
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,倉庫,⼯場)、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7⽉30⽇ ~ 2020年7⽉30⽇)

検索結果35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

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓2枚

成約登録⽇時［2020年07⽉28⽇］ 物件番号［98978089］
所在地 福岡県糟屋郡久⼭町⼤字猪野  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 イコバス「猪野」停より徒歩４分（約３００ｍ）
成約価格 250万円(登録

価格︓320万円)

成約坪単価 2.9943万円
(3.8327万円)

⼟地⾯積 公簿276㎡(約
83.49坪)

⽤途地域 無指定 地⽬ 雑種地 建・容率 60％・200％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓2枚  1K  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98718968］
所在地 福岡県福岡市博多区新和町２丁⽬2-7 フォーラム南福岡  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:10分  駅までmap

⿅児島本線春⽇駅 徒歩:9分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線雑餉隈駅 徒歩:18分  駅までmap

成約価格 280万円(登録
価格︓280万円)

築年⽉ 1991[H3]年06⽉ 専有⾯積 壁⼼25.16㎡(約
7.61坪)

管理費等 12120円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 5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︓10枚  1K  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98895802］
所在地 福岡県福岡市中央区唐⼈町１丁⽬8-46 (地番: 193) ネオハイツ唐⼈町  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:4分  駅までmap

バス:唐⼈町(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
福岡市空港線⻄新駅 徒歩:20分  駅までmap

成約価格 460万円(登録
価格︓475万円)

築年⽉ 1991[H3]年09⽉ 専有⾯積 22.96㎡(約6.95坪)

管理費等 14470円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 9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︓7枚  1K  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉22⽇］ 物件番号［98889212］
所在地 福岡県福岡市中央区荒⼾１丁⽬10-13 (地番: 166番1号) ルエ・メゾン・ロワール⻄公園Ⅲ1号館 405 

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

福岡市空港線唐⼈町駅 徒歩:14分  駅までmap

福岡市空港線⾚坂駅 徒歩:22分  駅までmap

成約価格 490万円(登録
価格︓510万円)

築年⽉ 1990[H2]年10⽉ 専有⾯積 壁⼼19.88㎡(約
6.01坪)

管理費等 8080円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 8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  1K  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉29⽇］ 物件番号［98963852］
所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前４丁⽬20番4号 ダイナコートエスタディオ博多  mapを⾒る  物件を中

⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線博多駅 徒歩:8分  駅までmap

福岡市空港線博多駅 徒歩:8分  駅までmap

成約価格 640万円(登録
価格︓640万円)

築年⽉ 2000[H12]年01⽉ 専有⾯積 壁⼼20.35㎡(約
6.16坪)

管理費等 10540円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 14階建て 13階部分

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001082925
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001082925
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001082925
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001082925
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.669416053683,130.50908099585+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000770920
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000770920
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000770920
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000770920
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.537549263184,130.46329519235+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.537549263184,130.46329519235/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%8D%97%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.537549263184,130.46329519235/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E6%98%A5%E6%97%A5%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.537549263184,130.46329519235/%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%9B%91%E9%A4%89%E9%9A%88%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000958626
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000958626
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000958626
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000958626
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.591566856304,130.37002825075+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.591566856304,130.37002825075/%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/33.591566856304,130.37002825075/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E6%96%B0%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000950103
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000950103
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000950103
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000950103
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.593550090694,130.37841636281+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.593550090694,130.37841636281/%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/33.593550090694,130.37841636281/%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/33.593550090694,130.37841636281/%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=000001064023
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001064023
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001064023
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001064023
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.585529455717,130.41889947005+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.585529455717,130.41889947005/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.585529455717,130.41889947005/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%A7%85


 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓10枚  1DK

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98962477］
所在地 福岡県福岡市中央区舞鶴１丁⽬３－２１ ライオンズマンション舞鶴  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:5分  駅までmap

福岡市空港線天神駅 徒歩:8分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄福岡（天神）駅 徒歩:12分  駅までmap

成約価格 665万円(登録
価格︓710万円)

築年⽉ 1979[S54]年01⽉ 専有⾯積 36.36㎡(約11.00

坪)

管理費等 22800円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 7階建て 2階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓7枚  2K  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98946024］
所在地 福岡県福岡市博多区堅粕５丁⽬7-22 ステイツ博多駅  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 篠栗線博多駅 徒歩:10分  駅までmap

福岡市空港線博多駅 徒歩:9分  駅までmap

九州新幹線博多駅 徒歩:11分  駅までmap

成約価格 730万円(登録
価格︓785万円)

築年⽉ 1990[H2]年06⽉ 専有⾯積 壁⼼39.56㎡(約
11.97坪)

管理費等 19000円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 8階建て 1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07⽉30⽇］ 物件番号［98710392］
所在地 福岡県福岡市博多区美野島３丁⽬16-18 アソシアグロッツォ博多クロス 202  mapを⾒る  物件を中

⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線博多駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 1010万円(登録
価格︓1297万円)

築年⽉ 2014[H26]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼26.58㎡(約
8.04坪)

管理費等 7000円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 12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︓5枚  1DK  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98710397］
所在地 福岡県福岡市博多区美野島３丁⽬16-18 アソシアグロッツォ博多クロス 203  mapを⾒る  物件を中

⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線博多駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 1010万円(登録
価格︓1297万円)

築年⽉ 2014[H26]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼26.53㎡(約
8.03坪)

管理費等 7000円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 12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︓5枚  1DK  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98710398］
所在地 福岡県福岡市博多区美野島３丁⽬16-18 アソシアグロッツォ博多クロス 205  mapを⾒る  物件を中

⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線博多駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 1010万円(登録
価格︓1297万円)

築年⽉ 2014[H26]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼26.53㎡(約
8.03坪)

管理費等 7000円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 12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︓2枚  ワンルーム  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98710175］
所在地 福岡県福岡市中央区⾼砂１丁⽬19-15 アソシアグロッツォ天神サウス 502  mapを⾒る  物件を中⼼

に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線薬院駅 徒歩:6分  駅までmap

福岡市七隈線渡辺通駅 徒歩:9分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線薬院駅 徒歩:7分  駅までmap

成約価格 1060万円(登録
価格︓1370万円)

築年⽉ 2013[H25]年05⽉ 専有⾯積 壁⼼25.83㎡(約
7.81坪)

管理費等 8200円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001062271
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001062271
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001062271
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001062271
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.592030053635,130.39252599601+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.592030053635,130.39252599601/%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://google.co.jp/maps/dir/33.592030053635,130.39252599601/%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/33.592030053635,130.39252599601/%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://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001025305
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001025305
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001025305
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001025305
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.594092519173,130.42344319839+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.594092519173,130.42344319839/%E7%AF%A0%E6%A0%97%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.594092519173,130.42344319839/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.594092519173,130.42344319839/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766129
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766129
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766129
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766129
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.578030254786,130.41872482986+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.578030254786,130.41872482986/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766132
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766132
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766132
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766132
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階建て・階 15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︓2枚  ワンルーム  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98710176］
所在地 福岡県福岡市中央区⾼砂１丁⽬19-15 アソシアグロッツォ天神サウス 503  mapを⾒る  物件を中⼼

に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線薬院駅 徒歩:6分  駅までmap

福岡市七隈線渡辺通駅 徒歩:9分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線薬院駅 徒歩:7分  駅までmap

成約価格 1060万円(登録
価格︓1370万円)

築年⽉ 2013[H25]年05⽉ 専有⾯積 壁⼼25.83㎡(約
7.81坪)

管理費等 8200円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 15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︓5枚  1K  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98710399］
所在地 福岡県福岡市博多区美野島３丁⽬16-18 アソシアグロッツォ博多クロス 702  mapを⾒る  物件を中

⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線博多駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 1100万円(登録
価格︓1349万円)

築年⽉ 2014[H26]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼26.58㎡(約
8.04坪)

管理費等 7000円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 12階建て 7階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓5枚  1DK  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98710401］
所在地 福岡県福岡市博多区美野島３丁⽬16-18 アソシアグロッツォ博多クロス 703  mapを⾒る  物件を中

⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線博多駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 1100万円(登録
価格︓1349万円)

築年⽉ 2014[H26]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼26.53㎡(約
8.03坪)

管理費等 7000円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 12階建て 7階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓9枚

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98825696］
所在地 福岡県宗像市⾃由ヶ丘９丁⽬8 (地番: 3)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線⾚間駅 バス:9分 ⾃由ケ丘九丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:6分  駅までmap

成約価格 1140万円(登録
価格︓1140万円)

成約坪単価 13.4433万円
(13.4433万円)

⼟地⾯積 公簿280.32㎡(約
84.80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  3LDK

成約登録⽇時［2020年07⽉21⽇］ 物件番号［98946410］
所在地 福岡県福岡市博多区⻘⽊１丁⽬1-19 エバーライフ東平尾公園 Ｃ棟 223  mapを⾒る  物件を中⼼に地

図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線福岡空港駅 徒歩:14分  駅までmap

バス:⻘⽊⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
成約価格 1330万円(登録

価格︓1380万円)

築年⽉ 1994[H6]年06⽉ 専有⾯積 壁⼼64.94㎡(約
19.64坪)

管理費等 11690円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 11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︓24枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98915896］
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所在地 福岡県福岡市⻄区拾六町５丁⽬ グランドパレス拾六町  周辺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:17分

福岡市空港線姪浜駅 バス:15分 中村（福岡市）(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 1330万円(登録

価格︓1380万円)

築年⽉ 1995[H7]年02⽉ 専有⾯積 壁⼼70.35㎡(約
21.28坪)

管理費等 18680円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種中⾼層
階建て・階 8階建て 1階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓8枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年07⽉27⽇］ 物件番号［98954028］
所在地 福岡県福岡市南区⾼宮４丁⽬21 (地番: 20) ⾼宮ハウス A棟  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 徒歩:12分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄平尾駅 徒歩:14分  駅までmap

福岡市七隈線薬院駅 徒歩:26分  駅までmap

成約価格 1380万円(登録
価格︓1450万円)

築年⽉ 1982[S57]年11⽉ 専有⾯積 壁⼼88.11㎡(約
26.65坪)

管理費等 21240円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 6階建て 1階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓6枚

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98967655］
所在地 福岡県春⽇市桜ヶ丘８丁⽬61 (地番: ６１)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線笹原駅 徒歩:12分  駅までmap

⻄鉄天神⼤牟⽥線井尻駅 徒歩:13分  駅までmap

⿅児島本線南福岡駅 徒歩:18分  駅までmap

成約価格 1480万円(登録
価格︓1480万円)

成約坪単価 26.2225万円
(26.2225万円)

⼟地⾯積 公簿186.58㎡(約
56.44坪)

⽤途地域 準⼯業 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓3枚  1LDK  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98936156］
所在地 福岡県福岡市中央区渡辺通１丁⽬ アソシアグロッツォ天神ザ・ガーデン 406  mapを⾒る  物件を中

⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線渡辺通駅 徒歩:3分  駅までmap

成約価格 1680万円(登録
価格︓1700万円)

築年⽉ 2010[H22]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼34.41㎡(約
10.41坪)

管理費等 7500円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 12階建て 4階部分
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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,倉庫,⼯場)、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7⽉30⽇ ~ 2020年7⽉30⽇)

検索結果35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︓2枚  1LDK

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98952821］
所在地 福岡県福岡市博多区中洲５丁⽬ エンクレスト博多ハーモニー  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検

索
沿線・駅・交通 福岡市空港線中洲川端駅 徒歩:3分  駅までmap

成約価格 1700万円(登録
価格︓1780万円)

築年⽉ 2013[H25]年02⽉ 専有⾯積 壁⼼34.64㎡(約
10.48坪)

管理費等 7200円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 15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︓19枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年07⽉28⽇］ 物件番号［98963523］
所在地 福岡県福岡市⻄区下⼭⾨３丁⽬ モントーレ姪浜  周辺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:9分
成約価格 1780万円(登録

価格︓1890万円)

築年⽉ 1994[H6]年05⽉ 専有⾯積 壁⼼65.61㎡(約
19.85坪)

管理費等 20565円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種中⾼層
階建て・階 6階建て 5階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓7枚  1LDK  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉29⽇］ 物件番号［98546866］
所在地 福岡県福岡市城南区南⽚江２丁⽬3 (地番: 6)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:⻄鉄 南⽚江 停 徒歩:2分
成約価格 1790万円(登録

価格︓1950万円)

築年⽉ 2003[H15]年09⽉ ⼟地⾯積 102.93㎡(約31.14

坪)

建物⾯積 91.29㎡(約27.62

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼆種住居

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︓3枚  1LDK  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98710181］
所在地 福岡県福岡市中央区渡辺通１丁⽬ アソシアグロッツォ天神ザ・ガーデン 1105  mapを⾒る  物件を中

⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線渡辺通駅 徒歩:3分  駅までmap

成約価格 1880万円(登録
価格︓1935万円)

築年⽉ 2010[H22]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼34.41㎡(約
10.41坪)

管理費等 7500円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 12階建て 11階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓3枚

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98894072］
所在地 福岡県福岡市東区和⽩東１丁⽬10-17 (地番: 1215番15)  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:9分  駅までmap

⻄⽇本鉄道⾙塚線和⽩駅 徒歩:9分  駅までmap

成約価格 1890万円(登録
価格︓1890万円)

成約坪単価 37.8605万円
(37.8605万円)

⼟地⾯積 公簿165.03㎡(約
49.92坪)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【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07⽉26⽇］ 物件番号［98966048］
所在地 福岡県福岡市南区⼤橋３丁⽬ ハウベスト⼤橋  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034308
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034308
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034308
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034308
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.593336669187,130.40450310616+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
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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%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E4%B8%8B%E5%B1%B1%E9%96%80%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
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https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000545611
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000545611
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.54516537719,130.37465142144+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766015
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766015
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766015
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000766015
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.584563793504,130.40607067785+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.584563793504,130.40607067785/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E6%B8%A1%E8%BE%BA%E9%80%9A%E9%A7%85
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javascript:void(0);
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https://google.co.jp/maps/dir/33.687149370466,130.43516294011/%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%92%8C%E7%99%BD%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001066936
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001066936
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001066936
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%8D%97%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E6%A9%8B%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);


沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 徒歩:12分
バス:三宅本町(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分

成約価格 2200万円(登録
価格︓2320万円)

築年⽉ 1998[H10]年08⽉ 専有⾯積 壁⼼76.25㎡(約
23.07坪)

管理費等 19600円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 近商(⼆種住居)

階建て・階 13階建て 8階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓25枚  4SLDK

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98901239］
所在地 福岡県福岡市南区柏原６丁⽬6-1 (地番: 39番1)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:柏原⼩学校前(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分

バス:花畑園芸公園⼊⼝(⻄鉄バス) 停 徒歩:7分
バス:⾃然公園前(⻄鉄バス) 停 徒歩:10分

成約価格 2300万円(登録
価格︓2780万円)

築年⽉ 1995[H7]年05⽉ ⼟地⾯積 公簿264.48㎡(約
80.01坪)

建物⾯積 143.24㎡(約43.33

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︓16枚  4SLDK

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98918887］
所在地 福岡県春⽇市紅葉ヶ丘東７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 ⿅児島本線春⽇駅 徒歩:34分

バス:紅葉ヶ丘第3公園前(春⽇市コミュニティバス) 停 徒歩:2分
成約価格 2300万円(登録

価格︓2450万円)

築年⽉ 1988[S63]年07⽉ ⼟地⾯積 公簿226.95㎡(約
68.65坪)

建物⾯積 134.57㎡(約40.71

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︓18枚  2LDK

成約登録⽇時［2020年07⽉28⽇］ 物件番号［98976087］
所在地 福岡県福岡市中央区平尾３丁⽬10-3 (地番: 139-1) のむら平尾アーバンヒルズ  mapを⾒る  物件を中

⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄平尾駅 徒歩:7分  駅までmap

バス:⼀本⽊(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 2380万円(登録

価格︓2480万円)

築年⽉ 1994[H6]年02⽉ 専有⾯積 壁⼼55.61㎡(約
16.82坪)

管理費等 16730円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼆種住居
階建て・階 7階建て 6階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓17枚  4SLDK

成約登録⽇時［2020年07⽉20⽇］ 物件番号［98860069］
所在地 福岡県⽷島市美咲が丘２丁⽬12-5  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 筑肥線美咲が丘駅 徒歩:9分  駅までmap

筑肥線筑前前原駅 徒歩:20分  駅までmap

筑肥線加布⾥駅 徒歩:26分  駅までmap

⽷島市コミュニティバス「美咲が丘」停 5分
成約価格 2480万円(登録

価格︓2490万円)

築年⽉ 1996[H8]年11⽉ ⼟地⾯積 公簿234.76㎡(約
71.01坪)

建物⾯積 124.2㎡(約37.57

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︓6枚  2SLDK

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98907489］
所在地 福岡県福岡市中央区今泉２丁⽬4-59 コモダス天神２  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福岡（天神）駅 徒歩:8分

⻄鉄天神⼤牟⽥線薬院駅 徒歩:9分
福岡市七隈線薬院⼤通駅 徒歩:8分

成約価格 2990万円(登録
価格︓2990万円)

築年⽉ 1999[H11]年11⽉ 専有⾯積 壁⼼64.8㎡(約
19.60坪)

管理費等 11500円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域
階建て・階 14階建て 2階部分
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javascript:void(0);
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https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000974401
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000974401
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 【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07⽉30⽇］ 物件番号［98935762］
所在地 福岡県福岡市南区柏原１丁⽬39-18  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:北公園前(⻄鉄バス) 停 徒歩:6分

バス:柏原三丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:10分
成約価格 2999万円(登録

価格︓2999万円)

築年⽉ 2020[R2]年06⽉ ⼟地⾯積 公簿230.09㎡(約
69.60坪)

建物⾯積 104.74㎡(約31.68

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︓30枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年07⽉23⽇］ 物件番号［98921589］
所在地 福岡県福岡市東区⾹椎浜３丁⽬3-4 モントーレ⾹椎浜サーフタワーウエストウイング  mapを⾒る  物

件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道⾙塚線⻄鉄⾹椎駅 徒歩:20分  駅までmap

⿅児島本線千早駅 徒歩:22分  駅までmap

⻄鉄バス「⾹椎浜北公園前」バス停 2分
成約価格 3180万円(登録

価格︓3280万円)

築年⽉ 2016[H28]年01⽉ 専有⾯積 壁⼼90.21㎡(約
27.29坪)

管理費等 17100円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種中⾼層
階建て・階 20階建て 11階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓5枚  5LDK

成約登録⽇時［2020年07⽉28⽇］ 物件番号［98908035］
所在地 福岡県福岡市南区屋形原４丁⽬  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:やよい坂(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 3980万円(登録

価格︓3980万円)

築年⽉ 2000[H12]年02⽉ ⼟地⾯積 公簿339.65㎡(約
102.74坪)

建物⾯積 244.16㎡(約73.86

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︓5枚

成約登録⽇時［2020年07⽉30⽇］ 物件番号［98899030］
所在地 福岡県福岡市⻄区愛宕南１丁⽬3番20 (地番: 68)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線室⾒駅 徒歩:12分  駅までmap

筑肥線姪浜駅 徒歩:16分  駅までmap

福岡市空港線藤崎駅 徒歩:21分  駅までmap

成約価格 12000万円(登
録価格︓15000万
円)

成約坪単価 54.2765万円
(67.8456万円)

⼟地⾯積 公簿730.88㎡(約
221.09坪)

⽤途地域 ⼆種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％
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