
物件種⽬(売地,借地権譲渡,底地権譲渡,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)、成約⽇(期間指定、2020年6⽉27⽇ ~ 2020年6⽉27⽇)

検索結果26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︓11枚

成約登録⽇時［2020年06⽉25⽇］ 物件番号［98950738］
所在地 福岡県福岡市東区⾹椎５丁⽬31-16  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線⾹椎神宮駅 徒歩:3分  駅までmap

バス:神宮駅前(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
⻄⽇本鉄道⾙塚線⾹椎宮前駅 徒歩:20分  駅までmap

成約価格 70万円(登録価
格︓180万円)

成約坪単価 4.4108万円
(11.3421万円)

⼟地⾯積 公簿52.45㎡(約
15.87坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 50％・80％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓1枚  3DK

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98957520］
所在地 福岡県福岡市城南区東油⼭３丁⽬ 油⼭団地 16  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線福⼤前駅 バス:13分 油⼭団地前(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 300万円(登録

価格︓330万円)

築年⽉ 1974[S49]年06⽉ 専有⾯積 壁⼼51.83㎡(約
15.68坪)

管理費等 8500円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種中⾼層
階建て・階 5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︓5枚  1K  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98800535］
所在地 福岡県福岡市中央区唐⼈町１丁⽬ ピュアドームレジデンテ⼤濠  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図

から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線唐⼈町駅 徒歩:2分
成約価格 750万円(登録

価格︓800万円)

築年⽉ 2000[H12]年12⽉ 専有⾯積 壁⼼20.77㎡(約
6.28坪)

管理費等 8300円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業(⼀種住居)

階建て・階 7階建て 3階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓2枚

成約登録⽇時［2020年06⽉23⽇］ 物件番号［98797633］
所在地 福岡県福津市津屋崎７丁⽬ (地番: 1340番12)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:五反⽥（福津市）(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 920万円(登録

価格︓820万円)

成約坪単価 10.6076万円
(9.4546万円)

⼟地⾯積 公簿286.72㎡(約
86.73坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 40％・60％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓2枚  2DK

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98958681］
所在地 福岡県福岡市中央区荒⼾１丁⽬ 新栄アンピール⻄公園  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線⼤濠公園駅 徒歩:5分  駅までmap

福岡市空港線唐⼈町駅 徒歩:13分  駅までmap

福岡市空港線⾚坂駅 徒歩:19分  駅までmap

成約価格 920万円(登録
価格︓1200万円)

築年⽉ 1982[S57]年04⽉ 専有⾯積 58.38㎡(約17.66

坪)

管理費等 19032円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 7階建て 2階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓19枚  5SLDK

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98905458］
所在地 福岡県福津市⼿光1823-8  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:16分  駅までmap

⿅児島本線福間駅 徒歩:23分  駅までmap

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001031375
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001031375
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001031375
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001031375
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.648567679389,130.45131887494+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.648567679389,130.45131887494/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%A5%9E%E5%AE%AE%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.648567679389,130.45131887494/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%89%84%E9%81%93%E8%B2%9D%E5%A1%9A%E7%B7%9A%E9%A6%99%E6%A4%8E%E5%AE%AE%E5%89%8D%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001040595
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001040595
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001040595
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001040595
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E3%80%80%E5%9F%8E%E5%8D%97%E5%8C%BA%E6%9D%B1%E6%B2%B9%E5%B1%B1%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000830874
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000830874
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000830874
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000830874
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E3%80%80%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%94%90%E4%BA%BA%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000828196
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000828196
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000828196
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000828196
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.797266099521,130.47370408279+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001042109
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001042109
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001042109
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001042109
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.593095053585,130.37882399591+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.593095053585,130.37882399591/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%A4%A7%E6%BF%A0%E5%85%AC%E5%9C%92%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.593095053585,130.37882399591/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%94%90%E4%BA%BA%E7%94%BA%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.593095053585,130.37882399591/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E8%B5%A4%E5%9D%82%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000971801
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000971801
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000971801
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.769288925804,130.50048703275+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.769288925804,130.50048703275/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E6%9D%B1%E7%A6%8F%E9%96%93%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.769288925804,130.50048703275/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E7%A6%8F%E9%96%93%E9%A7%85


バス:通り堂(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 930万円(登録

価格︓1170万円)

築年⽉ 1974[S49]年04⽉ ⼟地⾯積 公簿350㎡(約
105.88坪)

建物⾯積 116.74㎡(約35.31

坪)

建・容率 40％・60％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 軽量鉄⾻

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓12枚

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98933161］
所在地 福岡県福津市⼿光1823-8  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:16分  駅までmap

⿅児島本線福間駅 徒歩:23分  駅までmap

バス:通り堂(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 930万円(登録

価格︓1170万円)

成約坪単価 8.7835万円
(11.0502万円)

⼟地⾯積 公簿350㎡(約
105.88坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 雑種地 建・容率 40％・60％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓12枚  1LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98908567］
所在地 福岡県福岡市⻄区⽣の松原１丁⽬20-26 (地番: 1219-13) ⽣の松原ビーチエクセル28  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:5分  駅までmap

成約価格 1080万円(登録
価格︓1080万円)

築年⽉ 1989[H1]年11⽉ 専有⾯積 壁⼼55.08㎡(約
16.66坪)

管理費等 11520円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 無指定
階建て・階 6階建て 3階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓5枚

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98917044］
所在地 福岡県古賀市中央２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 ⿅児島本線古賀駅 徒歩:10分

⿅児島本線千⿃駅 徒歩:34分
⿅児島本線ししぶ駅 徒歩:27分

成約価格 1440万円(登録
価格︓1440万円)

成約坪単価 28.7367万円
(28.7367万円)

⼟地⾯積 実測165.65㎡(約
50.11坪)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓6枚

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98909056］
所在地 福岡県古賀市中央２丁⽬4-1  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線古賀駅 徒歩:10分  駅までmap

⿅児島本線千⿃駅 徒歩:34分  駅までmap

⿅児島本線ししぶ駅 徒歩:27分  駅までmap

成約価格 1480万円(登録
価格︓1480万円)

成約坪単価 29.5291万円
(29.5291万円)

⼟地⾯積 実測165.67㎡(約
50.12坪)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓7枚

成約登録⽇時［2020年06⽉04⽇］ 物件番号［98813058］
所在地 福岡県福岡市南区屋形原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 駅 バス:26分 福岡病院下(⻄鉄バス) 停 徒歩:8分
成約価格 1500万円(登録

価格︓1590万円)

成約坪単価 24.418万円
(25.8831万円)

⼟地⾯積 公簿203.07㎡(約
61.43坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 50％・80％

 【成約売住宅以外建物全部】（成約）アパート 画像︓2枚

成約登録⽇時［2020年06⽉14⽇］ 物件番号［98955353］
所在地 福岡県福岡市早良区有⽥３丁⽬10-26 (地番: 525-2,7,11)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 駅 バス:5分 議倫館⾼校前(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分  駅までmap

成約価格 1517万円(登録
価格︓1517万円)

築年⽉ 1970[S45]年03⽉ ⼟地⾯積 公簿179.22㎡(約
54.21坪)

建物⾯積 119.24㎡(約36.07

坪)

建・容率 60％・160％ ⽤途地域 ⼆種住居

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000971801
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000971801
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001008537
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001008537
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001008537
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001008537
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.769288925804,130.50048703275+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.769288925804,130.50048703275/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E6%9D%B1%E7%A6%8F%E9%96%93%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.769288925804,130.50048703275/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E7%A6%8F%E9%96%93%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000975784
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000975784
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000975784
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000975784
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.582938854802,130.30565899385+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.582938854802,130.30565899385/%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=000000986810
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000986810
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000986810
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000986810
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%8F%A4%E8%B3%80%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000976373
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000976373
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000976373
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000976373
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.731220300775,130.47204114809+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.731220300775,130.47204114809/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%8F%A4%E8%B3%80%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.731220300775,130.47204114809/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%8D%83%E9%B3%A5%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.731220300775,130.47204114809/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E3%81%97%E3%81%97%E3%81%B6%E9%A7%85
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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  2LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98927901］
所在地 福岡県福岡市東区⾹椎駅前１丁⽬ ライオンズマンション⾹椎駅前  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地

図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線⾹椎駅 徒歩:5分

⻄⽇本鉄道⾙塚線⻄鉄⾹椎駅 徒歩:5分
成約価格 1780万円(登録

価格︓1780万円)

築年⽉ 1987[S62]年03⽉ 専有⾯積 65.61㎡(約19.85

坪)

管理費等 18690円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 9階建て 5階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓1枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98915624］
所在地 福岡県那珂川市松原 エバーライフパセオ博多南・センターコート  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地

図から検索
沿線・駅・交通 博多南線博多南駅 徒歩:18分
成約価格 2265万円(登録

価格︓2290万円)

築年⽉ 2007[H19]年01⽉ 専有⾯積 壁⼼96.77㎡(約
29.27坪)

管理費等 15900円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 14階建て 13階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓7枚  5SLDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98927595］
所在地 福岡県福岡市東区和⽩５丁⽬  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線和⽩駅 徒歩:12分  駅までmap

成約価格 2450万円(登録
価格︓2680万円)

築年⽉ 1996[H8]年02⽉ ⼟地⾯積 公簿266.52㎡(約
80.62坪)

建物⾯積 152.16㎡(約46.03

坪)

建・容率 50％・80％ 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︓30枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98949035］
所在地 福岡県福岡市中央区⼩笹１丁⽬11-26 アダージュ⼩笹ヴェルコール  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 バス:11分 停 徒歩:3分  駅までmap

福岡市空港線⾚坂駅 バス:20分 停 徒歩:3分  駅までmap

福岡市七隈線桜坂駅 バス:7分 停 徒歩:3分  駅までmap

成約価格 2470万円(登録
価格︓2490万円)

築年⽉ 2000[H12]年07⽉ 専有⾯積 92.7㎡(約28.04坪)

管理費等 21360円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 ⼀種中⾼層
階建て・階 9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︓12枚  3SLDK

成約登録⽇時［2020年06⽉25⽇］ 物件番号［98944290］
所在地 福岡県福岡市博多区美野島４丁⽬1-2 パロス・リバーコート博多弐番館  mapを⾒る  物件を中⼼に地

図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線⽵下駅 徒歩:11分  駅までmap

バス:美野島南公園前(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
成約価格 2500万円(登録

価格︓2550万円)

築年⽉ 1999[H11]年06⽉ 専有⾯積 壁⼼87.6㎡(約
26.50坪)

管理費等 21010円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 ⼯業
階建て・階 14階建て 1階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓6枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉20⽇］ 物件番号［98925860］
所在地 福岡県福岡市南区弥永２丁⽬32 (地番: 14)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線南福岡駅 徒歩:55分  駅までmap

成約価格 築年⽉ 2020[R2]年06⽉ ⼟地⾯積 公簿102.06㎡(約
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2900万円(登録
価格︓2900万円)

30.87坪)

建物⾯積 92.74㎡(約28.05

坪)

建・容率 49％・90％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

建物構造 ⽊造

 【成約売住宅以外建物全部】（成約）住宅付き店舗 画像︓5枚  1K  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年06⽉25⽇］ 物件番号［98867022］
所在地 福岡県福岡市早良区野芥３丁⽬14-17 (地番: 736-7) チェリーハウス野芥  mapを⾒る  物件を中⼼に

地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線野芥駅 徒歩:10分  駅までmap

福岡市七隈線梅林駅 徒歩:18分  駅までmap

福岡市七隈線賀茂駅 徒歩:19分  駅までmap

成約価格 3200万円(登録
価格︓3400万円)

築年⽉ 1974[S49]年01⽉ ⼟地⾯積 公簿145.53㎡(約
44.02坪)

建物⾯積 260.4㎡(約78.77

坪)

建・容率 80％・200％ ⽤途地域 近商

建物構造 鉄⾻造

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓6枚  シータ︓1枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98917262］
所在地 福岡県福岡市中央区荒⼾２丁⽬4-38 ⻄公園パークマンション 903  mapを⾒る  物件を中⼼に地図か

ら検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線⼤濠公園駅 徒歩:9分  駅までmap

福岡市空港線唐⼈町駅 徒歩:13分  駅までmap

福岡市七隈線六本松駅 徒歩:28分  駅までmap

成約価格 3200万円(登録
価格︓3200万円)

築年⽉ 1986[S61]年09⽉ 専有⾯積 壁⼼80.99㎡(約
24.50坪)

管理費等 17079円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 近商
階建て・階 9階建て 9階部分
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物件種⽬(売地,借地権譲渡,底地権譲渡,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)、成約⽇(期間指定、2020年6⽉27⽇ ~ 2020年6⽉27⽇)

検索結果26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）新築⼀⼾建 画像︓1枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98955491］
所在地 福岡県福岡市城南区神松寺３丁⽬ (地番: 5番2)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線六本松駅 バス:12分 神松寺⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:7分  駅までmap

成約価格 3295万円(登録
価格︓3295万円)

築年⽉ 2020[R2]年06⽉ ⼟地⾯積 公簿130.58㎡(約
39.50坪)

建物⾯積 100.44㎡(約30.38

坪)

建・容率 60％・100％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓8枚  6SLDK

成約登録⽇時［2020年06⽉14⽇］ 物件番号［98955527］
所在地 福岡県福岡市東区⻘葉１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 ⾹椎線⼟井駅 徒歩:14分

ＪＲ⾹椎線「⼟井」駅より徒歩１４分（約１，１００ｍ）
成約価格 3350万円(登録

価格︓3350万円)

築年⽉ 1994[H6]年11⽉ ⼟地⾯積 公簿334.4㎡(約
101.16坪)

建物⾯積 188.39㎡(約56.99

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）新築⼀⼾建 画像︓3枚  5LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98932433］
所在地 福岡県筑紫野市⼤字原⽥ (地番: 455-170)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線筑紫駅 徒歩:30分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線津古駅 徒歩:21分  駅までmap

筑豊本線原⽥駅 徒歩:23分  駅までmap

成約価格 3500万円(登録
価格︓3598万円)

築年⽉ 2020[R2]年06⽉ ⼟地⾯積 実測337.75㎡(約
102.17坪)

建物⾯積 117.58㎡(約35.57

坪)

建・容率 ・ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓24枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98880451］
所在地 福岡県福岡市早良区賀茂２丁⽬6-3  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線野芥駅 徒歩:7分  駅までmap

福岡市七隈線賀茂駅 徒歩:9分  駅までmap

バス:賀茂⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
成約価格 3799万円(登録

価格︓3799万円)

築年⽉ 2020[R2]年03⽉ ⼟地⾯積 実測130.52㎡(約
39.48坪)

建物⾯積 103.92㎡(約31.44

坪)

建・容率 50％・80％ 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︓16枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉09⽇］ 物件番号［98738083］
所在地 福岡県福岡市中央区⻄公園4-47 JGMロイヤルガーデン⻄公園離宮 503  mapを⾒る  物件を中⼼に地

図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線⼤濠公園駅 徒歩:12分  駅までmap

バス:港郵便局前(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 3980万円(登録

価格︓3980万円)

築年⽉ 2005[H17]年04⽉ 専有⾯積 壁⼼90.95㎡(約
27.51坪)

管理費等 20510円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 9階建て 5階部分

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038133
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038133
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038133
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038133
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.554172110415,130.37617373428+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.554172110415,130.37617373428/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9D%BE%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038177
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038177
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038177
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038177
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E3%80%80%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E9%9D%92%E8%91%89%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001007516
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001007516
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001007516
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001007516
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.45012517526,130.55272735369+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.45012517526,130.55272735369/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E7%AD%91%E7%B4%AB%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.45012517526,130.55272735369/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E6%B4%A5%E5%8F%A4%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.45012517526,130.55272735369/%E7%AD%91%E8%B1%8A%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%8E%9F%E7%94%B0%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000938382
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000938382
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000938382
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000938382
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.551140114796,130.34337402588+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.551140114796,130.34337402588/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E9%87%8E%E8%8A%A5%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.551140114796,130.34337402588/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E8%B3%80%E8%8C%82%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000775937
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000775937
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000775937
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.595335977112,130.37712468785+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.595335977112,130.37712468785/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%A4%A7%E6%BF%A0%E5%85%AC%E5%9C%92%E9%A7%85


 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓5枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98939462］
所在地 福岡県福岡市東区名島１丁⽬4-21 (地番: 2402-30/2402-45)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道⾙塚線名島駅 徒歩:15分  駅までmap

⻄⽇本鉄道⾙塚線⾙塚駅 徒歩:29分  駅までmap

福岡市箱崎線⾙塚駅 徒歩:29分  駅までmap

成約価格 3998万円(登録
価格︓3998万円)

築年⽉ 2020[R2]年06⽉ ⼟地⾯積 161.87㎡(約48.97

坪)

建物⾯積 110.96㎡(約33.57

坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

建物構造 ⽊造

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000775937
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000775937
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001016663
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001016663
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001016663
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001016663
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.647256223731,130.42292689326+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.647256223731,130.42292689326/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%89%84%E9%81%93%E8%B2%9D%E5%A1%9A%E7%B7%9A%E5%90%8D%E5%B3%B6%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.647256223731,130.42292689326/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%89%84%E9%81%93%E8%B2%9D%E5%A1%9A%E7%B7%9A%E8%B2%9D%E5%A1%9A%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.647256223731,130.42292689326/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%AE%B1%E5%B4%8E%E7%B7%9A%E8%B2%9D%E5%A1%9A%E9%A7%85

