
北九州市では、市と宅地建物取引業者、各相談窓口が連携し、高齢者や

障害者の方などが、安心して民間賃貸住宅を探すことができるように支援

する「住まい探しの協力店」を紹介しています。

「住まい探しの協力店」は、
北九州市に登録している不動産店です！

北九州市では、「見つける」「つなげる」「見守る」をキーワードに、市民の皆様が
社会的に孤立することなく、支援が必要な人には福祉サービスなどにつなげることがで
きるように、地域全体で見守る「いのちをつなぐネットワーク」の仕組みをつくってい
ます。

このステッカーが目印です！→

北九州市高齢者・障害者
住まい探しの協力店紹介制度
（外国人と子育て世帯の協力店もあります）

＜制度のイメージ＞

「住まい探しの協力店」は、民間賃貸住宅に入居を希望される高齢者や
障害者の方などが、安心して住宅を探すことができるように協力します。
高齢者・障害者世帯であることを理由に入居を拒むことはございません。

安心な支援体制 ～「いのちをつなぐネットワーク」による見守り～

【問い合わせ先】
北九州市 建築都市局 住宅部 住宅計画課  （093）582-2592

＜安心のポイント②＞

＜安心のポイント①＞
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《連携先》
地域の団体など

※外国人と子育て世帯は、物件紹介のみの対応となります。



北九州市高齢者・障害者住まい探しの協力店 一覧 ［１／３］
（全９１店） （令和４年４月１日時点）

区 協力店 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ 備考※

(株)不動産のミキハウス 栄町5-28 第二久藤ﾋﾞﾙ 322-1000 322-2000 外、子

(株)北九州ハウジング 高田一丁目2-1 381-0488 381-9304 子

部屋．コレクション 浅野一丁目2-39 ｸﾙｰｽﾞ浅野ﾋﾞﾙ1F 551-3355 551-4455 外、子

(株)西部不動産
小倉駅北口店

浅野二丁目13-23-201 513-1977 513-1933 外、子

コンダクト(株) 浅野二丁目17-38 513-3338 513-4488

(株)原田不動産 浅野二丁目17-42 551-1050 541-3356 外、子

(株)遠光 大田町1-23 541-1288 541-2244 外、子

(株)足立商会 大畠一丁目1-34 521-0646 521-0680 外、子

(株)ソノダ不動産開発 片野一丁目1-3　KIビル三萩野2F-A 953-8257 951-0777 外、子

(株)アービック 片野一丁目1-48-101 932-6100 932-1414 外、子

賃貸プロデュース(株)
小倉本店

片野一丁目1-54 932-2121 932-1877 外、子

(株)リバー不動産 片野三丁目3-6-101 921-2043 922-7235 外、子

ジパングホーム(株) 片野四丁目23-5 932-2555 932-2556 外、子

(有)アイユーホーム
本店

片野五丁目3-10 923-3778 923-3779 外、子

(株)不動産のデパートひろた
城野店

片野新町二丁目13-16 941-3939 941-3940 外、子

エステート芳賀
小倉支店

金田一丁目3-31 571-8777 571-1699 外、子

江月不動産 金田一丁目6-1 562-0117 562-8880 外、子

(株)不動産のフォーユー 金田一丁目6-1 562-6666 562-8880 外、子

(株)アスティーエステート 木町四丁目2-2 562-3321 562-3320 外、子

(株)サンサン 霧ヶ丘二丁目24-5 951-3509 951-4718 外、子

第一不動産(株) 京町二丁目7-8　小倉ビル3F 541-2311 511-1003 外、子

(有)景平不動産鑑定 清水四丁目1-30 石川ﾋﾞﾙ102 232-2315 232-7132 外、子

(株)さわやか倶楽部 熊本二丁目10-10 551-5555 531-7577 外、子

(株)ボナー 熊本二丁目10-10 551-0008 531-7577 外、子

山内興産(株) 黄金二丁目9-3 951-6131 951-4338 外、子

(株)ミクニ 紺屋町12-4 541-0392 531-3990 外、子

(株)不動産中央情報センター
アパマンショップ小倉店

堺町一丁目2-16 533-1111 533-1010 外、子

(株)角田ビル 堺町二丁目1-1 513-6501 513-6502 外、子

(株)不動産のデパートひろた
小倉店

堺町二丁目3-30 533-0008 533-0005 外、子

(有)辰巳不動産 三郎丸三丁目11-13-101 931-5492 931-5494 子

(株)アンサー倶楽部 三郎丸三丁目12-12 951-6139 951-6149 外、子

●各区毎に所在地の五十音順で掲載

●家賃等を適正に支払い、自立して生活できる方が対象です。

※外＝外国人対応、子＝子育て世帯対応
（外国人・子育て世帯の住まい探しにもご協力いただける店舗です。）
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北九州市高齢者・障害者住まい探しの協力店 一覧 ［２／３］
（全９１店） （令和４年４月１日時点）

区 協力店 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ 備考※

(株)不動産中央情報センター
アパマンショップ到津店

下到津四丁目6-3 592-2272 592-2269 外、子

(株)不動産のデパートひろた
小倉到津店

下到津四丁目8-7 563-3939 563-0100 外、子

(株)ユニティハウス 下富野五丁目20-7 511-6777 511-6710 外、子

(株)タウンワークス 田町5-20-101 591-8030 591-8035 外、子

アイリック 中井一丁目32-5 592-1961 592-1962 子

藤井商事 中津口一丁目10-23 521-6117 521-6725 外、子

(株)グローリー不動産 中津口一丁目10-38-201 967-7208 967-7218 外、子

アンドハウス(株) 原町二丁目11-8 967-0045 953-6602 外、子

(株)不動産アラキ 馬借一丁目6-20 541-3123 541-3121 外、子

(有)アイユーホーム
小倉店

馬借二丁目7-16 531-8312 531-8402 外、子

(株)ライフハウス北九州 日明一丁目13-19 562-5656 562-5655 外、子

(株)不動産中央情報センター
アパマンショップ北九州本店

東篠崎一丁目3-13 931-0009 951-1889 外、子

(株)コスモハウジング 弁天町5-2 583-1500 583-1188 外、子

きくち不動産 真鶴一丁目8-14 592-6565 592-7565 子

(株)ウインズビル 室町二丁目2-8 561-1777 561-1787 外、子

山一商事 北方一丁目5-11 951-5882 951-5916 子

(有)エステートアイ 北方二丁目12-1 952-6660 952-6815 外、子

(株)アス・プラス 北方二丁目24-6 932-1001 932-1055 子

(有)エステイト・フェニックス
小倉本社

北方四丁目1-11 941-3210 941-5252 外、子

(株)不動産プレステージ
北九大前店

北方四丁目1-15-101 941-7002 941-7012 外、子

匠建開発(有) 朽網西五丁目22-1 472-3550 981-8197

(株)不動産のデパートひろた
下曽根店

田原新町二丁目4-24 475-3939 475-3940 外、子

(株)不動産中央情報センター
アパマンショップ曽根店

田原新町三丁目10-15 472-2345 472-5800 外、子

(有)ビクトリー 津田新町四丁目8-5 474-5550 474-5551 外、子

マルイチ不動産販売(有) 徳力二丁目5-1 965-3901 965-0118 外、子

(株)aile 徳力一丁目20-3 383-5211 967-9115 子

富士ＦＰ(株) 貫弥生が丘二丁目21-12 234-0324 234-0323

(株)不動産中央情報センター
アパマンショップ守恒店

守恒本町一丁目5-1 963-3333 963-3350 外、子

(株)不動産のデパートひろた
守恒店

守恒本町二丁目5-17 965-0001 965-0002 外、子

アルファー西日本(株) 若園四丁目15-15 965-0671 965-0662 子

●各区毎に所在地の五十音順で掲載

●家賃等を適正に支払い、自立して生活できる方が対象です。
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※外＝外国人対応、子＝子育て世帯対応
（外国人・子育て世帯の住まい探しにもご協力いただける店舗です。）



北九州市高齢者・障害者住まい探しの協力店 一覧 ［３／３］
（全９１店） （令和４年４月１日時点）

区 協力店 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ 備考※

(株)相和商会 大井戸町6-27 771-5684 751-7050 外、子

(有)若松宅建 二島五丁目4-13 791-0039 701-2121 子

(有)エステイト・フェニックス
八幡店

西本町三丁目3-5 671-2700 671-2707 外、子

カントリー不動産 尾倉二丁目4-15 661-3889 671-1690

(株)不動産のデパートひろた
本社

山王一丁目11-1 663-3939 663-3940 外、子

エステート芳賀
本社

中央二丁目24-5 芳賀ﾋﾞﾙ2F 681-5000 662-5681 外、子

(株)不動産のデパートひろた
八幡駅前店

西本町三丁目1-1 661-3939 661-0100 外、子

(有)あきよし 穴生一丁目17-17 641-1765 641-5070 外、子

(株)西部不動産
折尾本店

折尾一丁目14-1 602-7300 602-7355 外、子

(株)不動産中央情報センター
アパマンショップ折尾店

折尾三丁目8-24 603-0002 603-0390 外、子

(株)不動産のデパートひろた
折尾店

折尾四丁目9-18 603-0050 603-0019 外、子

(有)石井地産商会 折尾四丁目16-10 601-0001 603-1152 外、子

(株)岩﨑興産 香月西二丁目15-15 617-0200 617-0038 子

(株)不動産のデパートひろた
黒崎店

黒崎二丁目3-21 645-1000 645-5000 外、子

エステート芳賀
黒崎支店

黒崎二丁目10-1 631-1555 631-1556 外、子

(有)ファーバン都市開発 黒崎三丁目6-6 ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙ3F 645-6300 645-6306 外、子

(株)不動産中央情報センター
アパマンショップ黒崎店

黒崎四丁目1-8 645-5511 645-3003 外、子

賃貸プロデュース(株)
黒崎店

桜ヶ丘町1-3 932-2121 932-1877 外、子

協友産業(株) 下上津役三丁目6-1 613-2112 613-2113 子

(株)グローバルマーケット
本社

陣原三丁目23-9 642-9686 642-0026 外、子

(株)本城不動産 千代ヶ崎三丁目6－24 601-0004 601-7310 外、子

(株)光ハウジング 則松四丁目16-9 601-3515 601-3040 子

センチュリー21よしなが企画 則松七丁目22-1 482-6633 482-6630 外、子

(株)くぼた不動産 別当町2-24 642-0522 647-0131 外、子

(株)不動産のデパートひろた
黒崎インター店

別当町26-1 641-3939 645-5500 外、子

(株)ハウス倶楽部 八枝四丁目2-26 693-8550 693-8501 外、子

(株)不動産中央情報センター
アパマンショップ戸畑店

浅生二丁目9-20 873-3003 873-3033 外、子

(株)アイ住宅サービス 沖台二丁目3-10 882-1001 882-2111 外、子

(有)井手口興産 千防二丁目18-7 882-6604 882-6605 子

浮城興産(株) 牧山二丁目3-5 871-5555 882-7959 外、子

●各区毎に所在地の五十音順で掲載

●家賃等を適正に支払い、自立して生活できる方が対象です。

戸
畑
区

若
松
区

※外＝外国人対応、子＝子育て世帯対応
（外国人・子育て世帯の住まい探しにもご協力いただける店舗です。）
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