
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、2021年2⽉15⽇ ~ 2021年2⽉15⽇)

検索結果24件

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

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓4枚
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98802681］

所在地 福岡県⽷島市志摩初442-17   map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑肥線筑前前原駅 バス:10分 稲留バス停 停 徒歩:8分  駅までmap

成約価格 500万円(登録
価格︓580万円)

成約坪単価 9.4894万円
(11.0077万円)

⼟地⾯積 公簿174.17㎡(約
52.69坪)

⽤途地域 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︓6枚  1K  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98837976］

所在地 福岡県福岡市博多区冷泉町6-23 エステートモア祇園  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩:9分  駅までmap 

福岡市空港線祇園駅 徒歩:8分  駅までmap 

福岡市空港線中洲川端駅 徒歩:8分  駅までmap

成約価格 650万円(登録
価格︓720万円)

築年⽉ 1998[H10]年01⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 10800円 階建て・階 12階建て 3階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯20.73㎡(約6.27坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓14枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99055303］

所在地 福岡県太宰府市⼤字内⼭341-1   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道太宰府線太宰府駅 徒歩:40分  駅までmap

成約価格 700万円(登録
価格︓730万円)

築年⽉ 1973[S48]年10⽉ ⼟地⾯積 公簿467.68㎡(約
141.47坪)

建物⾯積 160.64㎡(約48.59

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︓12枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99010509］

所在地 福岡県福岡市早良区早良７丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:陽光台(⻄鉄バス) 停 徒歩:7分
成約価格 880万円(登録

価格︓880万円)

築年⽉ 1979[S54]年01⽉ ⼟地⾯積 公簿188.84㎡(約
57.12坪)

建物⾯積 92.33㎡(約27.93

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︓15枚  4DK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98971360］

所在地 福岡県福岡市城南区別府５丁⽬21-22 ＲＫＢ別府マンション 1棟 204  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線茶⼭駅 徒歩:11分  駅までmap 

福岡市七隈線別府駅 徒歩:12分  駅までmap 

福岡市七隈線⾦⼭駅 徒歩:18分  駅までmap

成約価格 1100万円(登録
価格︓1280万円)

築年⽉ 1978[S53]年04⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 10480円 階建て・階 4階建て 2階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯80.09㎡(約24.23坪)
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 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓6枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99008668］

所在地 福岡県筑紫野市⼤字原166-52   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:みかさ台前(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
成約価格 1150万円(登録

価格︓1150万円)

築年⽉ 1979[S54]年05⽉ ⼟地⾯積 公簿195.84㎡(約
59.24坪)

建物⾯積 87.77㎡(約26.55

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︓4枚
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99008676］

所在地 福岡県筑紫野市⼤字原166-52   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:みかさ台前(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
成約価格 1150万円(登録

価格︓1150万円)

成約坪単価 19.4125万円
(19.4125万円)

⼟地⾯積 公簿195.84㎡(約
59.24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︓22枚  3LDK

成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98994778］
所在地 福岡県福岡市東区松⽥３丁⽬15番 (地番: 6) 箱崎アーバンエクセル37 207  map  周辺検索
沿線・駅・交通 篠栗線柚須駅 徒歩:14分  駅までmap 

⿅児島本線箱崎駅 徒歩:25分  駅までmap 

福岡市空港線福岡空港駅 徒歩:43分  駅までmap

成約価格 1180万円(登録
価格︓1280万円)

築年⽉ 1992[H4]年03⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 17720円 階建て・階 10階建て 2階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯65.42㎡(約19.79坪)

 【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［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98822370］

所在地 福岡県⽷島市波多江駅北２丁⽬7-1 (地番: 7番4) コスモ前原 604  map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑肥線波多江駅 徒歩:9分  駅までmap 

筑肥線⽷島⾼校前駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 1250万円(登録
価格︓1300万円)

築年⽉ 1992[H4]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 21820円 階建て・階 8階建て 6階部分 駐⾞場 近隣確保
専有⾯積 壁芯69.01㎡(約20.88坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓7枚
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99052143］

所在地 福岡県宗像市葉⼭２丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線⾚間駅 バス:12分 葉⼭センター(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 1360万円(登録

価格︓1360万円)

成約坪単価 13.444万円
(13.444万円)

⼟地⾯積 公簿334.41㎡(約
101.16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︓20枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98914373］

所在地 福岡県春⽇市⼀の⾕１丁⽬69-1 サングレート春⽇Ⅱ  map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:⼀の⾕⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 1980万円(登録

価格︓2080万円)

築年⽉ 1999[H11]年11⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 21240円 階建て・階 8階建て 5階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯87.82㎡(約26.57坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓15枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98990188］

所在地 福岡県⼤野城市平野台４丁⽬29-13   map  周辺検索
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沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線下⼤利駅 バス:19分 平野ハイツ(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分  駅までmap 

⿅児島本線⼤野城駅 バス:20分 平野ハイツ(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分  駅までmap

成約価格 1980万円(登録
価格︓1980万円)

築年⽉ 2008[H20]年05⽉ ⼟地⾯積 公簿172.77㎡(約
52.26坪)

建物⾯積 91.91㎡(約27.80

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︓12枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99017264］

所在地 福岡県福岡市⻄区⽣松台１丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線姪浜駅 バス:26分 ⽣松台⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分  駅までmap

成約価格 2200万円(登録
価格︓2280万円)

築年⽉ 1990[H2]年08⽉ ⼟地⾯積 公簿209.22㎡(約
63.29坪)

建物⾯積 128㎡(約38.72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︓14枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98973982］

所在地 福岡県福岡市⻄区愛宕南２丁⽬2-15 エレガンス室⾒川 602  map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑肥線姪浜駅 徒歩:14分  駅までmap 

福岡市空港線姪浜駅 徒歩:14分  駅までmap 

福岡市空港線室⾒駅 徒歩:11分  駅までmap

成約価格 2350万円(登録
価格︓2400万円)

築年⽉ 1995[H7]年06⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 31370円 階建て・階 6階建て 6階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯94.26㎡(約28.51坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓15枚
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98889278］

所在地 福岡県糟屋郡粕屋町⻑者原⻄２丁⽬652-2 (地番: 652-2)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線伊賀駅 徒歩:5分  駅までmap 

篠栗線原町駅 徒歩:12分  駅までmap 

篠栗線⻑者原駅 徒歩:13分  駅までmap

成約価格 2390万円(登録
価格︓2490万円)

成約坪単価 42.6938万円
(44.4801万円)

⼟地⾯積 公簿185.06㎡(約
55.98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︓10枚  3LDK

成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99001060］
所在地 福岡県福岡市中央区警固３丁⽬1-3 皐⽉マンション南薬院 702  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線薬院⼤通駅 徒歩:5分  駅までmap 

福岡市七隈線桜坂駅 徒歩:8分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線薬院駅 徒歩:12分  駅までmap

成約価格 2580万円(登録
価格︓2680万円)

築年⽉ 1982[S57]年05⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 30100円 階建て・階 11階建て 7階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯83.87㎡(約25.37坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓6枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99014782］

所在地 福岡県筑紫野市⼆⽇市北８丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線紫駅 徒歩:13分 

⿅児島本線⼆⽇市駅 徒歩:17分
成約価格 2798万円(登録

価格︓2798万円)

築年⽉ 2020[R2]年12⽉ ⼟地⾯積 174.38㎡(約52.75

坪)

建物⾯積 106.41㎡(約32.19

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=000001097772
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001097772
https://google.co.jp/maps/dir/33.493645563942,130.4635694912/%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%B8%8B%E5%A4%A7%E5%88%A9%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.493645563942,130.4635694912/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%A4%A7%E9%87%8E%E5%9F%8E%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001141935
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001141935
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001141935
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001141935
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.558141403445,130.29972172878+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.558141403445,130.29972172878/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%A7%AA%E6%B5%9C%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077340
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077340
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077340
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001077340
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.580478880489,130.33236981882+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.580478880489,130.33236981882/%E7%AD%91%E8%82%A5%E7%B7%9A%E5%A7%AA%E6%B5%9C%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.580478880489,130.33236981882/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%A7%AA%E6%B5%9C%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.580478880489,130.33236981882/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%AE%A4%E8%A6%8B%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000950252
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000950252
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000950252
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000950252
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.618762912009,130.47105190854+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.618762912009,130.47105190854/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E4%BC%8A%E8%B3%80%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.618762912009,130.47105190854/%E7%AF%A0%E6%A0%97%E7%B7%9A%E5%8E%9F%E7%94%BA%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.618762912009,130.47105190854/%E7%AF%A0%E6%A0%97%E7%B7%9A%E9%95%B7%E8%80%85%E5%8E%9F%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001113372
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001113372
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001113372
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001113372
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.579215771977,130.39261864337+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.579215771977,130.39261864337/%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/33.579215771977,130.39261864337/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E6%A1%9C%E5%9D%82%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.579215771977,130.39261864337/%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://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001138808
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001138808
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001138808
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001138808
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%AD%91%E7%B4%AB%E9%87%8E%E5%B8%82%E4%BA%8C%E6%97%A5%E5%B8%82%E5%8C%97%EF%BC%98%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);


 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓6枚  4LDK

成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99026432］
所在地 福岡県筑紫野市⼆⽇市北８丁⽬12   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線紫駅 徒歩:13分  駅までmap 

⿅児島本線⼆⽇市駅 徒歩:17分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線朝倉街道駅 徒歩:21分  駅までmap

成約価格 2799万円(登録
価格︓2799万円)

築年⽉ 2020[R2]年09⽉ ⼟地⾯積 公簿202.5㎡(約
61.26坪)

建物⾯積 105.3㎡(約31.85

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︓23枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99024604］

所在地 福岡県福岡市南区塩原４丁⽬ プレミスト⼤橋イーストウイング  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 徒歩:7分 

⿅児島本線⽵下駅 徒歩:11分
成約価格 3150万円(登録

価格︓3380万円)

築年⽉ 2012[H24]年01⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 16730円 階建て・階 5階建て 4階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯67.59㎡(約20.45坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓5枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99027506］

所在地 福岡県福岡市東区原⽥３丁⽬4 (地番: 52)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線箱崎駅 徒歩:13分  駅までmap

成約価格 3400万円(登録
価格︓3480万円)

築年⽉ 2020[R2]年12⽉ ⼟地⾯積 実測149.76㎡(約
45.30坪)

建物⾯積 96.88㎡(約29.31

坪)

建・容率 ・ ⽤途地域 ⼯業

建物構造 ⽊造

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001153692
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001153692
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001153692
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001153692
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.496164313395,130.53163144173+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.496164313395,130.53163144173/%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%B4%AB%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.496164313395,130.53163144173/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E4%BA%8C%E6%97%A5%E5%B8%82%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.496164313395,130.53163144173/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E6%9C%9D%E5%80%89%E8%A1%97%E9%81%93%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001151247
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001151247
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001151247
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001151247
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%A1%A9%E5%8E%9F%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001158268
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001158268
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001158268
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001158268
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.62012326204,130.43644641986+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.62012326204,130.43644641986/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E7%AE%B1%E5%B4%8E%E9%A7%85


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、2021年2⽉15⽇ ~ 2021年2⽉15⽇)

検索結果24件

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

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓3枚
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［99024829］

所在地 福岡県福岡市南区野多⽬２丁⽬8-18 (地番: 373-1)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 バス:15分 野多⽬ランプ⼊⼝(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分  駅までmap

成約価格 3600万円(登録
価格︓3915万円)

成約坪単価 39.6694万円
(43.1404万円)

⼟地⾯積 公簿299.99㎡(約
90.75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15⽇］ 物件番号［98981746］

所在地 福岡県福岡市早良区昭代３丁⽬10-1 ローレルコート藤崎 305  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線藤崎駅 徒歩:12分  駅までmap 

バス:昭代三丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
成約価格 3798万円(登録

価格︓3798万円)

築年⽉ 2000[H12]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 24900円 階建て・階 10階建て 3階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯91.32㎡(約27.62坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓1枚  4LDK

成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98927872］
所在地 福岡県福岡市城南区別府４丁⽬ ブライト・サンリヤン別府シールズ  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線別府駅 徒歩:8分 

バス:別府四丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 4080万円(登録

価格︓4180万円)

築年⽉ 2011[H23]年01⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 22710円 階建て・階 7階建て 6階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 85.87㎡(約25.98坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓37枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年02⽉15⽇］ 物件番号［98880795］

所在地 福岡県福岡市中央区平尾２丁⽬8番9 (地番: 141番) グランドメゾン平尾テラス  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄平尾駅 徒歩:3分  駅までmap 

⻄鉄バス「⻄鉄平尾駅」バス停 徒歩１分（約１０ｍ）
成約価格 5600万円(登録

価格︓5600万円)

築年⽉ 2013[H25]年10⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 19770円 階建て・階 17階建て 13階部
分

駐⾞場 空無

専有⾯積 86.8㎡(約26.26坪)
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