
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11⽇ ~ 2021年4⽉11⽇)

検索結果19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︓15枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99081306］

所在地 福岡県福岡市中央区福浜２丁⽬ ⻄公園下住宅七号棟  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線唐⼈町駅 徒歩:8分  駅までmap

成約価格 800万円(登録
価格︓880万円)

築年⽉ 1971[S46]年11⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 14000円 階建て・階 5階建て 5階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 61.23㎡(約18.52坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓17枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99075797］

所在地 福岡県福岡市東区唐原３丁⽬ エイルスクエア⾹住ヶ丘東  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道⾙塚線唐の原駅 徒歩:6分  駅までmap 

⿅児島本線九産⼤前駅 徒歩:10分  駅までmap

成約価格 1390万円(登録
価格︓1390万円)

築年⽉ 1997[H9]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 24630円 階建て・階 8階建て 3階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 72.43㎡(約21.91坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓1枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99053639］

所在地 福岡県福岡市⻄区福重４丁⽬20-12 グラン・コート新室⾒  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線姪浜駅 徒歩:20分  駅までmap 

バス:福重三丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
成約価格 1580万円(登録

価格︓1690万円)

築年⽉ 1994[H6]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 18800円 階建て・階 6階建て 4階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯69.58㎡(約21.05坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓10枚  5LDK

成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99047626］
所在地 福岡県糟屋郡須惠町⼤字上須惠   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線新原駅 徒歩:23分  駅までmap 

⾹椎線須恵中央駅 徒歩:18分  駅までmap 

⾹椎線宇美駅 徒歩:37分  駅までmap

成約価格 1700万円(登録
価格︓1780万円)

築年⽉ 1995[H7]年01⽉ ⼟地⾯積 公簿221.64㎡(約
67.05坪)

建物⾯積 136.33㎡(約41.24

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 無指定

建物構造 ⽊造

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓5枚
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99033735］

所在地 福岡県福岡市東区⼤岳３丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:久保（福岡市）(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分 

⾹椎線⻄⼾崎駅 徒歩:25分
成約価格 1740万円(登録

価格︓1750万円)

成約坪単価 20.4633万円
(20.5809万円)

⼟地⾯積 公簿281.1㎡(約
85.03坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 50％・80％

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001232391
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001232391
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001232391
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001232391
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.595700053619,130.36699999593+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.595700053619,130.36699999593/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%94%90%E4%BA%BA%E7%94%BA%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001225509
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001225509
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001225509
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001225509
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.678100053675,130.43699999624+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.678100053675,130.43699999624/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%89%84%E9%81%93%E8%B2%9D%E5%A1%9A%E7%B7%9A%E5%94%90%E3%81%AE%E5%8E%9F%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.678100053675,130.43699999624/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E4%B9%9D%E7%94%A3%E5%A4%A7%E5%89%8D%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001191574
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001191574
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001191574
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001191574
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.571790361647,130.3236580124+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.571790361647,130.3236580124/%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=000001183894
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001183894
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001183894
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001183894
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.588837314076,130.51795127457+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.588837314076,130.51795127457/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E6%96%B0%E5%8E%9F%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.588837314076,130.51795127457/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E9%A0%88%E6%81%B5%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.588837314076,130.51795127457/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E5%AE%87%E7%BE%8E%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001166287
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001166287
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001166287
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001166287
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%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E5%B2%B3%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);


 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓15枚  シータ︓6枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99037747］

所在地 福岡県太宰府市都府楼南１丁⽬5-23 グリーンマンションラフィネ都府楼Ⅱ 601  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線都府楼前駅 徒歩:7分  駅までmap 

⿅児島本線都府楼南駅 徒歩:11分  駅までmap 

バス:都府楼前駅(⻄鉄バス) 停 徒歩:8分
成約価格 1960万円(登録

価格︓1960万円)

築年⽉ 1999[H11]年06⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 22378円 階建て・階 7階建て 6階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯74.44㎡(約22.52坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓20枚  シータ︓6枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99061116］

所在地 福岡県太宰府市都府楼南１丁⽬5-23 グリーンマンションラフィネ都府楼Ⅱ 601  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線都府楼前駅 徒歩:10分  駅までmap 

⿅児島本線都府楼南駅 徒歩:11分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄⼆⽇市駅 徒歩:25分  駅までmap

成約価格 1960万円(登録
価格︓1960万円)

築年⽉ 1999[H11]年06⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 22378円 階建て・階 7階建て 6階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯74.44㎡(約22.52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04⽉11⽇］ 物件番号［99038152］

所在地 福岡県筑紫野市光が丘４丁⽬ アンピール光が丘壱番館  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線津古駅 徒歩:12分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線筑紫駅 徒歩:25分  駅までmap 

⿅児島本線原⽥駅 徒歩:28分  駅までmap

成約価格 2000万円(登録
価格︓2099万円)

築年⽉ 1997[H9]年11⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 11900円 階建て・階 9階建て 6階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯82.32㎡(約24.90坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓18枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99039281］

所在地 福岡県福岡市東区⻄⼾崎３丁⽬5-14 (地番: 92-452)   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 2200万円(登録
価格︓2390万円)

築年⽉ 2010[H22]年03⽉ ⼟地⾯積 実測200.01㎡(約
60.50坪)

建物⾯積 130.38㎡(約39.44

坪)

建・容率 80％・200％ ⽤途地域 準⼯業

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓18枚  4LDK

成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99064681］
所在地 福岡県福岡市東区⻄⼾崎３丁⽬5-14 (地番: 92-452)   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 2200万円(登録
価格︓2390万円)

築年⽉ 2010[H22]年03⽉ ⼟地⾯積 実測200.01㎡(約
60.50坪)

建物⾯積 130.38㎡(約39.44

坪)

建・容率 80％・200％ ⽤途地域 準⼯業

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓5枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99007548］

所在地 福岡県福岡市⻄区室⾒が丘３丁⽬29-4   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:室⾒が丘⻄(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001171412
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001171412
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javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.509789052049,130.50449304918/%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%83%BD%E5%BA%9C%E6%A5%BC%E5%89%8D%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.509789052049,130.50449304918/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E9%83%BD%E5%BA%9C%E6%A5%BC%E5%8D%97%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001205565
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001205565
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001205565
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001205565
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.509789052049,130.50449304918+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.509789052049,130.50449304918/%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%83%BD%E5%BA%9C%E6%A5%BC%E5%89%8D%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.509789052049,130.50449304918/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E9%83%BD%E5%BA%9C%E6%A5%BC%E5%8D%97%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.509789052049,130.50449304918/%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%A5%BF%E9%89%84%E4%BA%8C%E6%97%A5%E5%B8%82%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001171864
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001171864
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001171864
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001171864
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.450560250782,130.55965789508+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.450560250782,130.55965789508/%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%B4%A5%E5%8F%A4%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.450560250782,130.55965789508/%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%AD%91%E7%B4%AB%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.450560250782,130.55965789508/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%8E%9F%E7%94%B0%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001173291
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001173291
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001173291
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001173291
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.647241168471,130.35669629434+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.647241168471,130.35669629434/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E6%88%B8%E5%B4%8E%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.647241168471,130.35669629434/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E6%B5%B7%E3%83%8E%E4%B8%AD%E9%81%93%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001210535
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001210535
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001210535
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001210535
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.647241168471,130.35669629434+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.647241168471,130.35669629434/%E9%A6%99%E6%A4%8E%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E6%88%B8%E5%B4%8E%E9%A7%85
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成約価格 2240万円(登録
価格︓2240万円)

築年⽉ 2006[H18]年03⽉ ⼟地⾯積 公簿213.46㎡(約
64.57坪)

建物⾯積 108.47㎡(約32.81

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  2SLDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99058386］

所在地 福岡県筑紫野市⼤字俗明院 アソシアテラス筑紫野  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線天拝⼭駅 徒歩:8分 

⻄鉄天神⼤牟⽥線朝倉街道駅 徒歩:12分
成約価格 2280万円(登録

価格︓2280万円)

築年⽉ 2013[H25]年09⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 10900円 階建て・階 14階建て 9階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯72.7㎡(約21.99坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓19枚  3SLDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99070947］

所在地 福岡県福岡市南区⾼宮５丁⽬9-11 (地番: 120番) ⾼宮アーバンライフ  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 徒歩:3分 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄平尾駅 徒歩:15分 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 徒歩:21分
成約価格 2380万円(登録

価格︓2380万円)

築年⽉ 1971[S46]年10⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 26340円 階建て・階 7階建て 4階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯84.5㎡(約25.56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04⽉11⽇］ 物件番号［99050542］
所在地 福岡県福岡市東区⾹椎照葉３丁⽬1 (地番: 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:22分  駅までmap 

⻄⽇本鉄道⾙塚線名島駅 徒歩:40分  駅までmap

成約価格 2650万円(登録
価格︓2699万円)

築年⽉ 2015[H27]年09⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 13700円 階建て・階 14階建て 6階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯69.52㎡(約21.03坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓15枚  シータ︓9枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99073640］

所在地 福岡県福岡市南区井尻２丁⽬ D´レスティア井尻  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線井尻駅 徒歩:5分  駅までmap 

⿅児島本線笹原駅 徒歩:7分  駅までmap

成約価格 2680万円(登録
価格︓2680万円)

築年⽉ 2006[H18]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 15280円 階建て・階 9階建て 8階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯77.94㎡(約23.58坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓20枚  シータ︓7枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99064175］

所在地 福岡県福岡市⻄区⽣松台２丁⽬39-5   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:野⽅台(⻄鉄バス) 停 徒歩:6分
成約価格 3040万円(登録

価格︓3080万円)

築年⽉ 1991[H3]年09⽉ ⼟地⾯積 公簿192.07㎡(約
58.10坪)

建物⾯積 119.24㎡(約36.07

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︓1枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99059523］

所在地 福岡県福岡市東区⾹椎照葉３丁⽬ アイランドタワースカイクラブ Ｂ  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線千早駅 バス:21分 アイランドシティ照葉(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
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成約価格 4400万円(登録
価格︓4500万円)

築年⽉ 2008[H20]年07⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 30900円 階建て・階 41階建て 30階部
分

駐⾞場 空有

専有⾯積 壁芯118.35㎡(約35.80坪)

 【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04⽉11⽇］ 物件番号［98742796］

所在地 福岡県福岡市早良区室⾒１丁⽬3番4 (地番: 3番地7) ネクサス室⾒ 602  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線室⾒駅 徒歩:2分  駅までmap 

バス:室⾒⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
成約価格 4890万円(登録

価格︓4890万円)

築年⽉ 2013[H25]年07⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 18200円 階建て・階 14階建て 6階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯93.69㎡(約28.34坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓9枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉11⽇］ 物件番号［99077476］

所在地 福岡県福岡市南区市崎２丁⽬2-20   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:12分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 徒歩:14分  駅までmap 

福岡市七隈線薬院駅 徒歩:23分  駅までmap

成約価格 8500万円(登録
価格︓8540万円)

築年⽉ 2021[R3]年08⽉ ⼟地⾯積 170.52㎡(約51.58

坪)

建物⾯積 135.58㎡(約41.01

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 ⽊造
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