴィラージュ瑞穂（5月竣工/8⼾：大野城市） BRUNO（6月竣工/6⼾：福津市） グレートフル八田（7月竣工予定/8⼾：福岡市東区） コンフォート朝日Ⅲ（7月竣工予定/3⼾：朝倉郡）

サニーハピネス（8月竣工予定/44⼾：福岡市⻄区） Camelot福津（9月竣工予定/6⼾：福津市） 仮称)ポラリス住吉11（9月竣工予定/3⼾：福岡市中央区）maison SOLEIL（9月竣工予定/14⼾：久留⽶市）


