
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4⽉8⽇ ~ 2021年4⽉8⽇)

検索結果9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︓2枚
成約登録⽇時［2021年04⽉08⽇］ 物件番号［98959890］

所在地 福岡県福岡市南区柏原２丁⽬ (地番: 1372-2)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:福岡海星⼥⼦学院前(⻄鉄バス) 停 徒歩:7分
成約価格 500万円(登録

価格︓780万円)

成約坪単価 10.3114万円
(16.0857万円)

⼟地⾯積 公簿160.29㎡(約
48.49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︓2枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉08⽇］ 物件番号［99058988］

所在地 福岡県福岡市東区名島２丁⽬ 名島コーポ 503  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道⾙塚線名島駅 徒歩:8分 

⻄⽇本鉄道⾙塚線⾙塚駅 徒歩:18分 

福岡市箱崎線⾙塚駅 徒歩:18分
成約価格 590万円(登録

価格︓590万円)

築年⽉ 1974[S49]年08⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 15250円 階建て・階 6階建て 5階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 50.29㎡(約15.21坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓3枚
成約登録⽇時［2021年04⽉08⽇］ 物件番号［99073824］

所在地 福岡県福岡市早良区⻄⼊部１丁⽬ (地番: 185-1他2筆)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:⾦武中学校前(⻄鉄バス) 停 徒歩:10分
成約価格 750万円(登録

価格︓763.1万円)

成約坪単価 4.9141万円(5万円) ⼟地⾯積 公簿504.54㎡(約
152.62坪)

⽤途地域 無指定 地⽬ 雑種地 建・容率 40％・50％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓14枚  2LDK

成約登録⽇時［2021年04⽉08⽇］ 物件番号［98925091］
所在地 福岡県福岡市⻄区福重３丁⽬38-1 エバーライフ新室⾒ 112  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線橋本駅 徒歩:23分  駅までmap 

筑肥線姪浜駅 徒歩:27分  駅までmap 

バス:⽯丸⼆丁⽬［都市⾼下］(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 1350万円(登録

価格︓1380万円)

築年⽉ 1983[S58]年10⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 14610円 階建て・階 7階建て 1階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯58.24㎡(約17.62坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓8枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉08⽇］ 物件番号［99065493］

所在地 福岡県福岡市中央区⼩笹５丁⽬3-14 ベルヴィル南公園 401  map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:⼩笹南⼝(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分 

福岡市七隈線桜坂駅 徒歩:22分  駅までmap 

福岡市七隈線薬院⼤通駅 徒歩:22分  駅までmap

成約価格 1450万円(登録
価格︓1500万円)

築年⽉ 1988[S63]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 22540円 階建て・階 5階建て 4階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯67.27㎡(約20.35坪)

 【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04⽉08⽇］ 物件番号［99049525］
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所在地 福岡県福岡市博多区⻘⽊１丁⽬17-1 エバーライフ東平尾公園Ⅱ  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線福岡空港駅 徒歩:16分  駅までmap

成約価格 1500万円(登録
価格︓1500万円)

築年⽉ 1995[H7]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 11080円 階建て・階 8階建て 7階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯64.39㎡(約19.48坪)

 【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04⽉08⽇］ 物件番号［98819114］

所在地 福岡県福岡市中央区輝国２丁⽬24-16   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線六本松駅 徒歩:13分  駅までmap 

バス:笹丘⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:6分
成約価格 2000万円(登録

価格︓2000万円)

築年⽉ 1980[S55]年09⽉ ⼟地⾯積 公簿241.93㎡(約
73.18坪)

建物⾯積 106.82㎡(約32.31

坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓2枚
成約登録⽇時［2021年04⽉08⽇］ 物件番号［98972823］

所在地 福岡県福岡市南区三宅１丁⽬16-29 (地番: 1035-6)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 徒歩:15分  駅までmap 

バス:三宅⼀丁⽬(⻄鉄) 停 徒歩:3分
成約価格 2010万円(登録

価格︓2310万円)

成約坪単価 28.7142万円(33万
円)

⼟地⾯積 公簿231.4㎡(約
70.00坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 50％・80％

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓6枚
成約登録⽇時［2021年04⽉08⽇］ 物件番号［98995873］

所在地 福岡県糟屋郡久⼭町⼤字⼭⽥ (地番: 1633)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:古賀橋トリアス前(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 3300万円(登録

価格︓3500万円)

成約坪単価 11.4131万円
(12.1048万円)

⼟地⾯積 公簿955.85㎡(約
289.14坪)

⽤途地域 ⼆種低層 地⽬ 宅地 建・容率 60％・80％
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