
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(2021年2⽉14⽇ ~ 2021年2⽉14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︓5枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［99043473］

所在地 福岡県糟屋郡粕屋町⼤字内橋197-1 サンライフ G棟  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線⼟井駅 徒歩:29分  駅までmap 

⾹椎線伊賀駅 徒歩:24分  駅までmap 

⻄鉄バス「坪⾒」停徒歩7分
成約価格 600万円(登録

価格︓600万円)

築年⽉ 1977[S52]年07⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 11000円 階建て・階 5階建て 4階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯97.86㎡(約29.60坪)

 【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［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［98936942］

所在地 福岡県福岡市南区平和４丁⽬1-20 グリーンハイツ平和  map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:⻑丘⼆丁⽬第⼆(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 640万円(登録

価格︓690万円)

築年⽉ 1978[S53]年09⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 25740円 階建て・階 5階建て 1階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯85.2㎡(約25.77坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓18枚  3DK

成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［99037755］
所在地 福岡県太宰府市朱雀１丁⽬ 三愛シティライフ⼆⽇市  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄⼆⽇市駅 徒歩:10分
成約価格 870万円(登録

価格︓870万円)

築年⽉ 1993[H5]年09⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 14216円 階建て・階 7階建て 7階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯55.3㎡(約16.73坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓7枚  2LDK

成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［98949926］
所在地 福岡県福岡市東区多の津５丁⽬44-11 ロワールマンション箱崎 606  map  周辺検索
沿線・駅・交通 篠栗線柚須駅 徒歩:24分  駅までmap 

⾹椎線⼟井駅 徒歩:32分  駅までmap

成約価格 1050万円(登録
価格︓1050万円)

築年⽉ 1990[H2]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 18000円 階建て・階 8階建て 6階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯62.59㎡(約18.93坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓9枚  シータ︓4枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［99054142］

所在地 福岡県福岡市南区花畑２丁⽬42-23 ホルトハイム花畑  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 バス:18分 福岡病院下(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分  駅までmap

成約価格 1080万円(登録
価格︓1130万円)

築年⽉ 1994[H6]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 17890円 階建て・階 6階建て 5階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯66.24㎡(約20.04坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓23枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］物件番号［98999486］

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001178281
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001178281
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001178281
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001178281
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.622766832739,130.46091821477+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.622766832739,130.46091821477/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E5%9C%9F%E4%BA%95%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.622766832739,130.46091821477/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E4%BC%8A%E8%B3%80%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001013502
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001013502
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001013502
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001013502
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.559573436021,130.39623034789+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001171421
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001171421
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001171421
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001171421
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%A4%AA%E5%AE%B0%E5%BA%9C%E5%B8%82%E6%9C%B1%E9%9B%80%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001030324
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001030324
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001030324
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001030324
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.621201219887,130.45208397154+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.621201219887,130.45208397154/%E7%AF%A0%E6%A0%97%E7%B7%9A%E6%9F%9A%E9%A0%88%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.621201219887,130.45208397154/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E5%9C%9F%E4%BA%95%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001192276
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001192276
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001192276
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001192276
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.536248365246,130.40392248311+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.536248365246,130.40392248311/%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://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001110338
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001110338


成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［98999486］
所在地 福岡県⽷島市⾼⽥１丁⽬7-12 チュリスガーデンコート伊都の国  map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑肥線波多江駅 徒歩:13分  駅までmap

成約価格 1250万円(登録
価格︓1380万円)

築年⽉ 1995[H7]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 13850円 階建て・階 11階建て 4階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 78.97㎡(約23.89坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓10枚  1K
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［98952829］

所在地 福岡県福岡市博多区堅粕５丁⽬５－３ ステイツ博多駅２  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線博多駅 徒歩:8分  駅までmap 

⿅児島本線博多駅 徒歩:9分  駅までmap

成約価格 1340万円(登録
価格︓1380万円)

築年⽉ 1991[H3]年05⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 16400円 階建て・階 8階建て 8階部分 駐⾞場
専有⾯積 51.15㎡(約15.47坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓11枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［98963517］

所在地 福岡県古賀市⽇吉２丁⽬10-1 シーサイドパレスフェニックス古賀  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線ししぶ駅 徒歩:6分  駅までmap 

バス:⽇吉台団地前(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 1600万円(登録

価格︓1640万円)

築年⽉ 1997[H9]年02⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 10110円 階建て・階 14階建て 11階部
分

駐⾞場 空無

専有⾯積 壁芯85.28㎡(約25.80坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓1枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［99046936］

所在地 福岡県⼤野城市⼤池２丁⽬23-5   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:⼤池⼆丁⽬どんぽの森公園⼊⼝(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⽩⽊原駅 徒歩:21分  駅までmap

成約価格 2080万円(登録
価格︓2080万円)

築年⽉ 1981[S56]年12⽉ ⼟地⾯積 公簿209.08㎡(約
63.25坪)

建物⾯積 100.19㎡(約30.31

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種住居

建物構造 ⽊造

 【成約売マンション】（成約）中古タウンハウス 画像︓25枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［98846283］

所在地 福岡県福岡市南区弥永５丁⽬15-6 エイリックスタイルコートハウス博多南 A棟  map  周辺検索
沿線・駅・交通 博多南線博多南駅 徒歩:9分  駅までmap 

バス:弥永三丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 2360万円(登録

価格︓2440万円)

築年⽉ 2006[H18]年06⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 23000円 階建て・階 3階建て 1-3階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯134.92㎡(約40.81坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓3枚
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［98972497］

所在地 福岡県福岡市城南区茶⼭２丁⽬2 (地番: 443)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線茶⼭駅 徒歩:4分  駅までmap

成約価格 2500万円(登録
価格︓2580万円)

成約坪単価 59.453万円
(61.3555万円)

⼟地⾯積 公簿139㎡(約
42.05坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 雑種地 建・容率 50％・80％

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001110338
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001110338
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001110338
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.568616914795,130.23284350059+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.568616914795,130.23284350059/%E7%AD%91%E8%82%A5%E7%B7%9A%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E6%B1%9F%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034320
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034320
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034320
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001034320
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.594874053572,130.42274999598+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.594874053572,130.42274999598/%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/33.594874053572,130.42274999598/%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://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001063598
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001063598
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001063598
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001063598
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.725917811431,130.4573565118+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.725917811431,130.4573565118/%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
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001182943
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001182943
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001182943
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001182943
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.539679958345,130.48751538278+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.539679958345,130.48751538278/%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%99%BD%E6%9C%A8%E5%8E%9F%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000872430
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000872430
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000872430
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000872430
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.524461289914,130.43620644471+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.524461289914,130.43620644471/%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%8D%97%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%8D%97%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001075449
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001075449
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001075449
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001075449
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.56549179371,130.36707419676+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.56549179371,130.36707419676/%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


 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓22枚  4SLDK

成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［99024756］
所在地 福岡県筑紫野市⼤字⼭家4641-8 (地番: 4641番8)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑豊本線筑前⼭家駅 徒歩:11分  駅までmap

成約価格 2600万円(登録
価格︓2650万円)

築年⽉ 2010[H22]年05⽉ ⼟地⾯積 公簿319.26㎡(約
96.58坪)

建物⾯積 111.74㎡(約33.80

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域

建物構造 軽量鉄⾻

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓11枚
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［99052190］

所在地 福岡県春⽇市泉１丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 博多南線博多南駅 徒歩:22分  駅までmap 

⻄鉄バス「泉」停 徒歩５分（約４００ｍ）
成約価格 3200万円(登録

価格︓3480万円)

成約坪単価 33.2536万円
(36.1633万円)

⼟地⾯積 公簿318.1㎡(約
96.23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︓12枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［98999457］

所在地 福岡県⼤野城市⽩⽊原１丁⽬12-38 ネクサスリベロ⼤野城駅前  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線⼤野城駅 徒歩:2分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⽩⽊原駅 徒歩:6分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線下⼤利駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 3350万円(登録
価格︓3380万円)

築年⽉ 2010[H22]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 17500円 階建て・階 13階建て 12階部
分

駐⾞場 空有

専有⾯積 壁芯85.25㎡(約25.79坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓4枚  4SLDK
成約登録⽇時［2021年02⽉14⽇］ 物件番号［99028696］

所在地 福岡県福岡市中央区伊崎6-3   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線唐⼈町駅 徒歩:13分  駅までmap 

福岡市空港線⼤濠公園駅 徒歩:18分  駅までmap

成約価格 4720万円(登録
価格︓4720万円)

築年⽉ 2021[R3]年03⽉ ⼟地⾯積 140.38㎡(約42.46

坪)

建物⾯積 109.99㎡(約33.27

坪)

建・容率 ・ ⽤途地域

建物構造 ⽊造
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