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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30⽇ ~ 2021年3⽉30⽇)

検索結果12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︓17枚  2SLDK
成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［98702885］

所在地 福岡県福岡市東区⼤字上和⽩1336-1-1 ロワールマンション和⽩5  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道⾙塚線唐の原駅 徒歩:8分  駅までmap 

⿅児島本線九産⼤前駅 徒歩:13分  駅までmap 

バス:⼤名(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 850万円(登録

価格︓850万円)

築年⽉ 1993[H5]年01⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 11870円 階建て・階 9階建て 3階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯59.24㎡(約17.92坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓20枚  1LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［99065202］

所在地 福岡県福岡市中央区警固１丁⽬10-3 アクセス天神 507  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線薬院⼤通駅 徒歩:6分  駅までmap 

福岡市空港線⾚坂駅 徒歩:9分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄福岡（天神）駅 徒歩:13分  駅までmap

成約価格 1280万円(登録
価格︓1280万円)

築年⽉ 1991[H3]年03⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 13300円 階建て・階 10階建て 5階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯33.06㎡(約10.00坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓27枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［99020969］

所在地 福岡県⽷島市前原北４丁⽬15-1 JGMシュリアン前原  map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑肥線筑前前原駅 徒歩:14分  駅までmap

成約価格 1460万円(登録
価格︓1499万円)

築年⽉ 1994[H6]年12⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 9000円 階建て・階 9階建て 1階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 60.77㎡(約18.38坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓3枚
成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［99073138］

所在地 福岡県那珂川市⼤字⼭⽥399-1   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:城の下 停 徒歩:3分
成約価格 1600万円(登録

価格︓1700万円)

成約坪単価 15.2293万円
(16.1812万円)

⼟地⾯積 公簿347.32㎡(約
105.06坪)

⽤途地域 無指定 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30⽇］ 物件番号［99018254］

所在地 福岡県福岡市東区箱崎５丁⽬11 のむら⾙塚ガーデンシティ 六番館  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線⾙塚駅 徒歩:10分  駅までmap 

⻄⽇本鉄道⾙塚線⾙塚駅 徒歩:10分  駅までmap 

福岡市箱崎線箱崎九⼤前駅 徒歩:16分  駅までmap

成約価格 1680万円(登録
価格︓1780万円)

築年⽉ 1991[H3]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 14950円 階建て・階 15階建て 7階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯73.55㎡(約22.25坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓4枚
成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］物件番号［99023245］
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成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［99023245］
所在地 福岡県福岡市城南区七隈３丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線⾦⼭駅 徒歩:8分
成約価格 1900万円(登録

価格︓2000万円)

成約坪単価 57.5234万円
(60.551万円)

⼟地⾯積 公簿109.18㎡(約
33.03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︓14枚  シータ︓5枚  3SLDK

成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［98984274］
所在地 福岡県福岡市早良区荒江２丁⽬8-22 スコーレ荒江 204  map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:荒江四⾓(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分 

福岡市空港線⻄新駅 徒歩:21分  駅までmap 

福岡市七隈線⾦⼭駅 徒歩:24分  駅までmap

成約価格 2190万円(登録
価格︓2190万円)

築年⽉ 1979[S54]年11⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 19000円 階建て・階 4階建て 2階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯97.89㎡(約29.61坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓43枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［99031477］

所在地 福岡県福岡市東区⻄⼾崎２丁⽬1-30 モントーレブルー・ラ・メールFukuoka・キャビン棟  map 

周辺検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線⻄⼾崎駅 徒歩:6分  駅までmap 

⾹椎線海ノ中道駅 徒歩:39分  駅までmap

成約価格 2330万円(登録
価格︓2350万円)

築年⽉ 2007[H19]年01⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 16600円 階建て・階 14階建て 6階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯84.81㎡(約25.66坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓17枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［99035495］

所在地 福岡県古賀市花⾒南３丁⽬26-18   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線千⿃駅 徒歩:19分  駅までmap

成約価格 2590万円(登録
価格︓2590万円)

築年⽉ 2021[R3]年01⽉ ⼟地⾯積 実測198.15㎡(約
59.94坪)

建物⾯積 98.64㎡(約29.84

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︓4枚  5LDK

成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［99032220］
所在地 福岡県宗像市広陵台３丁⽬3-9 (地番: 3-9)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:広陵台児童公園前(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 2630万円(登録

価格︓2650万円)

築年⽉ 2014[H26]年02⽉ ⼟地⾯積 公簿266.75㎡(約
80.69坪)

建物⾯積 143㎡(約43.26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）新築⼀⼾建 画像︓6枚  4LDK

成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［99006394］
所在地 福岡県福岡市東区⾹椎駅東４丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線⾹椎駅 徒歩:23分 

バス:⼋尻(⻄鉄バス) 停 徒歩:11分
成約価格 2930万円(登録

価格︓2930万円)

築年⽉ 2021[R3]年01⽉ ⼟地⾯積 公簿207.24㎡(約
62.69坪)

建物⾯積 108.05㎡(約32.69

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 ⽊造
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 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓5枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉30⽇］ 物件番号［99050240］

所在地 福岡県福岡市東区⾹椎照葉３丁⽬1-1 オーヴィジョン照葉アクアテラス  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:24分  駅までmap 

バス:アイランドシティ中央公園前(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
成約価格 3900万円(登録

価格︓3990万円)

築年⽉ 2015[H27]年10⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 16200円 階建て・階 14階建て 13階部
分

駐⾞場 空有

専有⾯積 壁芯92.24㎡(約27.90坪)
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