
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28⽇ ~ 2020年5⽉28⽇)

検索結果20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

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓3枚

成約登録⽇時［2020年05⽉28⽇］ 物件番号［98789928］
所在地 福岡県糟屋郡須惠町⼤字新原129-3 (地番: 129-3)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線新原駅 徒歩:5分  駅までmap

成約価格 1200万円(登録
価格︓1200万円)

成約坪単価 12.6209万円
(12.6209万円)

⼟地⾯積 314.32㎡(約95.08

坪)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓5枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉28⽇］ 物件番号［98922558］
所在地 福岡県太宰府市⼤字内⼭552-21  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太宰府駅 徒歩:28分  駅までmap

成約価格 1230万円(登録
価格︓1350万円)

築年⽉ 2003[H15]年12⽉ ⼟地⾯積 公簿167.29㎡(約
50.61坪)

建物⾯積 116.75㎡(約35.32

坪)

建・容率 70％・400％ 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︓9枚  2LDK  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年05⽉25⽇］ 物件番号［98813231］
所在地 福岡県福岡市中央区天神５丁⽬9 (地番: 2) ファミール天神  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線天神駅 徒歩:5分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄福岡（天神）駅 徒歩:7分  駅までmap

福岡市七隈線天神南駅 徒歩:14分  駅までmap

成約価格 1250万円(登録
価格︓1250万円)

築年⽉ 1980[S55]年02⽉ 専有⾯積 壁⼼46.79㎡(約
14.15坪)

管理費等 13310円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域
階建て・階 10階建て 3階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓6枚

成約登録⽇時［2020年05⽉28⽇］ 物件番号［98919938］
所在地 福岡県太宰府市国分３丁⽬3丁⽬2番8号  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線都府楼前駅 徒歩:11分  駅までmap

⿅児島本線都府楼南駅 徒歩:24分  駅までmap

⿅児島本線⽔城駅 徒歩:24分  駅までmap

成約価格 1440万円(登録
価格︓1440万円)

成約坪単価 32.9896万円
(32.9896万円)

⼟地⾯積 実測144.3㎡(約
43.65坪)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓2枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉26⽇］ 物件番号［98953108］
所在地 福岡県糟屋郡志免町桜丘４丁⽬  周辺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:39分

志免南⼩学校より徒歩１４分（約１１００ｍ）
成約価格 1450万円(登録

価格︓1480万円)

築年⽉ 1975[S50]年10⽉ ⼟地⾯積 公簿249.52㎡(約
75.48坪)

建物⾯積 92.62㎡(約28.02

坪)

建・容率 40％・60％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 軽量鉄⾻

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓21枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉27⽇］ 物件番号［98932584］
所在地 福岡県福岡市⻄区今宿駅前１丁⽬19-28 ライオンズマンション今宿 204  mapを⾒る  物件を中⼼に

地図から検索
沿線・駅・交通 筑肥線今宿駅 徒歩:8分  駅までmap

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000821124
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000821124
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000821124
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000821124
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.57842672385,130.51143914677+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.57842672385,130.51143914677/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E6%96%B0%E5%8E%9F%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000994083
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000994083
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000994083
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000994083
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.527846126407,130.54489726217+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.527846126407,130.54489726217/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%89%84%E9%81%93%E5%A4%AA%E5%AE%B0%E5%BA%9C%E7%B7%9A%E5%A4%AA%E5%AE%B0%E5%BA%9C%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000842538
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000842538
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000842538
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000842538
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.595326333209,130.39745210812+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.595326333209,130.39745210812/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.595326333209,130.39745210812/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E9%89%84%E7%A6%8F%E5%B2%A1%EF%BC%88%E5%A4%A9%E7%A5%9E%EF%BC%89%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.595326333209,130.39745210812/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%8D%97%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000990746
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000990746
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000990746
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000990746
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.517623386659,130.50320921905+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.517623386659,130.50320921905/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E9%83%BD%E5%BA%9C%E6%A5%BC%E5%89%8D%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.517623386659,130.50320921905/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E9%83%BD%E5%BA%9C%E6%A5%BC%E5%8D%97%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.517623386659,130.50320921905/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E6%B0%B4%E5%9F%8E%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034736
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034736
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034736
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034736
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%B3%9F%E5%B1%8B%E9%83%A1%E3%80%80%E5%BF%97%E5%85%8D%E7%94%BA%E6%A1%9C%E4%B8%98%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001007754
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001007754
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001007754
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.579669220431,130.27794474605+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.579669220431,130.27794474605/%E7%AD%91%E8%82%A5%E7%B7%9A%E4%BB%8A%E5%AE%BF%E9%A7%85


成約価格 1580万円(登録
価格︓1580万円)

築年⽉ 1984[S59]年08⽉ 専有⾯積 壁⼼63.36㎡(約
19.17坪)

管理費等 19870円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 8階建て 2階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓28枚  2LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉15⽇］ 物件番号［98733387］
所在地 福岡県福岡市⻄区⽣の松原３丁⽬52 ロフティ⽣の松原オーシャンヒルズ  mapを⾒る  物件を中⼼に

地図から検索
沿線・駅・交通 筑肥線下⼭⾨駅 徒歩:21分  駅までmap

成約価格 1600万円(登録
価格︓1680万円)

築年⽉ 1997[H9]年06⽉ 専有⾯積 壁⼼74.77㎡(約
22.62坪)

管理費等 12850円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 7階建て 6階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓6枚  2LDK

成約登録⽇時［2020年04⽉11⽇］ 物件番号［98902725］
所在地 福岡県筑紫野市原⽥６丁⽬12番1 (地番: 121番地１) アメックス原⽥ステーションタワー 305  mapを⾒

る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線原⽥駅 徒歩:1分  駅までmap

⿅児島本線原⽥駅 徒歩:1分  駅までmap

バス:ＪＲ原⽥駅(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
成約価格 1650万円(登録

価格︓1820万円)

築年⽉ 2005[H17]年01⽉ 専有⾯積 壁⼼60.7㎡(約
18.36坪)

管理費等 14500円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 近商
階建て・階 13階建て 3階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓8枚  2LDK

成約登録⽇時［2020年04⽉24⽇］ 物件番号［98890475］
所在地 福岡県福岡市中央区薬院４丁⽬18番21号 (地番: 319番) コープ野村南薬院 407号室  mapを⾒る  物件

を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線薬院⼤通駅 徒歩:4分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線薬院駅 徒歩:11分  駅までmap

福岡市七隈線薬院駅 徒歩:11分  駅までmap

成約価格 1880万円(登録
価格︓1880万円)

築年⽉ 1981[S56]年07⽉ 専有⾯積 壁⼼74.84㎡(約
22.64坪)

管理費等 23930円 建物構造 ＳＲＣ⼀部:ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 11階建て 4階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓6枚  2LDK

成約登録⽇時［2020年04⽉24⽇］ 物件番号［98930852］
所在地 福岡県福岡市中央区薬院４丁⽬18-21  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線薬院⼤通駅 徒歩:4分

⻄鉄天神⼤牟⽥線薬院駅 徒歩:10分
成約価格 1880万円(登録

価格︓1880万円)

築年⽉ 1981[S56]年07⽉ 専有⾯積 壁⼼74.84㎡(約
22.64坪)

管理費等 23930円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域
階建て・階 11階建て 4階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓8枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年04⽉21⽇］ 物件番号［98824278］
所在地 福岡県福岡市東区箱崎５丁⽬11番3号 (地番: 4121番地1) のむら⾙塚ガーデンシティ参番館  mapを⾒

る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線⾙塚駅 徒歩:5分  駅までmap

成約価格 2060万円(登録
価格︓2080万円)

築年⽉ 1989[H1]年08⽉ 専有⾯積 壁⼼77.69㎡(約
23.50坪)

管理費等 19170円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 15階建て 14階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓2枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉26⽇］ 物件番号［98862690］
所在地 福岡県福津市若⽊台１丁⽬ (地番: 15-1)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線東福間駅 徒歩:4分  駅までmap

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001007754
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001007754
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000778587
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000778587
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000778587
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000778587
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.575358890326,130.29562687605+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.575358890326,130.29562687605/%E7%AD%91%E8%82%A5%E7%B7%9A%E4%B8%8B%E5%B1%B1%E9%96%80%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000968068
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000968068
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000968068
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000968068
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.451765278055,130.53997337437+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.451765278055,130.53997337437/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%8E%9F%E7%94%B0%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.451765278055,130.53997337437/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%8E%9F%E7%94%B0%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000951639
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000951639
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000951639
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000951639
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.579082427818,130.39499895183+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.579082427818,130.39499895183/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E8%96%AC%E9%99%A2%E5%A4%A7%E9%80%9A%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.579082427818,130.39499895183/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E8%96%AC%E9%99%A2%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.579082427818,130.39499895183/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E8%96%AC%E9%99%A2%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001005501
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成約価格 2298万円(登録
価格︓2398万円)

築年⽉ 2020[R2]年01⽉ ⼟地⾯積 実測114.58㎡(約
34.66坪)

建物⾯積 91.91㎡(約27.80

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種住居

建物構造 ⽊造

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓1枚

成約登録⽇時［2020年05⽉28⽇］ 物件番号［98828271］
所在地 福岡県福岡市城南区樋井川５丁⽬31-7  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:横内(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 2350万円(登録

価格︓2480万円)

成約坪単価 30.974万円
(32.6874万円)

⼟地⾯積 公簿250.8㎡(約
75.87坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 50％・80％

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓4枚

成約登録⽇時［2020年05⽉28⽇］ 物件番号［98794526］
所在地 福岡県福岡市城南区友丘６丁⽬21-14 (地番: 1607-9)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線七隈駅 徒歩:14分  駅までmap

福岡市七隈線⾦⼭駅 徒歩:16分  駅までmap

福岡市七隈線茶⼭駅 徒歩:22分  駅までmap

⻄鉄バス「神学校前」停 3分
成約価格 2650万円(登録

価格︓2790万円)

成約坪単価 45.5013万円
(47.9052万円)

⼟地⾯積 公簿192.53㎡(約
58.24坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 50％・80％

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓9枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉26⽇］ 物件番号［98885653］
所在地 福岡県古賀市千⿃６丁⽬1612-277  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線千⿃駅 徒歩:4分  駅までmap

⿅児島本線福間駅 徒歩:34分  駅までmap

⿅児島本線古賀駅 徒歩:31分  駅までmap

成約価格 3000万円(登録
価格︓3098万円)

築年⽉ 2020[R2]年03⽉ ⼟地⾯積 実測208.87㎡(約
63.18坪)

建物⾯積 114.24㎡(約34.56

坪)

建・容率 40％・60％ ⽤途地域 ⼀種低層

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︓22枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉25⽇］ 物件番号［98879373］
所在地 福岡県福岡市中央区那の川２丁⽬ サニーハイム平尾  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄平尾駅 徒歩:4分
成約価格 3080万円(登録

価格︓3080万円)

築年⽉ 1980[S55]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼86.55㎡(約
26.18坪)

管理費等 19140円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 10階建て 6階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓20枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉28⽇］ 物件番号［98921518］
所在地 福岡県福岡市東区⾹椎照葉４丁⽬23番31 セントラルパーク⾹椎照葉 弐番館  mapを⾒る  物件を中⼼

に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道⾙塚線⾹椎花園前駅 徒歩:25分  駅までmap

⻄鉄バス「照葉北⼩学校前」停 徒歩１分 約８０ｍ
成約価格 3150万円(登録

価格︓3240万円)

築年⽉ 2013[H25]年03⽉ 専有⾯積 86.49㎡(約26.16

坪)

管理費等 12100円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼆種住居
階建て・階 14階建て 13階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓27枚  4SLDK

成約登録⽇時［2020年05⽉28⽇］ 物件番号［98818814］
所在地 福岡県福岡市博多区博多駅南３丁⽬21-31 シティライフ博多駅南 302  mapを⾒る  物件を中⼼に地

図から検索
沿線・駅・交通 九州新幹線博多駅 徒歩:17分  駅までmap

博多南線博多駅 徒歩:17分  駅までmap
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成約価格 3200万円(登録
価格︓3280万円)

築年⽉ 2000[H12]年08⽉ 専有⾯積 壁⼼82.11㎡(約
24.84坪)

管理費等 18450円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 14階建て 3階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓20枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉28⽇］ 物件番号［98911874］
所在地 福岡県福岡市⻄区⽯丸３丁⽬ (地番: 224-115)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 筑肥線下⼭⾨駅 徒歩:16分  駅までmap

筑肥線姪浜駅 徒歩:26分  駅までmap

福岡市空港線姪浜駅 徒歩:26分  駅までmap

成約価格 3798万円(登録
価格︓3798万円)

築年⽉ 2020[R2]年04⽉ ⼟地⾯積 実測119.16㎡(約
36.05坪)

建物⾯積 105.58㎡(約31.94

坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

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︓29枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年05⽉27⽇］ 物件番号［98857601］
所在地 福岡県福岡市中央区⻑浜２丁⽬2-8 (地番: 7番) ザ・パークハウス⾚坂タワーレジデンス 805  mapを⾒

る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線⾚坂駅 徒歩:6分  駅までmap

福岡市空港線天神駅 徒歩:16分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄福岡（天神）駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 6400万円(登録
価格︓6480万円)

築年⽉ 2019[R1]年09⽉ 専有⾯積 壁⼼91.3㎡(約
27.62坪)

管理費等 19270円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 21階建て 8階部分
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