
住宅リスト追加予定の住宅一覧（平成26年6月）

民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業（国庫補助事業）により県内で新たに整備された住宅です。
詳細な情報が入り次第、順次ホームページの住宅リストに追加いたします。

物件名 所在地 制度
1 アーバン石倉   上尾市平方2062-1 国庫補助金住宅 
2 グリシーヌ   朝霞市三原5-15-21 国庫補助金住宅 
3 アブニールⅠ   朝霞市根岸台8-2-65 国庫補助金住宅 
4 アブニールⅡ   朝霞市根岸台8-2-65 国庫補助金住宅 
5 メープルハイツ   川口市木曽呂746-1 国庫補助金住宅 
6 天神橋サンハイツ   川口市上青木3-20-10 国庫補助金住宅 
7 ビリジアンロッジ   川口市安行出羽5-14-18 国庫補助金住宅 
8 キャニオンCYS   川口市戸塚東3-32-26 国庫補助金住宅 
9 フジミール   川口市鳩ヶ谷本町3-4-6 国庫補助金住宅 

10 グローリーハイム   川口市新堀沖田936-4 国庫補助金住宅 
11 田中マンション   川口市芝宮根町1-42 国庫補助金住宅 
12 奥田ビル   川口市芝新町8-17 国庫補助金住宅 
13 グレイスリラ   川口市柳崎4-27-1 国庫補助金住宅 
14 鳩ヶ谷エコーハイツ   川口市坂下町3-5-15 国庫補助金住宅 
15 グランドハイム・N   川口市長蔵2-8-18 国庫補助金住宅 
16 ドエル新井   川越市藤原町13-1 国庫補助金住宅 
17 パステルメゾン   川越市中原町2-24-10 国庫補助金住宅 
18 アネックス霞   川越市笠幡113-1 国庫補助金住宅 
19 旭町ソレイユメゾン   川越市旭町3-16-2 国庫補助金住宅 
20 カーサ新宿   川越市新宿町3-3-4 国庫補助金住宅 
21 テラスサンシャインA   川越市岸町1-36-1 国庫補助金住宅 
22 テラスサンシャインB   川越市岸町1-36-1 国庫補助金住宅 
23 ヒルトップA   川越市稲荷町4-3 国庫補助金住宅 
24 イーストハイツ   行田市向町17-36 国庫補助金住宅 
25 ディアス行田   行田市向町20-10 国庫補助金住宅 
26 アーバン久喜1号館   久喜市野久喜256-31 国庫補助金住宅 
27 ハイネス中央   熊谷市江南中央3-2-8 国庫補助金住宅 
28 フラット九田   鴻巣市本町2-2-3 国庫補助金住宅 
29 第3新戸コーポ   越谷市花田4-10-6 国庫補助金住宅 
30 第5新戸コーポ   越谷市花田4-10-5 国庫補助金住宅 
31 ハイツサニーデ   越谷市東越谷1-8-2 国庫補助金住宅 
32 ベルハイツ   さいたま市桜区西堀3-13-21 国庫補助金住宅 
33 グリーン宿中   さいたま市緑区三室1522-2 国庫補助金住宅 
34 ビラージュ東大宮   さいたま市見沼区東大宮5-19-13 国庫補助金住宅 
35 松沢マンション   さいたま市見沼区中川1006-3 国庫補助金住宅 
36 秋本ハイツ2   さいたま市北区土呂町2-78-9 国庫補助金住宅 
37 クレスト東大宮   さいたま市見沼区東大宮6-31-6 国庫補助金住宅 
38 グランドールラシン   さいたま市北区日進町1-450-1 国庫補助金住宅 
39 リエスさいたま中央   さいたま市中央区下落合5-17-3 国庫補助金住宅 
40 サンシティ・ヴァンヴェール   さいたま市緑区東浦和5-8-3 国庫補助金住宅 
41 植竹パークハイツ   さいたま市北区土呂町1-40-5 国庫補助金住宅 
42 西遊馬ハイツⅡ   さいたま市西区西遊馬2240-1 国庫補助金住宅 
43 フラッツ本町西   さいたま市中央区本町西4-8-3 国庫補助金住宅 
44 スティーレ与野 A棟   さいたま市桜区神田429 国庫補助金住宅 
45 スティーレ与野 B棟   さいたま市桜区神田429 国庫補助金住宅 
46 スティーレ与野 C棟   さいたま市桜区神田429 国庫補助金住宅 
47 スティーレ与野 D棟   さいたま市桜区神田429 国庫補助金住宅 
48 西遊馬ハイツⅠ   さいたま市西区西遊馬2240-1 国庫補助金住宅 
49 メゾンサンステージⅢ   さいたま市中央区本町東4-2-9 国庫補助金住宅 
50 アピシス狭山   狭山市狭山9-13 国庫補助金住宅 
51 サンパティーク   狭山市中央2-5-22 国庫補助金住宅 
52 イムーブルビル   狭山市東三ツ木412-3 国庫補助金住宅 
53 ルミエール柏原   狭山市柏原2964-5 国庫補助金住宅 
54 アルシュ   志木市本町5-15-9 国庫補助金住宅 
55 シティハイツB   草加市吉町3-2-34 国庫補助金住宅 
56 リバティ サカエ   草加市両新田西町393-10 国庫補助金住宅 
57 ヒルズ青柳   草加市青柳5-15-1 国庫補助金住宅 
58 けやきハイツ   秩父市日野田町2-23-6 国庫補助金住宅 



物件名 所在地 制度
59 ライトコート   秩父市野坂町2-16-42 国庫補助金住宅 
60 ソレーユ若野A棟   秩父市柳田町2-16 国庫補助金住宅 
61 ユアーズハイム   鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘字駅通37-4 国庫補助金住宅 
62 アルカディア・エル   鶴ヶ島市富士見2-27-17 国庫補助金住宅 
63 マ・メゾン   所沢市緑町4-44-20 国庫補助金住宅 
64 ヴィラーミ椿館   所沢市美原町1-2925-1 国庫補助金住宅 
65 メゾンYK   所沢市林3-562-34 国庫補助金住宅 
66 メゾンYKⅡ   所沢市林3-562-34 国庫補助金住宅 
67 ルネスけやき台   所沢市けやき台1-19-2 国庫補助金住宅 
68 ハイツ若狭A   所沢市若狭1-2615-41 国庫補助金住宅 
69 フェニックス   所沢市美原町5-2357-45 国庫補助金住宅 
70 ハイツ若狭B   所沢市若狭1-2615-40 国庫補助金住宅 
71 エスポワール所沢   所沢市緑町3-20-18 国庫補助金住宅 
72 所沢久米貸家   所沢市久米1823-42 国庫補助金住宅 
73 ニューインズE棟   蓮田市西新宿2-29-1 国庫補助金住宅 
74 ニューインズC棟   蓮田市西新宿2-29-2 国庫補助金住宅 
75 コンシェルジュ南 A棟   羽生市南7-17-32 国庫補助金住宅 
76 コンシェルジュ南 B棟   羽生市南7-17-32 国庫補助金住宅 
77 和幸ハイツ   飯能市栄町6-15 国庫補助金住宅 
78 あるゾウパレスS A棟   東松山市沢口町32-19 国庫補助金住宅 
79 あるゾウパレスS B棟   東松山市沢口町32-22 国庫補助金住宅 
80 四本木 サニーハイツ   日高市新堀428-9 国庫補助金住宅 
81 サンライフ上野台   深谷市上野台3045-2 国庫補助金住宅 
82 ディアスロッキー   深谷市東方3689-3 国庫補助金住宅 
83 武川ハイツ   深谷市田中17-2 国庫補助金住宅 
84 サンプラザタウン   富士見市関沢3-39-20 国庫補助金住宅 
85 アメニティフォーエム   富士見市上沢1-1-6 国庫補助金住宅 
86 アルカサールEW   富士見市東みずほ台3-19-1 国庫補助金住宅 
87 エレガンスライム   富士見市鶴馬3544-2 国庫補助金住宅 
88 オーシャンヒルズ   富士見市鶴馬2-14-31 国庫補助金住宅 
89 フローレふじみ野   富士見市ふじみ野東4-5-11 国庫補助金住宅 
90 サンパーク   富士見市針ヶ谷1-40-8 国庫補助金住宅 
91 アクロス   富士見市ふじみ野東2-5-7 国庫補助金住宅 
92 HERMITAGE   富士見市ふじみ野東4-9-3 国庫補助金住宅 
93 ビューハイツ南台   ふじみ野市南台2-4-20 国庫補助金住宅 
94 アークヒルズ   ふじみ野市福岡中央1-3-5 国庫補助金住宅 
95 アーバンフューチャー   ふじみ野市上福岡1-11-11 国庫補助金住宅 
96 ペアホース南台   ふじみ野市南台1-8-15 国庫補助金住宅 
97 ルシーダⅠ   ふじみ野市苗間1-9-3 国庫補助金住宅 
98 ペアホース南台   ふじみ野市南台1-8-15 国庫補助金住宅 
99 イアムス三郷   三郷市戸ヶ崎4-121-1 国庫補助金住宅 

100 エルヴィーナ和光   和光市新倉2-29-62 国庫補助金住宅 
101 タウン加藤   和光市白子2-5-52 国庫補助金住宅 
102 パークハイツAYⅡ   蕨市錦町4-1573-1 国庫補助金住宅 
103 第2KIビル   入間郡三芳町藤久保266-4 国庫補助金住宅 
104 フェリーチェ NO.2   入間郡毛呂山町若山2-13-29 国庫補助金住宅 
105 グランハイツ桜木   大里郡寄居町富田1316 国庫補助金住宅 
106 セレッソ木島   大里郡寄居町大字桜沢2232 国庫補助金住宅 
107 ボヌールハイツ B   大里郡寄居町寄居189-1 国庫補助金住宅 
108 サングリーンA   北足立郡伊奈町寿3-167 国庫補助金住宅 
109 サングリーンB   北足立郡伊奈町寿3-167 国庫補助金住宅 
110 上里ハイツA棟   児玉郡上里町堤1209-6 国庫補助金住宅 
111 上里ハイツB棟   児玉郡上里町堤1209-1 国庫補助金住宅 
112 農園ハイツⅡ   秩父郡皆野町皆野1007-3 国庫補助金住宅 
113 農園ハイツⅢ   秩父郡皆野町皆野1007-1 国庫補助金住宅 
114 第1深井ハイツ   南埼玉郡宮代町中島251-1 国庫補助金住宅 


