
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31⽇ ~ 2021年3⽉31⽇)

検索結果33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︓9枚  1K  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［98873738］

所在地 福岡県福岡市南区三宅３丁⽬9-24 フォルム⼤橋 125  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 徒歩:18分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線井尻駅 徒歩:22分  駅までmap 

⿅児島本線⽵下駅 徒歩:38分  駅までmap

成約価格 370万円(登録
価格︓400万円)

築年⽉ 1990[H2]年06⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 10700円 階建て・階 4階建て 2階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯18.48㎡(約5.59坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓7枚  1K  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99035537］

所在地 福岡県福岡市早良区祖原29-27 フォルム⻄新  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線⻄新駅 徒歩:8分  駅までmap 

福岡市空港線藤崎駅 徒歩:11分  駅までmap 

福岡市七隈線別府駅 徒歩:23分  駅までmap

成約価格 370万円(登録
価格︓380万円)

築年⽉ 1990[H2]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 11700円 階建て・階 4階建て 4階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯19.8㎡(約5.99坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓11枚  ワンルーム  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［98488906］

所在地 福岡県福岡市東区箱崎２丁⽬ パンルネックスクリスタル九⼤前  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線箱崎宮前駅 徒歩:4分  駅までmap 

JR⿅児島本線『箱崎』駅徒歩9分
成約価格 430万円(登録

価格︓450万円)

築年⽉ 1996[H8]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 10910円 階建て・階 9階建て 4階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯20.94㎡(約6.33坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓17枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99054135］

所在地 福岡県那珂川市⼤字別所   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:京団地(かわせみバス) 停 徒歩:3分
成約価格 500万円(登録

価格︓780万円)

築年⽉ 1975[S50]年10⽉ ⼟地⾯積 公簿154.83㎡(約
46.84坪)

建物⾯積 76.18㎡(約23.04

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 無指定

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︓8枚  1K  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99006634］

所在地 福岡県福岡市博多区美野島１丁⽬18-8 エステートモア博多グラン  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線博多駅 徒歩:19分  駅までmap 

東海道・⼭陽新幹線博多駅 徒歩:19分  駅までmap 

博多南線博多駅 徒歩:19分  駅までmap 

⻄鉄バス「美野島」バス停 5分
成約価格 540万円(登録 築年⽉ 1995[H7]年10⽉ 建物構造 ＳＲＣ
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価格︓540万円)

管理費等 9000円 階建て・階 14階建て 9階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯20.88㎡(約6.32坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓1枚  3DK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99070884］

所在地 福岡県⼤野城市下⼤利団地22 下⼤利団地 22棟  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線下⼤利駅 徒歩:5分  駅までmap 

バス:下⼤利駅(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 580万円(登録

価格︓580万円)

築年⽉ 1975[S50]年04⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 11550円 階建て・階 5階建て 2階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯58.89㎡(約17.81坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓3枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99062775］

所在地 福岡県福岡市博多区那珂１丁⽬35-33 東峰マンション⽵下 506  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線⽵下駅 徒歩:7分  駅までmap 

バス:宮園(⻄鉄バス) 停 徒歩:6分
成約価格 680万円(登録

価格︓680万円)

築年⽉ 1987[S62]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 14300円 階建て・階 5階建て 5階部分 駐⾞場 近隣確保
専有⾯積 壁芯59.53㎡(約18.01坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓5枚  1DK  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［98596458］

所在地 福岡県福岡市⻄区姪の浜４丁⽬1-23 ピュアドームアリエス姪浜  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線姪浜駅 徒歩:6分  駅までmap

成約価格 800万円(登録
価格︓830万円)

築年⽉ 2004[H16]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 6000円 階建て・階 10階建て 7階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯24.5㎡(約7.41坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓21枚  4LDK

成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［98737752］
所在地 福岡県宗像市稲元７丁⽬12-18   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線⾚間駅 徒歩:32分  駅までmap 

⿅児島本線⾚間駅 バス:7分 ⽇焼原(⻄鉄バス) 停 徒歩:8分  駅までmap

成約価格 800万円(登録
価格︓1380万円)

築年⽉ 1998[H10]年02⽉ ⼟地⾯積 公簿200.17㎡(約
60.55坪)

建物⾯積 118.38㎡(約35.81

坪)

建・容率 40％・60％ 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︓3枚  3LDK

成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99061105］
所在地 福岡県⽷島市神在⻄３丁⽬ JGMヴェルデ加布⾥駅前  map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑肥線加布⾥駅 徒歩:2分
成約価格 980万円(登録

価格︓980万円)

築年⽉ 1996[H8]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 19080円 階建て・階 9階建て 3階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯73.44㎡(約22.22坪)
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 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓12枚  シータ︓3枚  2DK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［98961022］

所在地 福岡県福岡市南区野間２丁⽬ ライオンズマンション筑紫丘  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 徒歩:14分 

バス:神⽥町(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 1250万円(登録

価格︓1250万円)

築年⽉ 1990[H2]年11⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 13820円 階建て・階 6階建て 4階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯51.29㎡(約15.52坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓2枚
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99057503］

所在地 福岡県糟屋郡篠栗町⼤字和⽥793-18   map  周辺検索
沿線・駅・交通 篠栗線⾨松駅 徒歩:12分  駅までmap 

バス:脇⽥(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 1250万円(登録

価格︓1250万円)

成約坪単価 24.7377万円
(24.7377万円)

⼟地⾯積 公簿167.05㎡(約
50.53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︓7枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99001603］

所在地 福岡県福岡市東区⾹椎浜２丁⽬5番2号 ふよう⾹椎浜ハイツ5-2棟 208  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道⾙塚線⻄鉄千早駅 バス:11分 ⾹椎浜三丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分  駅までmap

成約価格 1330万円(登録
価格︓1350万円)

築年⽉ 1984[S59]年11⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 18450円 階建て・階 10階建て 2階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯92.56㎡(約28.00坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓21枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99036007］

所在地 福岡県福岡市南区花畑３丁⽬40-24 ホルトハイム花畑Ⅱ 410  map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:花畑⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 1500万円(登録

価格︓1600万円)

築年⽉ 1996[H8]年07⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 16100円 階建て・階 7階建て 4階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯80.36㎡(約24.31坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓4枚  5SLDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99072441］

所在地 福岡県春⽇市天神⼭３丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 博多南線博多南駅 バス:9分 ⼤⼟居(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 1680万円(登録

価格︓1780万円)

築年⽉ 1986[S61]年07⽉ ⼟地⾯積 公簿202.29㎡(約
61.19坪)

建物⾯積 119.22㎡(約36.06

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︓3枚  1LDK  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99046297］

所在地 福岡県福岡市中央区渡辺通１丁⽬ アソシアグロッツォ天神ザ・ガーデン 906  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線渡辺通駅 徒歩:3分  駅までmap

成約価格 1850万円(登録
価格︓1900万円)

築年⽉ 2010[H22]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 7500円 階建て・階 12階建て 9階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯34.41㎡(約10.41坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓26枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］物件番号［99028147］
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成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99028147］
所在地 福岡県福岡市東区塩浜１丁⽬1-5 エイルヴィラクレアテュール和⽩  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道⾙塚線和⽩駅 徒歩:14分  駅までmap 

⾹椎線和⽩駅 徒歩:13分  駅までmap 

バス:塩浜［福岡市］(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
成約価格 1950万円(登録

価格︓1980万円)

築年⽉ 1998[H10]年07⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 10920円 階建て・階 11階建て 5階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯92.4㎡(約27.95坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓15枚  2DK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99060013］

所在地 福岡県福岡市早良区百道２丁⽬9-5 アトリーチェ藤崎  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線藤崎駅 徒歩:2分  駅までmap

成約価格 1980万円(登録
価格︓1980万円)

築年⽉ 1999[H11]年05⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 20080円 階建て・階 10階建て 8階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯50.32㎡(約15.22坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓21枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99065887］

所在地 福岡県福岡市⻄区下⼭⾨１丁⽬ アメックス姪浜  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線姪浜駅 徒歩:11分  駅までmap

成約価格 1980万円(登録
価格︓1980万円)

築年⽉ 1993[H5]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 16480円 階建て・階 4階建て 4階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 55.8㎡(約16.88坪)

 【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03⽉31⽇］ 物件番号［99071479］

所在地 福岡県福岡市東区多々良１丁⽬ シティライフ多々良リバーサイド 209  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線⼟井駅 徒歩:21分 

⾹椎線舞松原駅 徒歩:25分 

⾹椎線⾹椎神宮駅 徒歩:38分
成約価格 1980万円(登録

価格︓1980万円)

築年⽉ 2003[H15]年01⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 16860円 階建て・階 8階建て 2階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 81.15㎡(約24.55坪)
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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31⽇ ~ 2021年3⽉31⽇)

検索結果33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03⽉31⽇］ 物件番号［98949310］

所在地 福岡県福岡市城南区友丘５丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線⾦⼭駅 徒歩:16分 

⻄鉄バス「友泉亭」停徒歩８分（約６００ｍ）
成約価格 2100万円(登録

価格︓2190万円)

成約坪単価 35.0175万円
(36.5182万円)

⼟地⾯積 公簿198.24㎡(約
59.97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︓18枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99044726］

所在地 福岡県福岡市博多区⻄⽉隈３丁⽬2-21 アンピール空港南  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線笹原駅 徒歩:35分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線井尻駅 徒歩:37分  駅までmap

成約価格 2180万円(登録
価格︓2180万円)

築年⽉ 2007[H19]年08⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 11760円 階建て・階 10階建て 4階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯71.25㎡(約21.55坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓5枚
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99027237］

所在地 福岡県太宰府市三条１丁⽬5-24   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:14分  駅までmap

成約価格 2260万円(登録
価格︓2260万円)

成約坪単価 16.3827万円
(16.3827万円)

⼟地⾯積 456.03㎡(約
137.95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︓21枚  3LDK

成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99073374］
所在地 福岡県福岡市南区寺塚１丁⽬ トラスト野間⼤池公園レジデンス  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 バス:9分 ⻑住⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
成約価格 2850万円(登録

価格︓2890万円)

築年⽉ 2020[R2]年01⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 10900円 階建て・階 12階建て 6階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯69.13㎡(約20.91坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓6枚
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99023414］

所在地 福岡県福岡市東区⻄⼾崎５丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線⻄⼾崎駅 徒歩:15分
成約価格 3200万円(登録

価格︓3600万円)

成約坪単価 7.413万円(8.3397

万円)

⼟地⾯積 公簿1427㎡(約
431.67坪)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓6枚
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99001643］
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所在地 福岡県福岡市南区桧原２丁⽬43番15号 (地番: 540番９)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:桧原三ツ⾓(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
成約価格 3300万円(登録

価格︓3300万円)

成約坪単価 49.947万円
(49.947万円)

⼟地⾯積 218.42㎡(約66.07

坪)

⽤途地域 ⼀種住居 地⽬ 宅地 建・容率 60％・200％

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓31枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99026591］

所在地 福岡県糟屋郡志免町志免中央１丁⽬11-3   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線酒殿駅 徒歩:21分  駅までmap 

⾹椎線須恵駅 徒歩:23分  駅までmap 

バス:志免体育館(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 3780万円(登録

価格︓3980万円)

築年⽉ 1998[H10]年09⽉ ⼟地⾯積 公簿301.61㎡(約
91.24坪)

建物⾯積 152.16㎡(約46.03

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種住居

建物構造 軽量鉄⾻

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓1枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99067278］

所在地 福岡県福岡市博多区⻨野１丁⽬ (地番: 30番11)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線雑餉隈駅 徒歩:12分  駅までmap 

⿅児島本線笹原駅 徒歩:16分  駅までmap

成約価格 3799万円(登録
価格︓3799万円)

築年⽉ 2021[R3]年06⽉ ⼟地⾯積 実測112.31㎡(約
33.97坪)

建物⾯積 88.69㎡(約26.83

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︓16枚  3LDK

成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99051285］
所在地 福岡県福岡市中央区荒⼾３丁⽬2-40 アソシアタワー⼤濠ベネフィス  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 

福岡市空港線⼤濠公園駅 徒歩:9分  駅までmap

成約価格 3850万円(登録
価格︓3880万円)

築年⽉ 2005[H17]年03⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 24900円 階建て・階 15階建て 5階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯76.38㎡(約23.10坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓2枚  3LDK

成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99047365］
所在地 福岡県福岡市中央区⿃飼１丁⽬2-19 アーティックス⼤濠 502  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線六本松駅 徒歩:10分  駅までmap 

バス:⿃飼⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
成約価格 3880万円(登録

価格︓3880万円)

築年⽉ 2004[H16]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 21100円 階建て・階 8階建て 5階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯81.12㎡(約24.54坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓1枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99030018］

所在地 福岡県福岡市中央区薬院２丁⽬17-23 グランドメゾン薬院レジデンス  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

成約価格 5780万円(登録
価格︓5980万円)

築年⽉ 2017[H29]年07⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 17200円 階建て・階 20階建て 11階部
分

駐⾞場 空無

専有⾯積 壁芯71.83㎡(約21.73坪)
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 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓50枚  3SLDK
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99070830］

所在地 福岡県福岡市中央区今川１丁⽬ グランドメゾン⼤濠公園２０１５  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線唐⼈町駅 徒歩:3分  駅までmap 

福岡市七隈線六本松駅 徒歩:19分  駅までmap 

⻄鉄バス「唐⼈町」停徒歩５分（３８０ｍ）
成約価格 6150万円(登録

価格︓6300万円)

築年⽉ 2015[H27]年05⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 22490円 階建て・階 7階建て 2階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 83.87㎡(約25.37坪)

 【成約売住宅以外建物全部】（成約）マンション 画像︓3枚  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年03⽉31⽇］ 物件番号［99010018］

所在地 福岡県福岡市早良区城⻄３丁⽬ (地番: 315)  エスポワール城⻄  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線⻄新駅 徒歩:8分  駅までmap 

福岡市七隈線別府駅 徒歩:17分  駅までmap 

福岡市七隈線茶⼭駅 徒歩:24分  駅までmap

成約価格 13500万円(登
録価格︓15555万
円)

築年⽉ 1988[S63]年04⽉ ⼟地⾯積 公簿340.49㎡(約
103.00坪)

建物⾯積 540.08㎡(約
163.37坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼆種中⾼層

建物構造 ＲＣ
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