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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,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3⽉29⽇ ~ 2021年3⽉29⽇)

検索結果30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︓1枚
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99009600］

所在地 福岡県宗像市⽥熊５丁⽬1203-22 (地番: 1203-22)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線東郷駅 徒歩:11分  駅までmap

成約価格 65万円(登録価
格︓100万円)

成約坪単価 1.599万円(2.46万
円)

⼟地⾯積 公簿134.37㎡(約
40.65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︓10枚  ワンルーム  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99047511］

所在地 福岡県福岡市⻄区下⼭⾨１丁⽬ フォルム姪浜  map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑肥線姪浜駅 徒歩:11分
成約価格 280万円(登録

価格︓300万円)

築年⽉ 1989[H1]年08⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 8700円 階建て・階 3階建て 3階部分 駐⾞場
専有⾯積 22.42㎡(約6.78坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓17枚  1K
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99022786］

所在地 福岡県福岡市東区松⽥３丁⽬19-6 ベルトピアエグゼ福岡２  map  周辺検索
沿線・駅・交通 篠栗線柚須駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 310万円(登録
価格︓310万円)

築年⽉ 1990[H2]年06⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 3830円 階建て・階 8階建て 7階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯20.15㎡(約6.10坪)

 【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03⽉29⽇］ 物件番号［99027444］

所在地 福岡県福岡市東区⾺出１丁⽬ ダイナコートエスタディオ東公園Ⅲ  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線⾺出九⼤病院前駅 徒歩:1分 

⿅児島本線吉塚駅 徒歩:6分
成約価格 550万円(登録

価格︓600万円)

築年⽉ 1999[H11]年06⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 10130円 階建て・階 9階建て 2階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯20.09㎡(約6.08坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓6枚
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99056898］

所在地 福岡県⽷島市志摩御床   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:引津⼩学校(昭和バス) 停 徒歩:4分
成約価格 700万円(登録

価格︓720万円)

成約坪単価 11.5055万円
(11.8343万円)

⼟地⾯積 公簿201.13㎡(約
60.84坪)

⽤途地域 無指定 地⽬ 宅地 建・容率 50％・80％
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 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓13枚

成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99041351］
所在地 福岡県福岡市⻄区横浜２丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑肥線今宿駅 徒歩:23分  駅までmap 

バス:美浜停(昭和バス) 停 徒歩:1分
成約価格 730万円(登録

価格︓780万円)

成約坪単価 36.5万円(39万円) ⼟地⾯積 公簿66.1㎡(約
20.00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︓11枚  4DK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［98954442］

所在地 福岡県福岡市⻄区下⼭⾨２丁⽬11-12 (地番: 603-1，603-2) エメラルドマンション姪の浜Ⅲ 304 

map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑肥線下⼭⾨駅 徒歩:10分  駅までmap 

筑肥線姪浜駅 徒歩:18分  駅までmap 

福岡市空港線姪浜駅 徒歩:18分  駅までmap

成約価格 750万円(登録
価格︓750万円)

築年⽉ 1987[S62]年09⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 19382円 階建て・階 5階建て 3階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯64.91㎡(約19.64坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓10枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99034995］

所在地 福岡県福岡市博多区⻄⽉隈３丁⽬ ロワールマンションアール板付壱番館  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄バス ⻄⽉隈三丁⽬ 2分
成約価格 1180万円(登録

価格︓1180万円)

築年⽉ 1989[H1・S64]年
01⽉

建物構造 ＳＲＣ

管理費等 18510円 階建て・階 13階建て 3階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 60.07㎡(約18.17坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓7枚
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99069740］

所在地 福岡県⽷島市志摩師吉   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:⼤浦池通り(昭和バス) 停 徒歩:2分
成約価格 1280万円(登録

価格︓1280万円)

成約坪単価 13.4722万円
(13.4722万円)

⼟地⾯積 公簿314.08㎡(約
95.01坪)

⽤途地域 ⼆種低層 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︓23枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99000174］

所在地 福岡県福岡市東区千早３丁⽬ ニュー千早団地⼆棟  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線千早駅 徒歩:10分 

⻄⽇本鉄道⾙塚線⻄鉄千早駅 徒歩:10分
成約価格 1350万円(登録

価格︓1360万円)

築年⽉ 1974[S49]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 17000円 階建て・階 7階建て 6階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯64.44㎡(約19.49坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓3枚  2DK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［98594191］

所在地 福岡県福岡市中央区舞鶴１丁⽬ ライオンズマンション天神 604  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線天神駅 徒歩:7分  駅までmap

成約価格 1380万円(登録
価格︓1430万円)

築年⽉ 1979[S54]年07⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 17570円 階建て・階 11階建て 6階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯43.5㎡(約13.16坪)
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 【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［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99020751］
所在地 福岡県福岡市城南区茶⼭６丁⽬16-65 ホワイトキャッスル城南  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線茶⼭駅 徒歩:10分  駅までmap 

福岡市七隈線⾦⼭駅 徒歩:14分  駅までmap 

福岡市七隈線別府駅 徒歩:17分  駅までmap

成約価格 1400万円(登録
価格︓1650万円)

築年⽉ 1988[S63]年07⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 11982円 階建て・階 5階建て 3階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯66.57㎡(約20.14坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓16枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99065194］

所在地 福岡県福岡市⻄区愛宕浜２丁⽬ リベーラガーデンＪ棟（イーストタワー）  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線姪浜駅 バス:10分 マリナタウン第⼆(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分  駅までmap

成約価格 1650万円(登録
価格︓1650万円)

築年⽉ 1996[H8]年08⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 16980円 階建て・階 20階建て 12階部
分

駐⾞場 空有

専有⾯積 壁芯56.8㎡(約17.18坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓4枚
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99039740］

所在地 福岡県福岡市南区桧原１丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線福⼤前駅 徒歩:41分 

バス:桧原桜前(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
成約価格 1780万円(登録

価格︓1780万円)

成約坪単価 15.1799万円
(15.1799万円)

⼟地⾯積 公簿387.62㎡(約
117.26坪)

⽤途地域 ⼆種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓16枚
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99049929］

所在地 福岡県福岡市東区⾹住ヶ丘４丁⽬   map  周辺検索
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 

⿅児島本線九産⼤前駅 徒歩:17分  駅までmap 

⻄鉄バス「⾹住ケ丘五丁⽬」停徒歩３分（約２００ｍ）
成約価格 2150万円(登録

価格︓2300万円)

成約坪単価 35.5901万円
(38.0731万円)

⼟地⾯積 公簿199.69㎡(約
60.41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︓11枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99053252］

所在地 福岡県福岡市⻄区姪の浜５丁⽬22-28 ダイアパレスグランデージ姪浜 1003  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線姪浜駅 徒歩:8分  駅までmap

成約価格 2380万円(登録
価格︓2380万円)

築年⽉ 1998[H10]年09⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 15660円 階建て・階 15階建て 10階部
分

駐⾞場 空有

専有⾯積 壁芯67.3㎡(約20.36坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓29枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99044267］

所在地 福岡県福岡市南区⻑丘３丁⽬ JGMロイヤルヒルズ⻑丘の杜 弐番館  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 バス:15分 ⻑丘⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 2500万円(登録

価格︓2860万円)

築年⽉ 2001[H13]年11⽉ 建物構造 ＳＲＣ⼀部:ＲＣ

管理費等 19000円 階建て・階 13階建て 12階部
分

駐⾞場 空有

専有⾯積 壁芯82.66㎡(約25.00坪)
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2021/4/5 エリアから成約売買物件検索結果(1ページ⽬)

https://b2b.f-takken.com/properties/contracted/buy/area/search/list?m_adr%5B%5D=40131&m_adr%5B%5D=40132&m_adr%5B%5D=40133&m_adr%5B%5D=40134&m_adr%5B%5D=40135&m_adr%5B%5D=401… 4/4

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓6枚

成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99070765］
所在地 福岡県古賀市今の庄２丁⽬1-40   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線古賀駅 徒歩:14分  駅までmap 

⿅児島本線ししぶ駅 徒歩:26分  駅までmap

成約価格 2500万円(登録
価格︓2500万円)

成約坪単価 36.0023万円
(36.0023万円)

⼟地⾯積 実測229.54㎡(約
69.44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︓17枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99009531］

所在地 福岡県⼤野城市栄町３丁⽬ アルファステイツ春⽇原  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線春⽇原駅 徒歩:7分 

⿅児島本線春⽇駅 徒歩:8分
成約価格 2780万円(登録

価格︓2780万円)

築年⽉ 2014[H26]年11⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 10700円 階建て・階 14階建て 5階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯71.27㎡(約21.56坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓5枚
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［98919142］

所在地 福岡県福岡市東区⾺出６丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線吉塚駅 徒歩:11分 

福岡市箱崎線箱崎宮前駅 徒歩:12分
成約価格 2800万円(登録

価格︓2980万円)

成約坪単価 59.8035万円
(63.648万円)

⼟地⾯積 公簿154.77㎡(約
46.82坪)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％
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2021/4/5 エリアから成約売買物件検索結果(2ページ⽬)

https://b2b.f-takken.com/properties/contracted/buy/area/search/list?m_adr%5B%5d=40131&m_adr%5B%5d=40132&m_adr%5B%5d=40133&m_adr%5B%5d=40134&m_adr%5B%5d=40135&m_adr%5B%5d=40136… 1/3

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3⽉29⽇ ~ 2021年3⽉29⽇)

検索結果30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︓20枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［98771006］

所在地 福岡県福岡市中央区⿊⾨8 (地番: 24) ダイナコート⼤濠公園 501  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線唐⼈町駅 徒歩:2分  駅までmap 

福岡市空港線⼤濠公園駅 徒歩:12分  駅までmap 

福岡市空港線⻄新駅 徒歩:14分  駅までmap 

⻄鉄バス「唐⼈町」バス停 徒歩3分
成約価格 2980万円(登録

価格︓2980万円)

築年⽉ 1986[S61]年11⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 30520円 階建て・階 10階建て 5階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯72.34㎡(約21.88坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓13枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［98866969］

所在地 福岡県福岡市中央区⼩笹１丁⽬21-33   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線桜坂駅 徒歩:32分  駅までmap 

福岡市七隈線薬院⼤通駅 徒歩:35分  駅までmap 

バス:⼩笹⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:6分
成約価格 3700万円(登録

価格︓3700万円)

築年⽉ 2020[R2]年03⽉ ⼟地⾯積 213.91㎡(約64.71

坪)

建物⾯積 115.66㎡(約34.99

坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓14枚  4LDK

成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［98887840］
所在地 福岡県福岡市中央区⼩笹１丁⽬ (地番: 133-37)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:⼩笹⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 3750万円(登録

価格︓3850万円)

築年⽉ 2020[R2]年05⽉ ⼟地⾯積 公簿190.61㎡(約
57.66坪)

建物⾯積 113.85㎡(約34.44

坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓24枚  4LDK

成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99058208］
所在地 福岡県福岡市早良区梅林６丁⽬ (地番: 234)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線梅林駅 徒歩:9分  駅までmap 

福岡市七隈線野芥駅 徒歩:12分  駅までmap

成約価格 3830万円(登録
価格︓3870万円)

築年⽉ 2020[R2]年09⽉ ⼟地⾯積 実測193.92㎡(約
58.66坪)

建物⾯積 107.94㎡(約32.65

坪)

建・容率 40％・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︓48枚  シータ︓10枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99048090］

所在地 福岡県福岡市中央区那の川２丁⽬7-21 デュ・レジア平尾 705  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 

福岡市七隈線渡辺通駅 徒歩:18分  駅までmap 

福岡市七隈線薬院駅 徒歩:13分  駅までmap

成約価格 築年⽉ 2016[H28]年01⽉ 建物構造 ＲＣ
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4080万円(登録
価格︓4080万円)

管理費等 9900円 階建て・階 14階建て 7階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯74.05㎡(約22.40坪)

 【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［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99062087］

所在地 福岡県福岡市南区清⽔１丁⽬3-8 エイルマンション清⽔ 1110  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 徒歩:15分  駅までmap 

⻄鉄バス「清⽔⼀丁⽬」停 2分
成約価格 4700万円(登録

価格︓4800万円)

築年⽉ 2015[H27]年01⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 19320円 階建て・階 15階建て 11階部
分

駐⾞場 空無

専有⾯積 壁芯90.8㎡(約27.47坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓1枚
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99076695］

所在地 福岡県福岡市中央区⾕１丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線桜坂駅 徒歩:7分
成約価格 5300万円(登録

価格︓5300万円)

成約坪単価 46.4912万円
(46.4912万円)

⼟地⾯積 公簿376.85㎡(約
114.00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︓10枚  3LDK

成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99035001］
所在地 福岡県福岡市中央区桜坂３丁⽬ ザ・パークハウス桜坂サンリヤン  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線桜坂駅 徒歩:3分  駅までmap 

福岡市七隈線薬院⼤通駅 徒歩:10分  駅までmap 

福岡市七隈線六本松駅 徒歩:15分  駅までmap

成約価格 5780万円(登録
価格︓5780万円)

築年⽉ 2018[H30]年09⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 14880円 階建て・階 23階建て 9階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 81.28㎡(約24.59坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓23枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［98971252］

所在地 福岡県福岡市南区三宅２丁⽬13-20   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 徒歩:17分  駅までmap 

⿅児島本線⽵下駅 徒歩:33分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 徒歩:32分  駅までmap 

⻄鉄バス 三宅⼀丁⽬ 1分
成約価格 6500万円(登録

価格︓6500万円)

築年⽉ 2017[H29]年07⽉ ⼟地⾯積 公簿350.83㎡(約
106.13坪)

建物⾯積 93.57㎡(約28.30

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︓10枚
成約登録⽇時［2021年03⽉29⽇］ 物件番号［99015771］

所在地 福岡県福岡市中央区今川１丁⽬25-12(旧住居表⽰) (地番: 481)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線唐⼈町駅 徒歩:7分  駅までmap 

福岡市空港線⻄新駅 徒歩:15分  駅までmap 

福岡市空港線⼤濠公園駅 徒歩:16分  駅までmap

成約価格 15000万円(登
録価格︓15200万

成約坪単価 197.4203万円
(200.0526万円)

⼟地⾯積 公簿251.17㎡(約
75.98坪)
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https://google.co.jp/maps/dir/33.573139119722,130.42111655645/%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
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javascript:void(0);
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javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.57687805358,130.38918699601/%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/33.57687805358,130.38918699601/%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/33.57687805358,130.38918699601/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9D%BE%E9%A7%85
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円)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001140126

