
  

久留米工業大学 

学生アパート紹介物件 

 
本学では、遠隔地から入学される学生向けに、信頼ある物件をご紹介しています。 

資料をご覧いただき、気になる物件がありましたら、以下の不動産会社に直接ご連絡

の上、ご自分の目で確かめてご契約ください。その際には必ず、「久留米工業大学から

の紹介」であることを不動産会社にお伝えください。 

 

１． 学生物件 57件 

２． 女子学生生活支援物件 6件 

３． シェアハウス可能物件 1件 

 

 

 〈 仲 介 不 動 産 会 社 〉  

        

株式会社ハウジングライフ 

   830-0062 

    福岡県久留米市荒木町白口 1885-2 

            ＴＥＬ：0942-51-3770（担当 新谷（シンタニ）） 

          ＦＡＸ：0942-51-3771 

             https://www.housinglife.jp/ 

E-mail：h-life@beetle.ocn.ne.jp 

 

※空室状況等の物件に関する詳細は、不動産会社に直接お問い合せください。 

※記載されている家賃等の条件は相場などの理由により変更されることがありま

す。 

                

 

 

                                    

                                       

                                   

                                     

【お問合せ先】  久留米工業大学 学生課 

           TEL 0942-22-2347 

           受付時間 9：00～17：00 

           月～金（祝祭日除く） 

mailto:h-life@beetle.ocn.ne.jp
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その他

・共益費１，０００円

・エアコン完備

・南向き、日当たり良好。

・部屋間の壁が厚いです。

・留学生受け入れ（不可）
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その他

・エアコン完備

・全室南向き日当たり良好

・バス・トイレ別

・温水暖房便座付き

・ゴミ出し大家がサポート

・留学生受入（不可）

・4ヶ所給湯（台所・洗面・シャワー・浴室）

・広め、ゆったり静か。

大学迄 約０.９Km（徒歩　約9分）

間取り １K（和６帖）

敷金/礼金 0/0

家賃 ２5，０００円

最寄り駅/バス停 バス停　上津１丁目　徒歩７分

3

最寄り駅/バス停 バス停　南湯納楚　物件前

間取り 1Ｋ

家賃 ３５，０００円

間取り

所在地 久留米市上津町１丁目28-20

間取りアパート名 グランドールYUNOSO

駅前管理システム株式会社

ＴＥＬ0942-39-0777

アパート名 中尾山コーポ 間取り

所在地 久留米市上津町2203-270

2.8万/0

お問合せ先

中野　弘

TEL0942-22-2542

お問合せ先

インターネット対応 可・フレッツ光ネクスト

家賃 ２8，０００円

最寄り駅/バス停 野添　バス停　徒歩約５分

間取り 1DK（DK3帖・洋６帖）

大学迄 約２.５Km（自動二輪　約8分）

アパート名 コーポ近藤

久留米工業大学　学生物件

お問合せ先

株式会社トライ

ＴＥＬ0942-53-0007

インターネット対応

インターネット対応

不可

無料

所在地 八女郡広川町大字新代1389-737

敷金/礼金 0/0

大学迄 約850ｍ（自転車　約11分）

・町費　５００円

・駐車場代　２，２００円

・家電付

　冷蔵庫・洗濯機

　電子レンジ・テレビ

・エアコン完備

・B・T別

その他

敷金/礼金

javascript:void(0)


5 インターネット 可　各自契約

その他

・駐車場　月額１，０００円

・町費　　月額　　５００円

・バス・トイレ別

・エアコン完備

・留学生受入　可

家賃 １８，５００円

敷金/礼金 3.7万/０

バス停　建設学校前　徒歩約８分

間取り １K（６帖）

アパート名

6
インターネット 各自契約

その他

・共益費　　3，０００円

・安心サポート　８８０円

・室内消毒代　１６，５００円

・駐車場代　３，３００円

・エアコン完備

・B・T別

・TVモニターフォン

大学迄 約4.1ｋｍ（自転車　約13分）

最寄り駅/バス停 バス停　上津1丁目　徒歩約7分

間取り 1Ｋ

アパート名 セルリアンハイツ

アパート名 アムール森の樹

家賃 ３９，０００円

リープライツグリーン

大学迄 約2.5Kｍ（自動二輪　約５分）

最寄り駅/バス停

家賃 ２８，０００円

大学迄 約1.5Kｍ（自動二輪　約５分）

最寄り駅/バス停 バス停　建設学校前　徒歩約１分

2.8万/0

間取り

所在地 久留米市本山1丁目11-10

敷金/礼金 0/0

間取り １K（洋6帖）

間取り

所在地 八女郡広川町大字日吉1388-59

久留米工業大学　学生物件

お問合せ先

株式会社田中不動産

TEL0943-32-1882

お問合せ先

駅前管理システム株式会社

ＴＥＬ0942-39-0777

4 インターネット 可・無料・光ネット

その他

・バス・トイレ別

・留学生受入　可

・エアコン完備

・駐車場１台無料 お問合せ先

株式会社田中不動産

TEL0943-32-1882

間取り

所在地 八女郡広川町新代1389-194

敷金/礼金

https://suumo.jp/chintai/fukuoka/sc_kurume/bc_100212567480/


お問合せ先

株式会社田中不動産

TEL0943-32-1882

8

アパート名 コーポ濱 間取り

所在地 久留米市上津町2228-1248

敷金/礼金 0/0

家賃 ２２，０００円～２５，５００円

大学迄 約0.8Ｋｍ（徒歩　約10分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約11分

間取り 1K（洋12帖）

インターネット 光ネット無料

その他

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・駐車場１台無料

・留学生受入　可

間取り １Ｋ（洋７帖）

お問合せ先

株式会社田中不動産

TEL0943-32-1882

7

アパート名 サンライズ中尾山 間取り

所在地 久留米市上津町2192-1088

敷金/礼金 0/1

家賃 ３０，０００円

大学迄 約1.2Ｋｍ（徒歩　約15分）

最寄り駅/バス停 二軒茶屋三ツ角(西鉄バス) 停 徒歩:3分

間取り １Ｋ（洋８帖）

インターネット 可

その他

・駐車場１台無料

・バス・トイレ別

・コインランドリー有

２８，０００円

大学迄 約0.1Ｋｍ（徒歩　約１分）　

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約６分

久留米工業大学　学生物件

インターネット 可　NTTコム（光）

その他

・駐車場　月額１，０００円

・エアコン完備

・ユニットバス

・留学生受入　可

・日当たり良好（南向き）

・大家が建物前に住居

お問合せ先

青沼　利弘

TEL090-8837-9023

9

アパート名 青沼ビル 間取り

所在地 久留米市上津町2228-1278

敷金/礼金 0/0

家賃



お問合せ先

藤田マンション事務所　ＴＥＬ090-9589-2909
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アパート名 藤田マンション 間取り

所在地 八女郡広川町藤田738-11

敷金/礼金 0/0

家賃 ２０，０００～２５，０００円

大学迄 約1.2Ｋｍ（自動二輪3分）

最寄り駅/バス停 バス停　建設学校前　徒歩約13分

間取り １Ｋ（洋８帖）

インターネット 可　各自契約

その他

・水道料　月額１，０００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・駐車場１台無料

・コインランドリー　有り

・留学生受入　可

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋三ツ角　徒歩　約2分

間取り １Ｋ（洋７帖）

お問合せ先

株式会社田中不動産

ＴＥＬ0943-32-1882

11

アパート名 冨士マンション 間取り

所在地 久留米市上津町2192-1029

敷金/礼金 0/0

家賃 ２８，０００円

大学迄 約1.4Ｋｍ（徒歩　約18分）

間取り １Ｋ（洋８帖）

インターネット 光ネット無料

その他

・駐車場　月額３，０００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・留学生受入　可

２０，０００円

大学迄 約0.6Ｋｍ（徒歩　約9分）

最寄り駅/バス停 バス停　湯納楚　徒歩約3分

久留米工業大学　学生物件

インターネット 可　無料

その他

・駐車場　月額（１,０００円）

・エアコン（実費）

・ユニットバス

・コインランドリー有り

・照明器具・ブラインド付き

・大家が隣に住んでいます

・留学生受入　不可

お問合せ先

島　裕實

ＴＥＬ0942-26-4656

12

アパート名 島アパート 間取り

所在地 久留米市荒木町藤田1467

敷金/礼金 0/0

家賃



間取り 1K

家賃 ２８，０００円

大学迄 約600ｍ　（徒歩８分）

最寄り駅/バス停 バス停　野添　徒歩１分

間取り

所在地 久留米市上津町2192-92

敷金/礼金 0/0
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アパート名 グリーン花水木Ⅰ 間取り

所在地 久留米市上津町1907-4

敷金/礼金 0/0

家賃 4.1万～4.4万

大学迄 約1.9Ｋｍ（自動二輪　約5分）

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋三ツ角　徒歩　約6分

間取り 1Ｋ（洋9帖）

インターネット 可（くーみんテレビインターネット）

その他

・共益費　月額１，０００円

・駐車場無料

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・ガスコンロ相談可

・オートロック

お問合せ先

若菜エステート株式会社久留米

ＴＥＬ0942-51-3233
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アパート名 サニーヒルよしの 間取り

所在地 八女郡広川町新代1352-3

敷金/礼金 0/0

家賃 ２８，０００円

大学迄 約0.9Ｋｍ（徒歩　約10分）

最寄り駅/バス停 バス停　湯納楚　徒歩　約4分

間取り １Ｒ（洋11帖)

インターネット 無料

その他

・共益費　月額２，０００円

・駐車場　月額１，０００円

・バス・トイレ別

・コインランドリー有

・留学生受入　可

・男性限定

お問合せ先

センチュリー21株式会社平野不動産

ＴＥＬ0942-39-9955

久留米工業大学　学生物件

インターネット 可

その他

・バス・トイレ別

・駐車場無し

・エアコン付き

・モニターホン付き
お問合せ先

うめの地所株式会社

TEL0942-22-5110

13

アパート名 ベスト久留米工大ビル



お問合せ先

株式会社エイブル　久留米店

ＴＥＬ0942-35-2011

間取り １Ｋ（洋8帖）

インターネット 可（各自契約）

その他

・エアコン完備

・駐車場１台無料

・バス・トイレ別

・留学生受入　可

お問合せ先

株式会社エイブル　久留米店

ＴＥＬ0942-35-2011
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アパート名 印度屋ハイツⅡ 間取り

所在地 久留米市藤山町984-3

敷金/礼金 0/0

家賃 2.7万

大学迄 約1.5Ｋｍ（自動二輪　約５分）

最寄り駅/バス停

間取り １Ｋ（洋8帖）

インターネット 可（各自契約）

その他

・エアコン完備

・駐車場１台無料

・バス・トイレ別

・留学生受入　可

お問合せ先

馬場　義裕

ＴＥＬ0942-22-1396
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アパート名 印度屋ハイツⅠ 間取り

所在地 久留米市藤山町986-1

敷金/礼金 0/0

家賃 ２０，０００円

大学迄 約1.5Ｋｍ（自動二輪　約５分）

最寄り駅/バス停

１Ｋ（7.5帖）

インターネット 無料　光ファイバー全室完備

その他

・駐車場　月額３，０００円（希望者）

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・ユニットバス

・ＩＨコンロ

・南向きベランダ有り

・自転車・バイク置き場有（屋根付き）

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 馬場コーポ 間取り

所在地 久留米市上津町2192-792

敷金/礼金 0/0

家賃 ２４，０００円

大学迄 約1.1Ｋｍ（徒歩　約14分）

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋三ツ角　徒歩　約３分

間取り



お問合せ先

荒川　節代

ＴＥＬ090-5023-8316

間取り １Ｋ（洋9帖）

インターネット 無料（wifi付き）

その他

・共益費　月額１，０００円

・駐車場無料

・水道代無料

・エアコン完備/ガスコンロ付き

・日当たり良好

・1階に大家がいます。

・留学生受入　可

・各種ゴミ出しは大家がします。

お問合せ先

駅前管理システム株式会社

ＴＥＬ0942-39-0777
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アパート名 コーポ荒川 間取り

所在地 久留米市荒木町藤田1495-6

敷金/礼金 0/0

家賃 ３２，０００円

大学迄 約0.4Ｋｍ（徒歩　約5分）　

最寄り駅/バス停 バス停　湯納楚　徒歩　約５分

間取り 1Ｋ（洋6帖）

インターネット 無料（wifi有）

その他

・共益費　月額３，０００円

・駐車場　月額３，０００円

・安心サポート　月額１，１００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・カメラ付きインターホン

・ウォシュレット便座付き

お問合せ先

駅前管理システム株式会社

0942-39-0777
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アパート名 グリーンコーポ 間取り

所在地 久留米市上津町2228-16

敷金/礼金 0/0

家賃 ２２，０００円

大学迄 約0.75Ｋｍ（徒歩　約１０分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約13分

１Ｋ（洋6帖）

インターネット 無料

その他

・駐車場　月額４，０００円

・共益費　月額２，０００円

・安心サポート　月額１，１００円

・エアコン（サービス品）

・防犯カメラ

・室外洗濯機置き場

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 村田ハイツ 間取り

所在地 久留米市上津町2228-396

敷金/礼金 0/1.9万

家賃 １９，０００～２１，０００円

大学迄 約0.2Ｋｍ（徒歩　約１分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約3分

間取り



A

B

お問合せ先

横山　繁

ＴＥＬ0942-37-6112/090-4770-4195

間取り １Ｋ（洋9帖）

インターネット 光ネット無料

その他

・駐車場　月額２，０００円

・ベッド、洗濯機、冷凍冷蔵倉庫

、ウォシュレット便座

　ＩＨコンロ、シーリングライト、

　エアコン完備

・ベランダ南向き

・留学生受入　不可

・家主管理の為、仲介手数料不要

お問合せ先

株式会社永野建設　担当　池内

ＴＥＬ0942-33-4477

24

アパート名 トリヴェール上津 間取り

所在地 久留米市上津町2228-498

敷金/礼金 0/0

家賃 30,000円/角部屋32,000円

大学迄 0.5Ｋｍ（徒歩　約6分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約15分

間取り 2ＤＫ（DK5.5帖・洋6・和4.5帖）

インターネット 可　（各自契約）

その他

・駐車場　月額３，０００円

・共益費１，０００円

・バス・トイレ別

・留学生受入　不可

お問合せ先

駅前管理システム株式会社

ＴＥＬ0942-39-0777
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アパート名 青葉台ハイツ 間取り

所在地 久留米市上津町本山2078-7

敷金/礼金 9.3万/0

家賃 ３１，０００円

大学迄 2.0Ｋｍ（自動二輪　約７分）

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋　徒歩　約7分

1Ｋ（洋7.5帖)

インターネット 可（各自契約）

その他

・安心サポート　月額１，１００円

・水道料　０円

・駐車場無料

・エアコン完備

・ユニットバス

・バス・トイレ別

・留学生受入　可

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 緑ケ丘ハイムＡＢ 間取り

所在地 八女郡広川町1406-6-6

敷金/礼金 0/0

家賃 ２７，０００円

大学迄 約1.9Ｋｍ（自動二輪　約７分）

最寄り駅/バス停 バス停　建設学校前　徒歩約2分

間取り



お問合せ先

有限会社永松商事不動産

ＴＥＬ0942-22-5279

間取り 1Ｋ（9帖）

インターネット 可（各自契約）

その他

・駐車場　月額３，０００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・オートロック

・浴室給湯シャワー付

・自転車・バイク置き場有

・留学生受入　可

お問合せ先

株式会社光和企画　担当　伊藤・今村

ＴＥＬ0942-46-6363

27

アパート名 ラフィネ 間取り

所在地 久留米市藤山町1748-9

敷金/礼金 6.0万/0

家賃 ３０，０００円

大学迄 約0.6Ｋｍ（徒歩　約6分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約4分

間取り １Ｋ・１ＳＫ

インターネット 無料

その他

・共益費　月額３，０００円

・駐車場　月額３，０００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・管理人巡回管理・オートロック

・留学生受入　可

・温水洗浄便座付き

お問合せ先

有限会社ジパング不動産情報　担当　波多、宮崎

ＴＥＬ0942-37-3218

26

アパート名 第１光和ビル 間取り

所在地 久留米市上津町2391-4

敷金/礼金 家賃2ヶ月分/0

家賃 １K（7.5帖）（3.7万）/１SK（3.9万）

大学迄 約0.24Ｋｍ（徒歩　約3分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約3分

1Ｋ（洋6.5帖）

インターネット 無料（無線使用の場合、別途wifi設置要）

その他

・共益費　月額３，０００円

・駐車場　月額３，０００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・防犯カメラ付き（24ｈ）

・ＩＨ、洗濯機（サービス設備品）

・屋根付き駐輪場

・ＢＳ放送受信

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 ハイデルベルク 間取り

所在地 久留米市上津町2228-115

敷金/礼金 3.0万/0

家賃 ３０，０００円

大学迄 0.14Ｋｍ（徒歩　約２分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約5分

間取り



お問合せ先

レオパレスセンター久留米店

ＴＥＬ050-2016-2257

間取り １Ｋ（洋8帖）

インターネット 月額2,310円（任意）

その他

・共益費　月額４，５００円

・駐車場　月額４，４００円

・環境維持費　月額550円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・家具・家電付き（洗濯機・テレビなど）

・ホームセキュリティ（ALSOK）

・浴室乾燥機、温水洗浄便座、宅配ボックス付き

・留学生受入　可

お問合せ先

吉田　徹

TEL0942-21-4438/090-2962-9790

30

アパート名 レオパレスグレイスⅡ 間取り

所在地 久留米市高良内町4366-1

敷金/礼金 0/1ヶ月

家賃 2.4万～3.4万円

大学迄 3.1Ｋｍ（自動二輪　約７分）

最寄り駅/バス停 バス停　大学医療センター入口　徒歩約７分

間取り １Ｋ（6帖）

インターネット ＫＤＤＩ光（各自契約）

その他

・駐車場無料

・光回線２，０００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・照明器具付き

・大家が近くに住んでいます

・留学生受入　可

・大学隣

お問合せ先

西日本産業株式会社

TEL0942-33-3023

29

アパート名 コーポ吉田 間取り

所在地 久留米市上津町2228-1288

敷金/礼金 0/0

家賃 ２８，０００円

大学迄 約0.2Ｋｍ（徒歩　約２分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約5分

１Ｋ（洋6帖）

インターネット 無料（wifi対応）

その他

・共益費　　　月額　３，０００円

・駐車場月額　屋内　４，０００円

　　　　　　　屋外　２，０００円

・エアコン（完備）

・ユニットバス

・日当たり良好

・保護者用駐車場有

・留学生受入　可

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 コーポ渕上 間取り

所在地 久留米市上津町2192-876

敷金/礼金 5.0万/0

家賃 ２５，０００円

大学迄 約1.3Ｋｍ（徒歩　約１４分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約14分

間取り

javascript:void(0);


お問合せ先

うめの地所株式会社　国分店　担当 江上

TEL0942-22-5110

間取り １Ｋ（洋8帖)

インターネット フレッツ光（各自契約）

その他

・駐車場　月額４，０００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・留学生受入　可

お問合せ先

レオパレスセンター久留米店

ＴＥＬ050-2016-2257

33

アパート名 コーポラスＫ 間取り

所在地 久留米市上津町2192-1

敷金/礼金 0/0

家賃 ２５，０００円

大学迄 約1.5Ｋｍ（自動二輪　約6分）

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋三ツ角　徒歩　約3分

間取り １Ｋ（洋7.9帖）

インターネット 月額2,310円（任意）

その他

・共益費　月額４，５００円

・駐車場　月額３，８５０円

・環境維持費　月額550円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・浴室乾燥機、、温水洗浄便座

・家具・家電付き（洗濯機・テレビなど）

・ホームセキュリティ（ALSOK）

・防犯カメラ

・留学生受入　可

お問合せ先

レオパレスセンター久留米店

ＴＥＬ050-2016-2257

32

アパート名 ｸﾚｲﾉｸﾞﾚｲｽ上津Ⅲ 間取り

所在地 久留米市上津町1782-1

敷金/礼金 1ヶ月/1ヶ月

家賃 3.9万

大学迄 約2.4Ｋｍ（自動二輪　約6分）

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋　徒歩　約10分

１Ｋ（洋7帖）

インターネット 月額2,310円（任意）

その他

・共益費　月額４，５００円

・駐車場　月額３，８５０円

・環境維持費　月額550円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・浴室乾燥機、、温水洗浄便座

・家具・家電付き（洗濯機・テレビなど）

・TVモニター付き

・留学生受入　可

久留米工業大学　学生物件

31

アパート名 ﾚｵﾊﾟﾚｽｸﾞﾚｲｽ上津Ⅱ 間取り

所在地 久留米市上津町1783

敷金/礼金 0/0.5ヶ月

家賃 3.2万～3.6万円

大学迄 約2.4Ｋｍ（自動二輪　約6分）

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋　徒歩　約10分

間取り



お問合せ先

うめの地所株式会社　国分店　担当 江上

TEL0942-22-5110

間取り １K（洋4.5帖）

インターネット 可（各自契約）

その他

・共益費　２，０００円

・駐輪場　３，０００円

・町費　　　　５００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

お問合せ先

うめの地所株式会社　国分店　担当 江上

TEL0942-22-5110

36

アパート名 第１サンシャインビル 間取り

所在地 久留米市藤山町1782

敷金/礼金 0/0

家賃 ２５，０００円

大学迄 約0.29Km（徒歩　約４分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約1分

間取り １K（洋６帖）

インターネット 可（各自契約）

その他

・エアコン完備

・ユニットバス

・駐車場　無

・留学生受入　可

お問合せ先

うめの地所株式会社　国分店　担当 江上

TEL0942-22-5110

35

アパート名 Nozoe1stA.B.C 間取り

所在地 久留米市上津町2228-986 

敷金/礼金 0/0

家賃 ２２，０００円

大学迄 約0.3Km（徒歩　約３分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約３分

１Ｒ（洋7.5帖）

インターネット 可（各自契約）

その他

・その他　月額880円

・駐車場　有

・エアコン完備

・ユニットバス

・留学生受入　可

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 プチクローバーⅡ 間取り

所在地 久留米市上津町1283-3

敷金/礼金 0/0

家賃 ２５，０００円

大学迄 約2.8Ｋｍ（自動二輪

最寄り駅/バス停 バス停　大学医療センター入口　徒歩約10分

間取り



37

アパート名 ゆのそアパート 間取り

所在地 八女郡広川町新代1348-11

敷金/礼金 0/2ヶ月

家賃 １Ｋ24,000円/２ＤＫ34,000円

大学迄 約1.1Ｋｍ（徒歩　約13分）

最寄り駅/バス停 バス停　南湯納楚　徒歩約2分

間取り １Ｋ・２ＤＫ

インターネット 可（各自契約）

その他

・駐車場　３，０００円

・水道代　３，０００円～

・共益費　２，０００円～

・町費　　　　２００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・留学生受入　可

・大家が近くに住んでいます

お問合せ先

株式会社ハウジングライフ　担当 新谷

ＴＥＬ0942-51-3770

39

アパート名 ウイング上津B 間取り

所在地 久留米市上津町2228-1427

敷金/礼金 0/0

家賃 ２３，０００円

大学迄 約0.5Km（徒歩　約6分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約12分

間取り １R+ロフト

インターネット 無料（100Mまで）

その他

・共益費　３，０００円

・駐車場　２，２００円

・緊急サポート　６６０円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・IHコンロ付き

お問合せ先

株式会社ハウジングライフ　担当 新谷

ＴＥＬ0942-51-3770

インターネット 無料（100Mまで）

その他

・共益費　３，０００円

・駐車場　２，２００円

・緊急サポート　６６０円

・エアコン完備

・ユニットバス

・バス・トイレ別

・IHコンロ付き

お問合せ先

株式会社ハウジングライフ　担当 新谷

ＴＥＬ0942-51-3770

38

アパート名 ウイング上津A 間取り

所在地 久留米市上津町2228-1428

敷金/礼金 0/0

家賃 １９，０００～２１，０００円

大学迄 約0.5Km（徒歩　約6分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約12分

間取り １R+ロフト

久留米工業大学　学生物件



お問合せ先

株式会社ベストハウス

0943-24-8844

間取り １K 

インターネット 各自契約

その他

・駐車場代　２，２００円

・エアコン完備

・B・T別

お問合せ先

株式会社ハウジングライフ　担当 新谷

ＴＥＬ0942-51-3770

42

アパート名 BRIZZⅧ 間取り

所在地 久留米市上津町2228-613

敷金/礼金 0/0

家賃 １７，０００円

大学迄 約0.5ｋｍ（徒歩　約６分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約16分

間取り １K

インターネット 無料

その他

・共益費　３，０００円

・駐車場　３，３００円

・安心サポート　８８０円

・バス・トイレ別

・エアコン完備

・井戸水（水道代無料）

・冷蔵庫、洗濯機、ガスコンロ付き

お問合せ先

株式会社ハウジングライフ　担当 新谷

ＴＥＬ0942-51-3770

41

アパート名 プレジデント中尾 間取り

所在地 久留米市上津町2228-48

敷金/礼金 0/0

家賃 ２４，０００円

大学迄 約1.5Km（徒歩　約13分）

最寄り駅/バス停 バス停　南湯納楚　徒歩約10分

１R+ロフト

インターネット 無料（100Mまで）

その他

・共益費　３，０００円

・駐車場　２，２００円

・緊急サポート　６６０円

・エアコン完備

・ユニットバス

・バス・トイレ別

・IHコンロ付き

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 ウイング上津C 間取り

所在地 久留米市上津町2228-1427

敷金/礼金 0/0

家賃 １９，０００～２１，０００円

大学迄 約0.5Km（徒歩　約6分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約12分

間取り



インターネット 各自契約

その他

・駐輪場１台無料

・エアコン完備

・B・T別 お問合せ先

株式会社久留米不動産情報センター

0942-35-3003

大学迄 約0.9ｋｍ（徒歩　約12分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約6分

間取り １K 

お問合せ先

株式会社ベストハウス

0943-24-8844

45

アパート名 エクレールフラッツ 間取り

所在地 久留米市上津町2228-1560

敷金/礼金 0/1

家賃 ３２，０００円

間取り １Ｋ

インターネット 各自契約

その他

・共益費　　２，０００円

・駐車場代　３，３００円

・町費　　　　　５００円

・冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付き

・ユニットバス

お問合せ先

株式会社ベストハウス

0943-24-8844

44

アパート名 くれーるハイツ 間取り

所在地 久留米市上津町2192-829

敷金/礼金 0/1

家賃 ２３，０００円

大学迄 約1.2Ｋｍ（徒歩　約15分）

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋三ツ角　徒歩約5分

各自契約

その他

・共益費２，０００円

・駐車場代　２，２００円

・エアコン完備

・B・T別

間取り 1DK

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 BRIZZⅨ 間取り

所在地 久留米市上津町2228-1286

敷金/礼金 0/0

家賃 ２９，０００円

大学迄 約0.5ｋｍ（徒歩　約６分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約16分

インターネット
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最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約5分

間取り １R 

インターネット 各自契約

大学迄 約0.8ｋｍ（徒歩　約9分）

お問合せ先

株式会社リアライフ

092-710-5982

48

アパート名 SHANT上津 間取り

所在地 久留米市上津町2192-435

敷金/礼金 0/1

家賃 ３９，０００円

その他

・駐車場代　３，０００円

・安心サポート　１，１００円

・エアコン完備

・室内洗濯機

・退去時清掃費有り

・B・T別

お問合せ先

駅前管理システム株式会社

ＴＥＬ0942-39-0777

間取り １Ｋ

インターネット 各自契約

その他

・共益費　　2，０００円

・駐車場代　２，２００円

・町費　　　　　５００円

・安心サポート　５００円

・エアコン完備

・B・T別

・ユニットバス

お問合せ先

株式会社リアライフ

092-710-5982

47

アパート名 サンフロンティアB 間取り

所在地 久留米市上津町2228-516

敷金/礼金 0/1

家賃 １９，０００～円

大学迄 約0.7ｋｍ（徒歩　約9分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約15分

無料

その他

・共益費　　２，０００円

・駐車場代　２，２００円

・町費　　　　　５００円

・安心サポート　５００円

・エアコン完備

・B・T別

・ユニットバス

間取り 1K

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 サンフロンティアA 間取り

所在地 久留米市上津町2228-516

敷金/礼金 0/1

家賃 １９，０００～円

大学迄 約0.7ｋｍ（徒歩　約9分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約15分

インターネット
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最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約15分

間取り １K 

インターネット 無料

大学迄 約0.8ｋｍ（徒歩　約9分）

お問合せ先

株式会社ゼロ不動産管理

092-534-3333

51

アパート名 グリーンコート 間取り

所在地 久留米市上津町2228-340

敷金/礼金 0/0

家賃 １９，０００円

その他

・共益費　　３，０００円

・水道代　　２，０００円

・安心サポート１，１００円

・エアコン完備

・室内洗濯機

・ユニットバス

お問合せ先

駅前管理システム株式会社

ＴＥＬ0942-39-0777

間取り １Ｋ

インターネット 各自契約

その他

・駐車場代　３，３００円

・安心サポート（火災保険込み）

１，５００円

・エアコン完備

・B・T別

・室内洗濯機

・TVモニタ付インターホン

お問合せ先

株式会社ハウジングライフ　担当 新谷

ＴＥＬ0942-51-3770

50

アパート名 パティオ上津 間取り

所在地 久留米市上津町2228-1606

敷金/礼金 0/1

家賃 ３3，０００円

大学迄 約0.5ｋｍ（徒歩　約7分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約10分

各自契約

その他

間取り 1K＋ロフト

・エアコン完備 

・共益費２，０００円

・ロフト付き

・安心サポート８８０円

・洗濯機・冷蔵庫・ガスコンロ付き

久留米工業大学　学生物件

49

アパート名 エクセルハイツ 間取り

所在地 久留米市上津町2264-16

敷金/礼金 0/0

家賃 ２１，０００円

大学迄 約0.5ｋｍ（徒歩　約5分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約4分

インターネット

https://www.homes.co.jp/archive/b-33446707/u-22162947/
https://www.homes.co.jp/archive/b-33446471/u-22200787/
https://archive-image.homes.co.jp/original/7345/8d5f49704a4a9b241253660093c045d8.jpg
https://archive-image.homes.co.jp/v2/original/139458/5d23f09b4a1c73eaeced46431283de63.jpg
https://www.homes.co.jp/chintai/room/3fa525f01de520a055e9b7f4f2459d056a161c0d/


最寄り駅/バス停 バス停　上津荒木　徒歩約3分

間取り 1R

インターネット 各自契約

大学迄 約2.9ｋｍ（自転車　約11分）

お問合せ先

駅前管理システム株式会社

ＴＥＬ0942-39-0777

54

アパート名  メゾン上津 間取り

所在地 久留米市上津町2192-1046 

敷金/礼金 0/0

家賃 ２２，０００～円

その他

・共益費　　２，０００円

・町費　　　　　５００円

・安心サポート　１，１００円

・B・T別

・室外洗濯機置き場

・エアコン完備

お問合せ先

駅前管理システム株式会社

ＴＥＬ0942-39-0777

間取り 3ＤＫ

インターネット 各自契約

その他

・共益費　　２，０００円

・駐車場代　１台無料

・安心サポート　８８０円

・B・T別

・給湯

・室内洗濯機置き場

・ルームシェア可

・日当たり良好

お問合せ先

あいホーム

0942-35-8824

53

アパート名 フレグランス上津 間取り

所在地 久留米市上津町1208-1

敷金/礼金 0/1

家賃 ４３，０００円

大学迄 約2.9ｋｍ（自転車　約11分）

最寄り駅/バス停 バス停　上津荒木　徒歩約3分

各自契約

その他

・駐車場代　２，０００円

・エアコン完備

・B・T別

間取り 1R

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 プライベートハウス 間取り

所在地 久留米市上津町2264-29

敷金/礼金 0/2

家賃 ２６，０００円

大学迄 約0.4ｋｍ（徒歩　約4分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約3分

インターネット

https://www.homes.co.jp/archive/b-33445902/u-22163061/
https://archive-image.homes.co.jp/original/7345/ae6c34b225ede65bf99a5daf2a7ef94e.jpg
https://img01.suumo.com/front/gazo/fr/bukken/916/100143922916/100143922916_go.jpg
https://www.homes.co.jp/chintai/room/8eb3541df8ed596e809d86709af8097dad8df57a/


最寄り駅/バス停 バス停　南湯納楚　徒歩約1分

間取り 1ＤＫ

インターネット ネット無料

大学迄 約1.0ｋｍ（徒歩　約11分）

お問合せ先

駅前管理システム株式会社

ＴＥＬ0942-39-0777

57

アパート名 サンマリノ新代Ⅰ 間取り

所在地 八女郡広川町大字新代1350 

敷金/礼金 0/５.0万円

家賃 ３３，５００円

その他

・共益費　　２，０００円

・駐車場代　３，０００円

・暮らしのサポート　２，０００円

・B・T別

・室内洗濯機置き場

・エアコン完備

・ＴＶモニタ付きインターホン

お問合せ先

太陽地所株式会社

ＴＥＬ 0943-30-3010

間取り 1Ｋ

インターネット 各自契約

その他

・共益費　　２，０００円

・安心サポート　１，１００円

・駐車場代　１台込

・エアコン完備

・B・T別

・防犯カメラ

・オートロック

お問合せ先

駅前管理システム株式会社

ＴＥＬ0942-39-0777

56

アパート名 グリーン花水木Ⅲ 間取り

所在地 久留米市上津町1907-1

敷金/礼金 0/0

家賃 ４０，０００円

大学迄 約1.8ｋｍ（自転車　約8分）

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋　徒歩約8分

各自契約

その他

・共益費　　２，０００円

・安心サポート　１，１００円

・町費５００

・駐車場代　１台込

・エアコン完備

・B・T別

・防犯カメラ

・オートロック

間取り 1Ｋ

久留米工業大学　学生物件
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アパート名 グリーン花水木Ⅱ 間取り

所在地 久留米市上津町1907-3

敷金/礼金 0/0

家賃 ４１，０００円

大学迄 約1.8ｋｍ（自転車　約8分）

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋　徒歩約8分

インターネット

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001152481
https://property.es-img.jp/rent/img/1113756645860000010368/0000000001113756645860000010368_1.jpg?iid=4013233992


お問合せ先

うめの地所株式会社　国分店　担当 江上

TEL0942-22-5110

間取り １Kロフト付き

インターネット 可（各自契約）

その他

・共益費２，０００円

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・南向き（日当たり良好）

お問合せ先

うめの地所株式会社　国分店　担当 江上

TEL0942-22-5110

3

アパート名 プラムハイツ上津 間取り

所在地 久留米市上津町１丁目26-1

敷金/礼金 0/0

家賃 ３０，０００円

大学迄 約3.5Km（自動二輪　約10分）

最寄り駅/バス停 バス停　上津荒木　徒歩４分

間取り １R

インターネット 無料

その他

・共益費　３，０００円

・駐車場　無

・エアコン完備

・バス・トイレ別

・洗面所独立

・日当たり良好

お問合せ先

うめの地所株式会社　国分店　担当 江上

TEL0942-22-5110

2

アパート名 T＆R上津Ⅰ 間取り

所在地 久留米市上津町2228-311

敷金/礼金 0/0

家賃 ３７，０００円

大学迄 約0.6Km（徒歩　約８分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約５分

１R

インターネット 可（各自契約）

その他

・ゴミ負担金　300円

・駐車場１台無料

・洗面所独立

・バス・トイレ別

・南向き（日当り良好）

・オートロック完備

・エアコン完備

久留米工業大学　女子学生物件

1

アパート名 八千代ハイツ 間取り

所在地 久留米市藤山町1651-134

敷金/礼金 0/0

家賃 ３７，０００円

大学迄 約0.65Km（徒歩　約８分）

最寄り駅/バス停 バス停　湯納楚　徒歩約3分

間取り



お問合せ先

株式会社久留米不動産情報センター

0942-35-3003

間取り １K

インターネット 可（各自契約）

その他

・バス・トイレ別

・独立洗面所

・日当たり良好

お問合せ先

若菜エステート株式会社久留米

ＴＥＬ0942-51-3233

6

アパート名 エクレールフラッツ 間取り

所在地 久留米市上津町2228-1560

敷金/礼金 0/１ヶ月

家賃 ３２，０００円

大学迄 約0.6Km（徒歩　約７分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約11分

間取り 2DK

インターネット 可（各自契約）

その他 ・共益費　３，０００円

お問合せ先

株式会社久留米不動産情報センター

ＴＥＬ0942-51-3233

5

アパート名 ルナ・クオーレ 間取り

所在地 久留米市藤山町1816-10

敷金/礼金 0/0

家賃 ３２，０００円

大学迄 約0.3Km（徒歩　約４分）

最寄り駅/バス停 バス停　工業大学前　徒歩約５分

１K

インターネット 可（各自契約）

その他

・共益費　１，０００円

・駐車場　３，０００円

・バス・トイレ別

・IH調理器付き

・エアコン完備

・TVインターホン

・南向き（日当たり良好）

久留米工業大学　女子学生物件

4

アパート名 シャトレMs 間取り

所在地 久留米市上津町2192-831

敷金/礼金 0/１ヶ月

家賃 ３５，０００円

大学迄 約1.2Km（徒歩　約15分）

最寄り駅/バス停 バス停　二軒茶屋三ツ角　徒歩約５分

間取り



久留米工業大学　シェアハウス可能物件

間取り 2LDK

インターネット 無料

その他

・エアコン付き

・バス・トイレ別

・温水暖房便座付き

・シェアハウス可能

・広め、ゆったり静か。

問い合わせ先

株式会社ハウジングライフ　担当 新谷

ＴＥＬ0942-51-3770

アパート名 広川ハイツA棟 間取り

所在地 八女郡広川町新代1351-9

敷金/礼金 0/0

家賃 40,000円

大学迄 約1km  (徒歩　約12分）

最寄り駅/バス停 南湯納楚　バス停　徒歩約3分


