
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)、成約⽇(期間指定、2020年6⽉28⽇ ~ 2020年6⽉28⽇)

検索結果24件

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

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓25枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98936532］
所在地 福岡県⼤野城市筒井１丁⽬ 三愛シティライフ春⽇原  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線春⽇原駅 徒歩:9分
成約価格 1010万円(登録

価格︓1090万円)

築年⽉ 1993[H5]年12⽉ 専有⾯積 壁⼼60.48㎡(約
18.30坪)

管理費等 16290円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 7階建て 5階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓15枚

成約登録⽇時［2020年06⽉25⽇］ 物件番号［98924520］
所在地 福岡県宗像市⽇の⾥３丁⽬19 (地番: 2)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線東郷駅 徒歩:15分  駅までmap

成約価格 1100万円(登録
価格︓1200万円)

成約坪単価 10.1955万円
(11.1224万円)

⼟地⾯積 公簿356.66㎡(約
107.89坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 40％・60％

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓1枚

成約登録⽇時［2020年06⽉28⽇］ 物件番号［98924080］
所在地 福岡県宗像市⾃由ヶ丘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 バス:⾃由ヶ丘４丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:8分
成約価格 1100万円(登録

価格︓1100万円)

成約坪単価 10.2411万円
(10.2411万円)

⼟地⾯積 公簿355.06㎡(約
107.41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︓17枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉28⽇］ 物件番号［98943274］
所在地 福岡県筑紫野市⼤字永岡247-1 エバーライフリオ筑紫野Ⅱ  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線桜台駅 徒歩:15分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線朝倉街道駅 徒歩:18分  駅までmap

⿅児島本線天拝⼭駅 徒歩:23分  駅までmap

成約価格 1290万円(登録
価格︓1290万円)

築年⽉ 1998[H10]年11⽉ 専有⾯積 74.24㎡(約22.46

坪)

管理費等 12070円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 10階建て 1階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓8枚

成約登録⽇時［2020年06⽉28⽇］ 物件番号［98927762］
所在地 福岡県福岡市⻄区⼤字吉武45 (地番: 6)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線橋本駅 徒歩:28分  駅までmap

福岡市七隈線次郎丸駅 徒歩:27分  駅までmap

バス:⽥村七丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:16分
成約価格 1750万円(登録

価格︓1980万円)

成約坪単価 12.6107万円
(14.2682万円)

⼟地⾯積 458.74㎡(約
138.77坪)

⽤途地域 地⽬ 宅地 建・容率 40％・50％

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓5枚  シータ︓3枚

成約登録⽇時［2020年06⽉28⽇］ 物件番号［98922210］
所在地 福岡県福岡市中央区笹丘２丁⽬14 (地番: 231-1)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線桜坂駅 徒歩:25分  駅までmap

福岡市七隈線六本松駅 徒歩:21分  駅までmap

福岡市七隈線別府駅 徒歩:25分  駅までmap
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成約価格 1980万円(登録
価格︓1980万円)

成約坪単価 30.4709万円
(30.4709万円)

⼟地⾯積 公簿214.81㎡(約
64.98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︓9枚

成約登録⽇時［2020年06⽉12⽇］ 物件番号［98850459］
所在地 福岡県福岡市東区和⽩東４丁⽬  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線福⼯⼤前駅 徒歩:9分  駅までmap

⻄鉄バス「⼤蔵」停徒歩２分（約１６０ｍ）
成約価格 1990万円(登録

価格︓2270万円)

成約坪単価 36.3869万円
(41.5066万円)

⼟地⾯積 公簿180.78㎡(約
54.69坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 40％・60％

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓23枚  5SDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98878896］
所在地 福岡県福岡市東区若宮２丁⽬28-6  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線舞松原駅 徒歩:20分

⾹椎線⼟井駅 徒歩:20分
バス:若宮⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分

成約価格 2250万円(登録
価格︓2250万円)

築年⽉ 1996[H8]年08⽉ ⼟地⾯積 公簿261㎡(約
78.95坪)

建物⾯積 116.46㎡(約35.23

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓7枚

成約登録⽇時［2020年06⽉23⽇］ 物件番号［98934336］
所在地 福岡県福岡市東区⻘葉４丁⽬17 (地番: 529番128)  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:17分  駅までmap

⾹椎線舞松原駅 徒歩:19分  駅までmap

⻄鉄バス「みどりが丘⼀丁⽬」バス停 4分
成約価格 2280万円(登録

価格︓2280万円)

成約坪単価 36.7741万円
(36.7741万円)

⼟地⾯積 公簿204.95㎡(約
62.00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︓17枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98906485］
所在地 福岡県福岡市南区⽫⼭２丁⽬ ライオンズマンション野間⼤池南  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から

検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 バス:10分 ⽫⼭⼀丁⽬ 停 徒歩:1分  駅までmap

成約価格 2290万円(登録
価格︓2290万円)

築年⽉ 1992[H4]年10⽉ 専有⾯積 91.5㎡(約27.68坪)

管理費等 23030円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 8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︓18枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98905414］
所在地 福岡県福岡市博多区井相⽥２丁⽬11-19 アンピール板付南Ⅱ  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検

索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線雑餉隈駅 徒歩:13分  駅までmap

⿅児島本線南福岡駅 徒歩:21分  駅までmap

成約価格 2330万円(登録
価格︓2380万円)

築年⽉ 2008[H20]年02⽉ 専有⾯積 壁⼼78.4㎡(約
23.72坪)

管理費等 17600円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 準⼯業
階建て・階 12階建て 8階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓8枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉28⽇］ 物件番号［98863657］
所在地 福岡県那珂川市王塚台２丁⽬272 (地番: 2)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
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javascript:void(0);


沿線・駅・交通 博多南線博多南駅 徒歩:28分  駅までmap

バス:那珂川ハイツ(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 2499万円(登録

価格︓2499万円)

築年⽉ 2019[R1]年07⽉ ⼟地⾯積 実測121.13㎡(約
36.64坪)

建物⾯積 102.67㎡(約31.06

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種住居

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓16枚  3SLDK

成約登録⽇時［2020年06⽉28⽇］ 物件番号［98903148］
所在地 福岡県福岡市東区若宮２丁⽬3-9  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線舞松原駅 徒歩:23分  駅までmap

バス:多々良(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
⾹椎線⼟井駅 徒歩:23分  駅までmap

成約価格 2700万円(登録
価格︓2799万円)

築年⽉ 2020[R2]年04⽉ ⼟地⾯積 公簿110.68㎡(約
33.48坪)

建物⾯積 88.54㎡(約26.78

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︓5枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉28⽇］ 物件番号［98888574］
所在地 福岡県福岡市南区野多⽬５丁⽬19-21 (地番: 886-41)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:屋形原⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分

⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 バス:28分 屋形原⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分  駅までmap

成約価格 2748万円(登録
価格︓2798万円)

築年⽉ 2020[R2]年03⽉ ⼟地⾯積 実測133.87㎡(約
40.50坪)

建物⾯積 107.64㎡(約32.56

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼆種住居

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓1枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98913222］
所在地 福岡県古賀市舞の⾥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 バス:舞の⾥(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 2780万円(登録

価格︓2780万円)

築年⽉ 1999[H11]年05⽉ ⼟地⾯積 公簿258㎡(約
78.05坪)

建物⾯積 148.59㎡(約44.95

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︓1枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98921114］
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  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:8分  駅までmap

成約価格 3190万円(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 ＳＲＣ ⽤途地域 近商
階建て・階 9階建て 9階部分

 【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28⽇］ 物件番号［98887228］
所在地 福岡県福岡市早良区昭代２丁⽬１１－８ アクタス藤崎壱番館  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検

索
沿線・駅・交通 福岡市空港線藤崎駅 徒歩:13分  駅までmap

成約価格 3600万円(登録
価格︓3780万円)

築年⽉ 2002[H14]年11⽉ 専有⾯積 95.47㎡(約28.88

坪)

管理費等 23300円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 9階建て 4階部分
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 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓26枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉28⽇］ 物件番号［98900027］
所在地 福岡県福岡市東区⾹椎照葉４丁⽬２番２ 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 3790万円(登録

価格︓3790万円)

築年⽉ 2014[H26]年01⽉ 専有⾯積 97.78㎡(約29.58

坪)

管理費等 13700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

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓15枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉28⽇］ 物件番号［98907261］
所在地 福岡県福岡市南区三宅２丁⽬21-25  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 徒歩:16分  駅までmap

⿅児島本線⽵下駅 徒歩:30分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線井尻駅 徒歩:25分  駅までmap

成約価格 3899万円(登録
価格︓3899万円)

築年⽉ 2019[R1]年12⽉ ⼟地⾯積 公簿145.39㎡(約
43.98坪)

建物⾯積 113.44㎡(約34.32

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︓9枚  6SLDK

成約登録⽇時［2020年06⽉23⽇］ 物件番号［98901630］
所在地 福岡県福岡市東区⻘葉４丁⽬17-1 (地番: 529番129)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:みどりが丘⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分

⾹椎線⾹椎神宮駅 徒歩:17分  駅までmap

⾹椎線舞松原駅 徒歩:19分  駅までmap

成約価格 4280万円(登録
価格︓4880万円)

築年⽉ 2003[H15]年12⽉ ⼟地⾯積 公簿227.95㎡(約
68.95坪)

建物⾯積 163.79㎡(約49.55

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 軽量鉄⾻
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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)、成約⽇(期間指定、2020年6⽉28⽇ ~ 2020年6⽉28⽇)

検索結果24件

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

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓25枚  2LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉13⽇］ 物件番号［98953169］
所在地 福岡県福岡市早良区⻄新２丁⽬21番42号 ザ・パークハウス⻄新⼆丁⽬  mapを⾒る  物件を中⼼に地

図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線⻄新駅 徒歩:8分  駅までmap

成約価格 4440万円(登録
価格︓4640万円)

築年⽉ 2016[H28]年12⽉ 専有⾯積 壁⼼63.06㎡(約
19.08坪)

管理費等 14890円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼆種住居
階建て・階 8階建て 6階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓7枚

成約登録⽇時［2020年06⽉15⽇］ 物件番号［98890871］
所在地 福岡県福岡市東区千早２丁⽬  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:10分  駅までmap

⿅児島本線千早駅 徒歩:15分  駅までmap

⻄鉄バス「⻄汐⾒」停徒歩３分（約２００ｍ）
成約価格 5200万円(登録

価格︓5400万円)

成約坪単価 69.3333万円(72万
円)

⼟地⾯積 公簿247.93㎡(約
75.00坪)

⽤途地域 ⼀種中⾼層 地⽬ 宅地 建・容率 60％・150％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓30枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年06⽉26⽇］ 物件番号［98943238］
所在地 福岡県福岡市早良区百道浜３丁⽬3-7 シーサイドももちヴェルデコート7番館 1002  mapを⾒る  物

件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線藤崎駅 徒歩:11分  駅までmap

成約価格 6200万円(登録
価格︓6500万円)

築年⽉ 1992[H4]年10⽉ 専有⾯積 壁⼼114.61㎡(約
34.67坪)

管理費等 33200円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域
階建て・階 10階建て 10階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓50枚  5SLDK

成約登録⽇時［2020年06⽉27⽇］ 物件番号［98837939］
所在地 福岡県筑紫野市美しが丘南４丁⽬  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:18分  駅までmap

筑豊本線原⽥駅 徒歩:18分  駅までmap

⻄鉄バス「学校前」停徒歩５分（約４００ｍ）
成約価格 6580万円(登録

価格︓6580万円)

築年⽉ 2007[H19]年11⽉ ⼟地⾯積 公簿460.12㎡(約
139.19坪)

建物⾯積 180.12㎡(約54.49

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 軽量鉄⾻
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