
物件名 総戸数 所在地 管理会社名（順不同） 備考

ポレスター掛尾 63 富山県 マリモコミュニティ

ポレスター根塚 59 富山県 マリモコミュニティ

ポレスター袋町 45 石川県 マリモコミュニティ

ポレスター駅西本町 42 石川県 マリモコミュニティ

ブランズ西大津レイクフロント 275 滋賀県 東急コミュニティー

ネバーランド伏見コンフォレスト 75 京都府 エヌエス管理

ネバーランド桂 76 京都府 エヌエス管理

ネバーランド桂離宮南 81 京都府 エヌエス管理

ポレスター福知山　弐番館 42 京都府 マリモコミュニティ

ポレスター福知山 67 京都府 マリモコミュニティ

ポレスターブロードシティ西舞鶴 70 京都府 マリモコミュニティ

プレティナージュ御池東洞院　（管理組合） 69 京都府 長谷工コミュニティ 全戸導入（組合負担）

メイツ醍醐デュアラ 102 京都府 名鉄不動産

ライオンズシティ烏丸通 72 京都府 大京アステージ

ウィズグラン泉ヶ丘 296 大阪府 総合ハウジングサービス

ウィズパークス大阪ガーデンコート 375 大阪府 総合ハウジングサービス

スイートガーデン豊中旭ヶ丘 242 大阪府 総合ハウジングサービス

ルネセントエール 88 大阪府 総合ハウジングサービス

ルネ住道 149 大阪府 総合ハウジングサービス

プラネ・ルネスプリングスタワー大阪 269 大阪府 総合ハウジングサービス

ルネ高槻 204 大阪府 総合ハウジングサービス

ルネ高槻リバーサイドガーデン 216 大阪府 総合ハウジングサービス

ウィズパークス大阪ｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ・ｱｸｱｺｰﾄ 375 大阪府 総合ハウジングサービス

ネバーランド泉大津 89 大阪府 エヌエス管理

ネバーランド茨木リラシア 141 大阪府 エヌエス管理

千里ディアヒルズブライトリッジ 252 大阪府 エヌエス管理

ネバーランド新深江 56 大阪府 エヌエス管理

ネバーランド南堀江 52 大阪府 エヌエス管理

ネバーランド玉造 49 大阪府 エヌエス管理

ネバーランド新梅田 52 大阪府 エヌエス管理

ネバーランド福島 79 大阪府 エヌエス管理

ネバーランドシエル箕面ロワイヤル 97 大阪府 エヌエス管理

ライオンズマンション高槻別府 16 大阪府 大京アステージ

ライオンズマンション沢ノ町ガーデンタワー 69 大阪府 大京アステージ

ライオンズマンション沢ノ町 44 大阪府 大京アステージ

ライオンズガーデン城東 255 大阪府 大京アステージ

ライオンズ阿倍野松崎町 70 大阪府 大京アステージ

ビューネ関目　（管理組合） 124 大阪府 大和ライフネクスト 全戸導入（組合負担）

プライマリー新大阪　（管理組合） 73 大阪府 大和ライフネクスト 全戸導入（組合負担）

ジオ・イニシア桃山台 43 大阪府 大和ライフネクスト

コスモ吹田片山公園 54 大阪府 大和ライフネクスト

Ｄ’レスティア箕面 44 大阪府 ダイワサービス

Ｄ’レスティアりんくう羽倉崎 139 大阪府 ダイワサービス

＜マルチメゾン・西日本の導入実績（一部抜粋）＞



Ｄ’クラディア旭公園 98 大阪府 ダイワサービス

プラウド烏ケ辻五条公園 34 大阪府 野村不動産パートナーズ

プラウド江坂 300 大阪府 野村不動産パートナーズ

リーデンスクエア枚方くにみ坂 204 大阪府 三菱地所コミュニティ

ライオンズ羽衣　（管理組合） 63 大阪府 日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 全戸導入（組合負担）

ネバーランド千里古江台 76 大阪府 西新サービス

ユニーブルプルシア大阪 84 大阪府 ライフポート西洋

ソルコート阿倍野文の里 95 大阪府 東京建物アメニティサポート

D'ｸﾗﾃﾞｨｱ豊中少路ｳﾞｧﾛｰﾚｺｰﾄ・ﾌﾟﾚﾋﾞｼｵﾝｺｰﾄ 36 大阪府 ダイワサービス

ザ・梅田タワー 385 大阪府 丸紅コミュニティ

ザ・プレイス中百舌鳥　（管理組合） 97 大阪府 長谷工コミュニティ 全戸導入（組合負担）

ライオンズマンション須磨板宿 50 兵庫県 大京アステージ

ライオンズマンションみなと元町 72 兵庫県 大京アステージ

ルネマスターズタワー 275 兵庫県 大京アステージ

ライオンズガーデン武庫之荘イアス 165 兵庫県 大京アステージ

グランフォート岡本 72 兵庫県 大京アステージ

ライオンズタワー神戸元町 166 兵庫県 大京アステージ

ライオンズマンション宝塚武庫川町 52 兵庫県 大京アステージ

Ｄ’クラディア宝塚南口 38 兵庫県 ダイワサービス

プレミスト明石土山 77 兵庫県 ダイワサービス

Ｄ’グランセ甲子園口 23 兵庫県 ダイワサービス

Ｄ’クラディア新長田 37 兵庫県 ダイワサービス

ＢＥＬＩＳＴＡ西宮北口 159 兵庫県 三菱地所コミュニティ

ジーパーク北伊丹 144 兵庫県 三菱地所コミュニティ

パークハウス芦屋打出小槌町 25 兵庫県 三菱地所コミュニティ

ルネセントラルタワー 294 兵庫県 総合ハウジングサービス

ルネ神戸磯上通 125 兵庫県 総合ハウジングサービス

ルネ神戸住吉川清流の道 70 兵庫県 総合ハウジングサービス

パークスクエア神戸大石 235 兵庫県 住友不動産建物サービス

神戸フラットオアシス　（管理組合） 50 兵庫県 大和ライフネクスト 全戸導入（組合負担）

ローレルスクエア白庭台 203 奈良県 近鉄住宅管理

ネバーランド東大寺前 21 奈良県 エヌエス管理

ルネ東生駒ビュージアム 137 奈良県 総合ハウジングサービス

エス・バイ・エル　クラスタ富雄 83 奈良県 ダイワサービス

フローレンス米原グランドアーク 70 鳥取県 章栄管理

フローレンス鳥取幸町グランドアーク 68 鳥取県 章栄管理

フローレンス青葉町グランドアーク 42 鳥取県 章栄管理

ポレスターブロードシティ鳥取中央 70 鳥取県 マリモコミュニティ

アーバンビュー錦町アベニュー 27 鳥取県 グランドアメニティ

フローレンス城山西通りグランドアーク 60 島根県 章栄管理

フローレンス御手船場町グランドアーク 91 島根県 章栄管理

フローレンス春日町グランドアーク 65 島根県 章栄管理

ポレスター今市町ブライトコート 56 島根県 マリモコミュニティ

サンシティ松江駅前 41 島根県 共立建物管理

アーバンビュー西津田 67 島根県 グランドアメニティ

フローレンス東古松 41 岡山県 章栄管理



フローレンス本町グランシティ 67 岡山県 章栄管理

フローレンス野田グランドアーク　弐番館 44 岡山県 章栄管理

フローレンス倉敷中島 86 岡山県 章栄管理

フローレンス原尾島グランドアーク 20 岡山県 章栄管理

フローレンス野田グランドアーク 44 岡山県 章栄管理

ポレスターブロードシティ倉敷　弐番館 84 岡山県 マリモコミュニティ

ポレスター中庄リーモ 40 岡山県 マリモコミュニティ

Ｊシティ倉敷 82 岡山県 合人社計画研究所

Ｊシティ国富 36 岡山県 合人社計画研究所

アーヴェルコート原尾島リバーパーク 48 岡山県 合人社計画研究所

リベール清心町 45 岡山県 日本住宅管理

パーソンズカーサ津島　（管理組合） 27 岡山県 日本住宅管理 全戸導入（組合負担）

リベール岡北スクエア 30 岡山県 グランドアメニティ

アーバンビュー城下 93 岡山県 グランドアメニティ

ライオンズタワー表町 36 岡山県 大京アステージ

リベール北方ヴェルデコート　（管理組合） 55 岡山県 大京アステージ 全戸導入（組合負担）

ルミナス芳泉トゥールモンド 81 岡山県 ロウジュウコミュニティー

パラッシオ弓之町 60 岡山県 日本ハウズイング　

フローレンス西条グランドアーク 56 広島県 章栄管理

フローレンス祇園アヴェニュー 65 広島県 章栄管理

フローレンス海老山公園グランドアーク 134 広島県 章栄管理

フローレンス阿賀中央グランドアーク 45 広島県 章栄管理

フローレンス光南町グランドアーク 77 広島県 章栄管理

フローレンス阿賀駅前 76 広島県 章栄管理

フローレンス府中グランドアーク 52 広島県 章栄管理

フローレンス西町グランドアーク 40 広島県 章栄管理

フローレンス入船町グランドアーク 30 広島県 章栄管理

フローレンス観音本町グランドアーク 65 広島県 章栄管理

フローレンス榎町センターコート 42 広島県 章栄管理

フローレンス吉島東グランドアーク 105 広島県 章栄管理

フローレンス吉島東 133 広島県 章栄管理

フローレンス西白島グランドアーク 42 広島県 章栄管理

フローレンス牛田新町グランドアーク 78 広島県 章栄管理

フローレンス牛田早稲田 31 広島県 章栄管理

フローレンス光町グランドアーク 167 広島県 章栄管理

フローレンス丸之内 86 広島県 章栄管理

フローレンス光南町グランドアーク 77 広島県 章栄管理

フローレンス入船町グランドアーク 30 広島県 章栄管理

フローレンス段原センターコート 30 広島県 章栄管理

フローレンス宇品海岸ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ　弐番館 52 広島県 章栄管理

フローレンス宇品海岸グランドアーク 78 広島県 章栄管理

フローレンス猫屋町グランドアーク 56 広島県 章栄管理

フローレンス楠木グランドアーク 45 広島県 章栄管理

フローレンス海老山公園グランドアーク 134 広島県 章栄管理

フローレンス口田南グランドアーク 53 広島県 章栄管理

フローレンス緑井グランドアーク 72 広島県 章栄管理



フローレンス長束グランドアーク 69 広島県 章栄管理

フローレンス大町東センターコート 82 広島県 章栄管理

フローレンス西原グランドアーク 52 広島県 章栄管理

フローレンス古市センターコート 49 広島県 章栄管理

フローレンス福山本町 52 広島県 章栄管理

フローレンス丸之内 86 広島県 章栄管理

フローレンス丸之内グランドアーク 56 広島県 章栄管理

フローレンス西条御条町 123 広島県 章栄管理

フローレンス広本町グランドアーク 44 広島県 章栄管理

フローレンス宇品海岸ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ　弐番館 52 広島県 章栄管理

フローレンス牛田中ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ　（管理組合） 14 広島県 章栄管理 全戸導入（組合負担）

フローレンス牛田新町グランドアーク 78 広島県 章栄管理

フローレンス庚午南グランドアーク 26 広島県 章栄管理

フローレンス己斐本町グランドアーク 18 広島県 章栄管理

フローレンス幟町公園 32 広島県 章栄管理

フローレンス上幟町　弐番館 47 広島県 章栄管理

フローレンス楽々園 34 広島県 章栄管理

フローレンス南観音空港通り 33 広島県 章栄管理

フローレンス己斐本町リバーコート 22 広島県 章栄管理

フローレンス緑井グランドアーク　弐番館 78 広島県 章栄管理

フローレンス西原センターコート 26 広島県 章栄管理

フローレンス中筋 49 広島県 章栄管理

フローレンス中須 106 広島県 章栄管理

フローレンス大町東センターコート 82 広島県 章栄管理

フローレンス矢野東ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ　壱番館 48 広島県 章栄管理

フローレンス矢野東ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ　弐番館 104 広島県 章栄管理

フローレンス西条寺西グランドアーク 78 広島県 章栄管理

サンシティ大手町 38 広島県 共立建物管理

サンシティ舟入幸町 33 広島県 共立建物管理

サンシティ船越西古谷公園 24 広島県 共立建物管理

サンシティ西条西本町 39 広島県 共立建物管理

サンシティ十日市東 26 広島県 共立建物管理

ヴェルディ八木コモンガーデン 88 広島県 共立建物管理

ヴェルディ八木コモンガーデン　弐番館 29 広島県 共立建物管理

サンシティ可部中央 48 広島県 共立建物管理 (740×640)

パークヒルズ福山ローズタウン 39 広島県 グランドアメニティ

ヴェルディ北本庄 21 広島県 グランドアメニティ

ビアンカ本庄 59 広島県 グランドアメニティ

ヴェルディ三吉町　弐番館 58 広島県 グランドアメニティ

ヴェルディ三吉町プレミアムコート 59 広島県 グランドアメニティ

アーバンビュー春日町アプリークス 60 広島県 グランドアメニティ

アーバンビュー宇品フェアコースト 240 広島県 グランドアメニティ

ヴェルディ五日市八幡リバーサイド 44 広島県 グランドアメニティ 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会

ヴェルディ大芝公園リヴァージュ 94 広島県 グランドアメニティ 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会

ヴェルディ呉駅前プルミエ 70 広島県 グランドアメニティ 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会

Ｊシティ新広駅前 137 広島県 合人社計画研究所



ヴィラージュ大町駅前 59 広島県 合人社計画研究所

ヴィスティア高陽セントラルマークス 126 広島県 合人社計画研究所

Jシティ西条光の街 108 広島県 合人社計画研究所

コンチェルトパーク庚午　（管理組合） 32 広島県 合人社計画研究所 全戸導入（組合負担）

スターアーク古江東 51 広島県 合人社計画研究所

ルミナス袋町アービスコート 39 広島県 ロウジュウコミュニティー

ルミナス延広アバンセーヌ 33 広島県 ロウジュウコミュニティー

ルミナス東尾道駅前アネックス　弐番館 36 広島県 ロウジュウコミュニティー

ルミナス東尾道駅前ｱﾝ･ﾌｪｽ･ﾗ･ｶﾞｰﾙ 27 広島県 ロウジュウコミュニティー

アーバンビュー緑町公園ツインタワー 114 広島県 穴吹ハウジングサービス

フローレンス東蟹屋グランドアーク 168 広島県 穴吹ハウジングサービス

フローレンス田方ウィングテラス 150 広島県 穴吹ハウジングサービス

フローレンス井口台ビューステージ 147 広島県 穴吹ハウジングサービス

ヴェルディ府中ガーデンヒルズ 87 広島県 トータテコミュニティ

Belles坂　陽だまりの街 71 広島県 トータテコミュニティ

Belles横川北 24 広島県 トータテコミュニティ

フローレンス城見町 74 広島県 穴吹コミュニテイ

サーパスシティ天満町　二番館 63 広島県 穴吹コミュニティ

ヴェルディ広本町 38 広島県 穴吹コミュニティ 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会

ヴェルディ観音小学校前 27 広島県 穴吹コミュニティ 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会

ペルル庚午中　壱番館 43 広島県 ニッセンホームサービス

ペルル庚午中　弐番館 37 広島県 ニッセンホームサービス

ライオンズ平和大通りリバーアーツ 34 広島県 大京アステージ

ライオンズ新井口マークレジデンス 70 広島県 大京アステージ

フローレンス上幟町プレステージ 38 広島県 日本ハウズイング

ザ・パークハウス府中南 103 広島県 三菱地所コミュニティ

ローレルコート西条中央 59 広島県 近鉄住宅管理

ポレスターブロードシティ東桜町 98 広島県 マリモコミュニティ

ジェイシティ周南 124 山口県 合人社計画研究所

スイートレジデンス柳井駅前 48 山口県 合人社計画研究所

クエストコート桜馬場通 26 山口県 合人社計画研究所

Ｊシティ光駅前　輝きの街 54 山口県 合人社計画研究所

サンパーク高栄レジデンス 31 山口県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク長府オーシャンテラス 44 山口県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク大殿レジデンス 39 山口県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク中川レジデンス 38 山口県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク山口中央レジデンス 29 山口県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク新山口グラッセ 70 山口県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク尾倉グラッセ 30 山口県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

エム・ブランド岩国　（管理組合） 27 山口県 穴吹ハウジングサービス 全戸導入（組合負担）

ルミナス防府駅前クレアージュ 42 山口県 ロウジュウコミュニティー

ヴェルタワー下関駅前マリンビュー 98 山口県 近鉄住宅管理

ポレスター麻里布タワージュエル 42 山口県 マリモコミュニティ

サーパス桜町二丁目 47 香川県 穴吹コミュニティ

ジェイ・シティ　レインボー通り 44 香川県 穴吹コミュニティ

アルファステイツ片原町駅前 63 香川県 穴吹ハウジングサービス



ポレスター坂出 39 香川県 マリモコミュニティ

フローレンス北持田グランドアーク 90 愛媛県 章栄管理

サンシティ伊予三島 66 愛媛県 共立建物管理

ザ・ライオンズ百道 138 福岡県 大京アステージ

ライオンズ鳥飼ウエストフォート 44 福岡県 大京アステージ

ライオンズ鳥飼イーストフォート 36 福岡県 大京アステージ

ライオンズ藤崎 53 福岡県 大京アステージ

赤坂けやき通りレジデンス 50 福岡県 大京アステージ

プレミスト姪浜駅前 34 福岡県 ダイワサービス

D’グラフォート千早ｽﾃｰｼｮﾝﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 220 福岡県 ダイワサービス

プレミスト千早タワーツインマークス 518 福岡県 ダイワサービス

サンパーク戸畑駅前レジデンス 22 福岡県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク直方駅前レジデンス 33 福岡県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク黒崎中央 ＥＸＩＡ 68 福岡県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク曽根グラッセ Ⅱ 39 福岡県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク守恒テラス 105 福岡県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク鷹の巣 Ⅲ 27 福岡県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

リヴィエールソフィア清滝 41 福岡県 サンエージェンシー

リヴィエール折尾駅東 52 福岡県 サンエージェンシー

リヴィエールティアラ曽根 56 福岡県 サンエージェンシー

ポレスター大手町リーモ 132 福岡県 マリモコミュニティ

ポレスターメガシティ小倉ウエストガーデン 141 福岡県 マリモコミュニティ

フローレンス梅光園グランドアーク 170 福岡県 章栄管理

フローレンス小倉木町グランドアーク 167 福岡県 章栄管理

エバーライフ門司港レトロ 32 福岡県 東福互光

KOKURA TOWER 147 福岡県 東福互光

アンピール千早駅前南 65 福岡県 新栄総合管理 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

プレミスト千早タワーツインマークス 518 福岡県 大和ライフネクスト

アーテックス浅川学園通り 69 福岡県 なかやしき

プレミスト春日公園 57 福岡県 ダイワサービス

アーサー箱崎宮前 37 福岡県 穴吹ハウジングサービス

エイルマンション清水ロゼア 137 福岡県 ランドメンテナンス 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

エイルマンション福岡東 134 福岡県 ランドメンテナンス (740×640)

プレミスト長崎スカイゲートウェイ 84 長崎県 大和ライフネクスト

ディーグラフォート長崎 103 長崎県 ダイワサービス

フローレンス水前寺公園グランドアーク 36 熊本県 章栄管理

フローレンス白山通りグランドアーク 22 熊本県 章栄管理

サンパーク東町レジデンス 30 熊本県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク中津中央テラス 48 大分県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク城崎レジデンス 39 大分県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパークわさだバイズ 37 大分県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク四日市レジデンス 39 大分県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

エイルマンション大分中央 87 大分県 ランドメンテナンス 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

フローレンス上野町グランドアーク 41 大分県 章栄管理

サンパーク延岡駅前レジデンス 50 宮崎県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

サンパーク東郡元テラス 52 鹿児島県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)



サンパーク宮島レジデンス 34 鹿児島県 リビングサポート 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)

エイルマンション城西の杜 76 鹿児島県 ランドメンテナンス 新築ｵﾌﾟｼｮﾝ会(7464)


