
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13⽇ ~ 2021年4⽉13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︓9枚
成約登録⽇時［2021年04⽉13⽇］ 物件番号［99054920］

所在地 福岡県宗像市神湊1268番239   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:道の駅むなかた(⻄鉄バス) 停 徒歩:11分
成約価格 150万円(登録

価格︓375万円)

成約坪単価 1.5994万円
(3.9987万円)

⼟地⾯積 公簿310㎡(約
93.78坪)

⽤途地域 地⽬ 雑種地 建・容率 ・

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓9枚  4DK
成約登録⽇時［2021年04⽉13⽇］ 物件番号［98980372］

所在地 福岡県糟屋郡篠栗町⼤字篠栗2311-1 (地番: 2308番1その他4筆)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 篠栗線筑前⼭⼿駅 徒歩:5分  駅までmap 

篠栗線城⼾南蔵院前駅 徒歩:24分  駅までmap 

バス:⼭⼿(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 398万円(登録

価格︓398万円)

築年⽉ 1980[S55]年07⽉ ⼟地⾯積 公簿526.75㎡(約
159.34坪)

建物⾯積 92.74㎡(約28.05

坪)

建・容率 ・ ⽤途地域 無指定

建物構造 ⽊造

 【成約売住宅以外建物全部】（成約）店舗付き住宅 画像︓10枚  4DK

成約登録⽇時［2021年04⽉13⽇］ 物件番号［99069097］
所在地 福岡県糟屋郡篠栗町⼤字篠栗2311-1 (地番: 2308番1その他4筆)  篠栗⼾建  map  周辺検索
沿線・駅・交通 篠栗線筑前⼭⼿駅 徒歩:5分  駅までmap 

篠栗線城⼾南蔵院前駅 徒歩:24分  駅までmap 

バス:⼭⼿(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 398万円(登録

価格︓398万円)

築年⽉ 1980[S55]年07⽉ ⼟地⾯積 公簿526.75㎡(約
159.34坪)

建物⾯積 92.74㎡(約28.05

坪)

建・容率 ・ 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︓17枚  1K  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年04⽉13⽇］ 物件番号［98850899］

所在地 福岡県福岡市中央区平尾４丁⽬5番3号 エステート・モア・平尾⼭荘通り  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:7分  駅までmap 

⻄鉄バス【⼭荘通停】徒歩 1分
成約価格 640万円(登録

価格︓640万円)

築年⽉ 1994[H6]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 6600円 階建て・階 11階建て 2階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯20.52㎡(約6.21坪)

 【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04⽉13⽇］ 物件番号［98908627］

所在地 福岡県福岡市博多区店屋町2-32 アレクサス ラ・クラシコ  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩:5分  駅までmap 

福岡市空港線中洲川端駅 徒歩:8分  駅までmap 

バス:呉服町(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 1160万円(登録

価格︓1160万円)

築年⽉ 2007[H19]年07⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 9300円 階建て・階 12階建て 11階部 駐⾞場 空無
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分
専有⾯積 壁芯24㎡(約7.26坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓1枚  3LDK  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年04⽉13⽇］ 物件番号［99077249］

所在地 福岡県福岡市東区箱崎５丁⽬ 野村⾙塚ガーデンシシティー3番館  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線⾙塚駅 徒歩:6分 

⻄⽇本鉄道⾙塚線⾙塚駅 徒歩:6分
成約価格 1300万円(登録

価格︓1300万円)

築年⽉ 1989[H1]年08⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 17000円 階建て・階 15階建て 2階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 70.23㎡(約21.24坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓3枚
成約登録⽇時［2021年04⽉13⽇］ 物件番号［99009342］

所在地 福岡県宗像市城⻄ヶ丘２丁⽬ (地番: 15-18・15-23)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:ネオポリス⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 1700万円(登録

価格︓1880万円)

成約坪単価 10.7868万円
(11.9289万円)

⼟地⾯積 公簿521㎡(約
157.60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︓15枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉13⽇］ 物件番号［99071395］

所在地 福岡県福岡市南区花畑４丁⽬10-1 モントーレグランシェル  map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:花畑⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 バス:16分 花畑⼆丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分  駅までmap

成約価格 2350万円(登録
価格︓2380万円)

築年⽉ 2017[H29]年06⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 12700円 階建て・階 8階建て 5階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯69.13㎡(約20.91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04⽉13⽇］ 物件番号［99036353］

所在地 福岡県福岡市中央区平尾４丁⽬11-16 東急ドエル・プレステージ平尾  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:11分  駅までmap 

バス:南⼭荘通り(⻄鉄バス) 停 徒歩:6分
成約価格 4900万円(登録

価格︓4980万円)

築年⽉ 1997[H9]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 36307円 階建て・階 6階建て 5階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯107.55㎡(約32.53坪)
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