
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10⽉8⽇ ~ 2020年10⽉8⽇)

検索結果15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︓12枚  1K

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98870032］
所在地 福岡県宗像市神湊 (地番: 井牟⽥651-3) 神湊リゾートスカイマンション  mapを⾒る  物件を中⼼に地

図から検索
沿線・駅・交通 バス:井牟⽥(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
成約価格 120万円(登録

価格︓150万円)

築年⽉ 1990[H2]年09⽉ 専有⾯積 壁⼼34.12㎡(約
10.32坪)

管理費等 14310円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域
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︓6枚  1K  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98682091］
所在地 福岡県福岡市南区⼤楠１丁⽬5 (地番: 15) アーサーコート⾼宮 409  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:15分  駅までmap 

バス:パナソニック前(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分 

博多南線博多駅 徒歩:25分  駅までmap

成約価格 330万円(登録
価格︓360万円)

築年⽉ 1994[H6]年03⽉ 専有⾯積 壁⼼18.28㎡(約
5.53坪)

管理費等 14400円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 準⼯業
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︓4枚  1DK  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98990809］
所在地 福岡県福岡市中央区⼤名２丁⽬ シャンボール⼤名  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:2分  駅までmap 

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:12分  駅までmap

成約価格 600万円(登録
価格︓675万円)

築年⽉ 1982[S57]年01⽉ 専有⾯積 25.02㎡(約7.57坪)

管理費等 16010円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 15階建て 11階部分

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓17枚  3DK

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98901942］
所在地 福岡県福岡市南区向新町２丁⽬7 ローレルハイツ⼤橋 607  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:29分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線井尻駅 徒歩:26分  駅までmap 

バス:野多⽬ランプ⼊⼝(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 890万円(登録

価格︓890万円)

築年⽉ 1975[S50]年04⽉ 専有⾯積 壁⼼73.08㎡(約
22.11坪)

管理費等 20860円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 6階建て 6階部分

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓4枚

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98973986］
所在地 福岡県古賀市久保913-13  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:27分  駅までmap

成約価格 980万円(登録
価格︓980万円)

成約坪単価 12.757万円
(12.757万円)

⼟地⾯積 公簿253.95㎡(約
76.82坪)

⽤途地域 無指定 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  7DK

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98756402］

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000923993
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000923993
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000923993
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000923993
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.845213516339,130.48299597728+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000752297
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000752297
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000752297
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000752297
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.57424456165,130.41883609494+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.57424456165,130.41883609494/%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%AB%98%E5%AE%AE%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.57424456165,130.41883609494/%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%8D%97%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001098468
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001098468
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001098468
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001098468
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.58996505357,130.39241499631+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.58996505357,130.39241499631/%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/33.58996505357,130.39241499631/%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/33.58996505357,130.39241499631/%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=000000966938
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000966938
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000966938
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000966938
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.540561740645,130.4294421491+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.540561740645,130.4294421491/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E5%A4%A7%E6%A9%8B%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.540561740645,130.4294421491/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E4%BA%95%E5%B0%BB%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077345
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077345
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077345
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077345
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.737161613444,130.48624799465+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.737161613444,130.48624799465/%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://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000792985
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000792985
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000792985


所在地 福岡県福岡市東区⾹住ケ丘４丁⽬30-17 (地番: 22-28)  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:9分  駅までmap 

⻄⽇本鉄道⾙塚線唐の原駅 徒歩:9分  駅までmap 

⿅児島本線九産⼤前駅 徒歩:11分  駅までmap

成約価格 1550万円(登録
価格︓1690万円)

築年⽉ 1976[S51]年05⽉ ⼟地⾯積 公簿205.53㎡(約
62.17坪)

建物⾯積 107.21㎡(約32.43

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︓4枚

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98738418］
所在地 福岡県福岡市東区⾹住ケ丘４丁⽬30-17 (地番: ２２－２８)  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道⾙塚線唐の原駅 徒歩:9分  駅までmap 

⿅児島本線九産⼤前駅 徒歩:11分  駅までmap

成約価格 1550万円(登録
価格︓1690万円)

成約坪単価 24.9316万円
(27.1835万円)

⼟地⾯積 公簿205.53㎡(約
62.17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︓19枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98972986］
所在地 福岡県福岡市中央区薬院４丁⽬18-26 サンビューハイツ浄⽔  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 2980万円(登録
価格︓2980万円)

築年⽉ 1980[S55]年09⽉ 専有⾯積 壁⼼93.8㎡(約
28.37坪)

管理費等 26150円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域 商業
階建て・階 10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︓14枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98937160］
所在地 福岡県福岡市早良区昭代１丁⽬6番25号 アメックス⻄新南パークヒルズ  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:11分  駅までmap

成約価格 3350万円(登録
価格︓3490万円)

築年⽉ 2007[H19]年11⽉ 専有⾯積 壁⼼80.14㎡(約
24.24坪)

管理費等 18700円 建物構造 ＲＣ ⽤途地域 ⼀種住居
階建て・階 6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︓6枚  3LDK

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98943380］
所在地 福岡県福岡市博多区美野島３丁⽬1-15 シティオ博多 906  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 博多南線博多駅 徒歩:16分  駅までmap 

福岡市空港線博多駅 徒歩:17分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 徒歩:22分  駅までmap

成約価格 3380万円(登録
価格︓3380万円)

築年⽉ 1996[H8]年03⽉ 専有⾯積 内法70.56㎡(約
21.34坪)

管理費等 12740円 建物構造 ＳＲＣ ⽤途地域
階建て・階 14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︓16枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98988674］
所在地 福岡県福岡市⻄区愛宕４丁⽬2-45 コアマンションマリナヒルズ室⾒  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:10分  駅までmap

成約価格 4100万円(登録
価格︓4180万円)

築年⽉ 2002[H14]年09⽉ 専有⾯積 壁⼼138.14㎡(約
41.79坪)

管理費等 34600円 建物構造 ＳＲＣ⼀部:ＲＣ ⽤途地域
階建て・階 14階建て 2階部分

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000792985
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000792985
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.675159026965,130.43367471583+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.675159026965,130.43367471583/%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%E8%8A%B1%E5%9C%92%E5%89%8D%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.675159026965,130.43367471583/%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%94%90%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.675159026965,130.43367471583/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E4%B9%9D%E7%94%A3%E5%A4%A7%E5%89%8D%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000781381
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000781381
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000781381
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000781381
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.675158617924,130.43361257601+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.675158617924,130.43361257601/%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%94%90%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.675158617924,130.43361257601/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E4%B9%9D%E7%94%A3%E5%A4%A7%E5%89%8D%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001076082
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001076082
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001076082
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001076082
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.579457385045,130.39484624724+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.579457385045,130.39484624724/%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/33.579457385045,130.39484624724/%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/33.579457385045,130.39484624724/%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=000001013793
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001013793
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001013793
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 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓21枚  シータ︓5枚  5LDK

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98990266］
所在地 福岡県那珂川市⽚縄８丁⽬63  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 バス:31分 福岡⼥⼦商前 停 徒歩:4分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄福岡（天神）駅 バス:45分 福岡⼥⼦商前(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分  駅までmap 

博多南線博多南駅 徒歩:23分  駅までmap

成約価格 4350万円(登録
価格︓5230万円)

築年⽉ 2006[H18]年04⽉ ⼟地⾯積 493.15㎡(約
149.18坪)

建物⾯積 155.17㎡(約46.94

坪)

建・容率 40％・60％ 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︓17枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98993704］
所在地 福岡県福岡市⻄区愛宕浜４丁⽬12-2  周辺mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線姪浜駅 バス:6分 愛宕浜四丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:6分
成約価格 5930万円(登録

価格︓5930万円)

築年⽉ 1991[H3]年11⽉ ⼟地⾯積 公簿254㎡(約
76.84坪)

建物⾯積 133.68㎡(約40.44

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︓7枚  4LDK

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98991400］
所在地 福岡県福岡市早良区百道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 福岡市空港線藤崎駅 徒歩:9分
成約価格 6900万円(登録

価格︓6980万円)

築年⽉ 2014[H26]年03⽉ ⼟地⾯積 実測124.32㎡(約
37.61坪)

建物⾯積 115.1㎡(約34.82

坪)

建・容率 ・ ⽤途地域

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓19枚  8SLDK

成約登録⽇時［2020年10⽉08⽇］ 物件番号［98963047］
所在地 福岡県福岡市南区⻑住２丁⽬9-25  mapを⾒る  物件を中⼼に地図から検索
沿線・駅・交通 バス:⻑住⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:8分
成約価格 10000万円(登

録価格︓11000万
円)

築年⽉ 2005[H17]年10⽉ ⼟地⾯積 434.51㎡(約
131.44坪)

建物⾯積 375.12㎡(約
113.47坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 ＲＣ
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