
物件種⽬(売地,新築⼀⼾建,中古⼀⼾建,新築テラスハウス,中古テラスハウス,新築マンション,中古マンション,新築タウンハウス,中古タウンハウス,店舗,事務所,店舗事務
所,店舗付き住宅,住宅付き店舗,ビル,マンション,アパート)、選択エリア(福岡市東区,福岡市博多区,福岡市中央区,福岡市南区,福岡市⻄区,福岡市城南区,福岡市早良区,筑紫
野市,春⽇市,⼤野城市,宗像市,太宰府市,古賀市,福津市,⽷島市,那珂川市,糟屋郡志免町,糟屋郡粕屋町,糟屋郡久⼭町,糟屋郡新宮町,糟屋郡宇美町,糟屋郡須惠町,糟屋郡篠栗
町)、成約登録⽇(期間指定、2020年5⽉26⽇ ~ 2020年5⽉26⽇)

検索結果9件

並び替え1︓ 成約価格 安い順 並び替え2︓ 成約価格 安い順 表⽰件数︓ 20件

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓6枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉23⽇］ 物件番号［98932345］
所在地 福岡県⽷島市志摩芥屋1408-2  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:東⼝(昭和バス) 停 徒歩:7分
成約価格 1200万円(登録

価格︓1200万円)

築年⽉ 1996[H8]年08⽉ ⼟地⾯積 公簿919.16㎡(約
278.05坪)

建物⾯積 97.71㎡(約29.56

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓18枚  5LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉25⽇］ 物件番号［98886691］
所在地 福岡県古賀市⼩⽵964-12  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:⼩⽵(⻄鉄バス) 停 徒歩:9分
成約価格 1498万円(登録

価格︓1498万円)

築年⽉ 1980[S55]年09⽉ ⼟地⾯積 264.45㎡(約80.00

坪)

建物⾯積 116.33㎡(約35.19

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓7枚  4LDK  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年05⽉15⽇］ 物件番号［98440372］
所在地 福岡県太宰府市⻘⼭１丁⽬8-14  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道太宰府線⻄鉄五条駅 徒歩:15分  駅までmap

成約価格 1500万円(登録
価格︓1550万円)

築年⽉ 1973[S48]年03⽉ ⼟地⾯積 公簿214.83㎡(約
64.99坪)

建物⾯積 75.35㎡(約22.79

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓13枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉25⽇］ 物件番号［98943918］
所在地 福岡県糟屋郡篠栗町⼤字和⽥  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 篠栗線⾨松駅 徒歩:23分
成約価格 1650万円(登録

価格︓1780万円)

築年⽉ 1981[S56]年12⽉ ⼟地⾯積 公簿201.86㎡(約
61.06坪)

建物⾯積 84.82㎡(約25.66

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種住居

建物構造 軽量鉄⾻

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓22枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉26⽇］ 物件番号［98905411］
所在地 福岡県宗像市池⽥3100-189  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:桜町団地(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 1690万円(登録

価格︓1690万円)

築年⽉ 2019[R1]年06⽉ ⼟地⾯積 公簿214.34㎡(約
64.84坪)

建物⾯積 116.75㎡(約35.32

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 無指定

建物構造 ⽊造

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓21枚  シータ︓10枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉23⽇］ 物件番号［98892433］
所在地 福岡県福岡市⻄区周船寺３丁⽬ クローバーマンション周船寺弐番館  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に

地図から検索
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沿線・駅・交通 筑肥線周船寺駅 徒歩:11分
成約価格 1750万円(登録

価格︓1780万円)

築年⽉ 1993[H5]年10⽉ 専有⾯積 67.8㎡(約20.51坪)

管理費等 16330円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 準⼯業
階建て・階 11階建て 5階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓24枚  4SLDK

成約登録⽇時［2020年05⽉26⽇］ 物件番号［98910208］
所在地 福岡県糟屋郡須惠町⼤字上須惠２８６番２７  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線須恵中央駅 バス:6分 上須惠消防格納⾞庫前 停 徒歩:5分  駅までmap

コミュニティバス「上須惠消防格納⾞庫前」停 約３７０ｍ
成約価格 2400万円(登録

価格︓2480万円)

築年⽉ 2010[H22]年07⽉ ⼟地⾯積 公簿220.1㎡(約
66.58坪)

建物⾯積 119.5㎡(約36.15

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 無指定

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓15枚  シータ︓10枚  3SLDK

成約登録⽇時［2020年05⽉26⽇］ 物件番号［98898185］
所在地 福岡県糟屋郡宇美町宇美東１丁⽬2-5  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線宇美駅 徒歩:18分  駅までmap

成約価格 2880万円(登録
価格︓2880万円)

築年⽉ 2020[R2]年01⽉ ⼟地⾯積 実測163.99㎡(約
49.61坪)

建物⾯積 114.48㎡(約34.63

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓6枚

成約登録⽇時［2020年05⽉25⽇］ 物件番号［98922023］
所在地 福岡県⼤野城市御笠川３丁⽬ (地番: 5番8)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⽩⽊原駅 徒歩:13分  駅までmap

成約価格 4600万円(登録
価格︓4780万円)

成約坪単価 32.843万円
(34.1282万円)

⼟地⾯積 公簿463㎡(約
140.06坪)

⽤途地域 準⼯業 地⽬ ⽥ 建・容率 60％・200％
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