
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,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9⽉13⽇ ~ 2020年9⽉13⽇)

検索結果14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

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓19枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98909098］
所在地 福岡県宗像市⾚間４丁⽬3 (地番: 1) アンピール教育⼤前  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線教育⼤前駅 徒歩:10分  駅までmap

成約価格 1180万円(登録
価格︓1180万円)

築年⽉ 1994[H6]年07⽉ 専有⾯積 内法78.96㎡(約
23.89坪)

管理費等 17100円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 11階建て 8階部分

 【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09⽉13⽇］ 物件番号［98921911］
所在地 福岡県福岡市⻄区福重３丁⽬38 (地番: 1) エバーライフ新室⾒ 107  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:24分  駅までmap

筑肥線姪浜駅 徒歩:25分  駅までmap

福岡市空港線姪浜駅 徒歩:25分  駅までmap

⻄鉄バス「⽯丸⼆丁⽬（都市⾼速下）」停
成約価格 1199万円(登録

価格︓1199万円)

築年⽉ 1983[S58]年10⽉ 専有⾯積 壁⼼64㎡(約19.36

坪)

管理費等 16060円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 7階建て 1階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓1枚

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98966377］
所在地 福岡県太宰府市連歌屋１丁⽬  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道太宰府線太宰府駅 徒歩:8分  駅までmap

成約価格 1380万円(登録
価格︓1380万円)

成約坪単価 6.1371万円
(6.1371万円)

⼟地⾯積 公簿743.33㎡(約
224.86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︓7枚

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98967967］
所在地 福岡県⽷島市前原南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 筑肥線筑前前原駅 徒歩:12分

筑肥線⽷島⾼校前駅 徒歩:16分
成約価格 1480万円(登録

価格︓1480万円)

成約坪単価 26.909万円
(26.909万円)

⼟地⾯積 181.81㎡(約55.00

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09⽉13⽇］ 物件番号［98920962］
所在地 福岡県福岡市城南区⻑尾２丁⽬ アドリーム⼩笹南  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 バス:10分 ⼩笹⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 2100万円(登録

価格︓2180万円)

築年⽉ 1994[H6]年08⽉ 専有⾯積 壁⼼70.97㎡(約
21.47坪)

管理費等 12070円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種中⾼層
階建て・階 8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︓23枚  2SLDK

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98975359］
所在地 福岡県⽷島市前原中央２丁⽬7番1 トラスト前原中央ネクサージュ  mapを⾒る  物件を中⼼に地図か

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000976440
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000976440
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ら検索
沿線・駅・交通 筑肥線筑前前原駅 徒歩:2分  駅までmap

成約価格 2150万円(登録
価格︓2180万円)

築年⽉ 2015[H27]年01⽉ 専有⾯積 壁⼼70.35㎡(約
21.28坪)

管理費等 11800円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 13階建て 11階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓5枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98950028］
所在地 福岡県福岡市早良区⽥隈３丁⽬59 (地番: 14)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線賀茂駅 徒歩:13分  駅までmap

成約価格 2580万円(登録
価格︓2780万円)

築年⽉ 2020[R2]年06⽉ ⼟地⾯積 実測114.11㎡(約
34.52坪)

建物⾯積 88.59㎡(約26.80

坪)

建・容率 ・ ⽤途地域

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︓28枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98862917］
所在地 福岡県古賀市久保 (地番: １３０４－１) ネオス千⿃ザ・プレイス ９０１  mapを⾒る  物件を中⼼に地

図から検索
沿線・駅・交通 バス:千⿃パークタウン⼊⼝(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 2830万円(登録

価格︓2830万円)

築年⽉ 2018[H30]年06⽉ 専有⾯積 壁⼼88.6㎡(約
26.80坪)

管理費等 13100円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 無指定
階建て・階 13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  3LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98973568］
所在地 福岡県春⽇市春⽇原北町１丁⽬ パークハウス春⽇原ステーションレジデンス  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:1分

⻄鉄天神⼤牟⽥線春⽇原駅 徒歩:6分
成約価格 2900万円(登録

価格︓2980万円)

築年⽉ 2009[H21]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼79.16㎡(約
23.95坪)

管理費等 23700円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居(近商)

階建て・階 7階建て 3階部分

 【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09⽉13⽇］ 物件番号［98850292］
所在地 福岡県春⽇市岡本４丁⽬ (地番: 91-2)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線南福岡駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 3095万円(登録
価格︓3145万円)

築年⽉ 2019[R1]年10⽉ ⼟地⾯積 実測181.79㎡(約
54.99坪)

建物⾯積 101.65㎡(約30.75

坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼆種中⾼層

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︓14枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98917229］
所在地 福岡県福岡市南区清⽔３丁⽬ サーパス⾼宮東  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:7分  駅までmap

成約価格 3480万円(登録
価格︓3480万円)

築年⽉ 2013[H25]年07⽉ 専有⾯積 76.26㎡(約23.07

坪)

管理費等 13800円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 近商
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︓21枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98990273］
所在地 福岡県福岡市早良区百道３丁⽬ ザ・ライオンズ百道  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 福岡市空港線藤崎駅 徒歩:9分  駅までmap

成約価格 3850万円(登録
価格︓3980万円)

築年⽉ 2010[H22]年07⽉ 専有⾯積 70.82㎡(約21.42

坪)

管理費等 18780円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種中⾼層
階建て・階 12階建て 3階部分

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓11枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98955937］
所在地 福岡県福岡市城南区友丘５丁⽬16-3A  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線茶⼭駅 徒歩:18分  駅までmap

福岡市七隈線⾦⼭駅 徒歩:14分  駅までmap

福岡市七隈線七隈駅 徒歩:20分  駅までmap

成約価格 3870万円(登録
価格︓3970万円)

築年⽉ 2020[R2]年03⽉ ⼟地⾯積 実測129.87㎡(約
39.29坪)

建物⾯積 103.39㎡(約31.28

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︓10枚  3SLDK

成約登録⽇時［2020年09⽉13⽇］ 物件番号［98943610］
所在地 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿３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 ⾹椎線酒殿駅 徒歩:3分
成約価格 4400万円(登録

価格︓4400万円)

築年⽉ 2020[R2]年02⽉ ⼟地⾯積 実測201.08㎡(約
60.83坪)

建物⾯積 105.99㎡(約32.06

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 ⽊造

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001097894
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001097894
https://google.co.jp/maps/dir/33.585200053625,130.3449999965/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E8%97%A4%E5%B4%8E%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038640
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038640
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038640
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001038640
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.558413618162,130.3701866172+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.558413618162,130.3701866172/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E8%8C%B6%E5%B1%B1%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.558413618162,130.3701866172/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E9%87%91%E5%B1%B1%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.558413618162,130.3701866172/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E4%B8%83%E9%9A%88%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001022176
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001022176
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001022176
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001022176
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%E7%B2%95%E5%B1%8B%E7%94%BA%E9%85%92%E6%AE%BF%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);

