
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26⽇ ~ 2021年4⽉26⽇)

検索結果31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︓1枚
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［98846245］

所在地 福岡県福岡市南区⽫⼭４丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⾼宮駅 バス:14分 ⽫⼭四丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:1分
成約価格 200万円(登録

価格︓300万円)

成約坪単価 10万円(15万円) ⼟地⾯積 公簿66.11㎡(約
20.00坪)

⽤途地域 ⼀種住居 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︓9枚  1K  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［98945260］

所在地 福岡県福岡市南区三宅３丁⽬14-22 エステート・モア⻄⼤橋  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 徒歩:14分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線井尻駅 徒歩:20分  駅までmap 

⿅児島本線⽵下駅 徒歩:34分  駅までmap

成約価格 300万円(登録
価格︓350万円)

築年⽉ 1990[H2]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 8800円 階建て・階 5階建て 2階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯21.14㎡(約6.39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26⽇］ 物件番号［99066713］

所在地 福岡県福岡市東区箱崎１丁⽬37-20 エスポワール箱崎Ⅲ 303  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市箱崎線箱崎宮前駅 徒歩:7分  駅までmap 

⿅児島本線箱崎駅 徒歩:8分  駅までmap 

福岡市箱崎線箱崎九⼤前駅 徒歩:12分  駅までmap

成約価格 435万円(登録
価格︓435万円)

築年⽉ 1991[H3]年02⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 14900円 階建て・階 11階建て 3階部分 駐⾞場 無
専有⾯積 壁芯26.65㎡(約8.06坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓5枚  シータ︓2枚
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99080871］

所在地 福岡県福津市⼤⽯ (地番: 409)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:⼤⽯下(⻄鉄バス) 停 徒歩:13分
成約価格 480万円(登録

価格︓480万円)

成約坪単価 2.4712万円
(2.4712万円)

⼟地⾯積 公簿642.09㎡(約
194.23坪)

⽤途地域 無指定 地⽬ 宅地 建・容率 70％・200％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓1枚  ワンルーム  オーナーチェンジ
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［98962489］

所在地 福岡県福岡市中央区春吉２丁⽬ モントーレ天神  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線渡辺通駅 徒歩:6分 

福岡市七隈線天神南駅 徒歩:8分 

⻄鉄天神⼤牟⽥線薬院駅 徒歩:9分
成約価格 600万円(登録

価格︓630万円)

築年⽉ 1992[H4]年01⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 5520円 階建て・階 14階建て 3階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯19.72㎡(約5.97坪)

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000872448
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000872448
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000872448
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000872448
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%E5%8D%97%E5%8C%BA%E7%9A%BF%E5%B1%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001024233
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001024233
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001024233
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001024233
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.551530511733,130.43146389212+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.551530511733,130.43146389212/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E5%A4%A7%E6%A9%8B%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.551530511733,130.43146389212/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E4%BA%95%E5%B0%BB%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.551530511733,130.43146389212/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E7%AB%B9%E4%B8%8B%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001213800
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001213800
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001213800
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001213800
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.616837273893,130.42272831044+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.616837273893,130.42272831044/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%AE%B1%E5%B4%8E%E7%B7%9A%E7%AE%B1%E5%B4%8E%E5%AE%AE%E5%89%8D%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.616837273893,130.42272831044/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E7%AE%B1%E5%B4%8E%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.616837273893,130.42272831044/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%AE%B1%E5%B4%8E%E7%B7%9A%E7%AE%B1%E5%B4%8E%E4%B9%9D%E5%A4%A7%E5%89%8D%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001231781
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001231781
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001231781
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001231781
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.805518432428,130.4861605833+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001062292
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001062292
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001062292
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001062292
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%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E6%98%A5%E5%90%89%EF%BC%92%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︓11枚  ワンルーム  オーナーチェンジ

成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［98810479］
所在地 福岡県福岡市中央区桜坂３丁⽬10-38 ダイナコートエスタディオ桜坂  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線桜坂駅 徒歩:1分  駅までmap 

福岡市七隈線六本松駅 徒歩:13分  駅までmap 

福岡市七隈線薬院⼤通駅 徒歩:14分  駅までmap

成約価格 650万円(登録
価格︓650万円)

築年⽉ 1994[H6]年07⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 8000円 階建て・階 8階建て 2階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯20.02㎡(約6.06坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓6枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99055948］

所在地 福岡県福岡市城南区飯倉１丁⽬6-27 ダイアパレス飯倉 406  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線茶⼭駅 徒歩:17分 

福岡市七隈線⾦⼭駅 徒歩:17分 

福岡市七隈線別府駅 徒歩:22分
成約価格 750万円(登録

価格︓750万円)

築年⽉ 1982[S57]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 20160円 階建て・階 4階建て 4階部分 駐⾞場 近隣確保
専有⾯積 壁芯48.87㎡(約14.78坪)

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓10枚  2LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99051650］

所在地 福岡県福岡市⻄区福重３丁⽬ アンピール第五新室⾒  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線橋本駅 徒歩:21分  駅までmap 

福岡市空港線姪浜駅 徒歩:22分  駅までmap 

福岡市空港線室⾒駅 徒歩:31分  駅までmap

成約価格 1150万円(登録
価格︓1300万円)

築年⽉ 1991[H3]年09⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 15258円 階建て・階 10階建て 6階部分 駐⾞場
専有⾯積 53.47㎡(約16.17坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓14枚
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［98972526］

所在地 福岡県太宰府市国分５丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:国分⼩学校前(コミュニティバス) 停 徒歩:1分
成約価格 1190万円(登録

価格︓1190万円)

成約坪単価 13.8921万円
(13.8921万円)

⼟地⾯積 公簿283.16㎡(約
85.66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︓7枚
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［98893719］

所在地 福岡県⽷島市志摩師吉645 (地番: 2)   map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:師吉中(昭和バス) 停 徒歩:4分 

バス:夫婦橋(⽷島市コミュニティバス) 停 徒歩:9分 

筑肥線筑前前原駅 バス:7分 夫婦橋(⽷島市コミュニティバス) 停 徒歩:9分  駅までmap

成約価格 1220万円(登録
価格︓1276万円)

成約坪単価 13.4642万円
(14.0823万円)

⼟地⾯積 公簿299.54㎡(約
90.61坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 畑 建・容率 50％・80％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓8枚  シータ︓3枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99026592］

所在地 福岡県福岡市早良区城⻄１丁⽬8-47 (地番: 158) ハイツ２１ 203号  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線⻄新駅 徒歩:5分  駅までmap 

バス:城⻄⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:2分
成約価格 1330万円(登録

価格︓1450万円)

築年⽉ 1977[S52]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 27636円 階建て・階 7階建て 2階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯71.7㎡(約21.69坪)
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javascript:void(0);
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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%E5%9F%8E%E5%8D%97%E5%8C%BA%E9%A3%AF%E5%80%89%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001189142
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001189142
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001189142
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001189142
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.5688280536,130.32203799635+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.5688280536,130.32203799635/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.5688280536,130.32203799635/%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://google.co.jp/maps/dir/33.5688280536,130.32203799635/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%AE%A4%E8%A6%8B%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001075493
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001075493
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001075493
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001075493
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%A4%AA%E5%AE%B0%E5%BA%9C%E5%B8%82%E5%9B%BD%E5%88%86%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000955779
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000955779
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000955779
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000955779
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.576653066267,130.18011785137+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.576653066267,130.18011785137/%E7%AD%91%E8%82%A5%E7%B7%9A%E7%AD%91%E5%89%8D%E5%89%8D%E5%8E%9F%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001153877
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001153877
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001153877
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001153877
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.581947074152,130.3622944+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.581947074152,130.3622944/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E8%A5%BF%E6%96%B0%E9%A7%85


 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓1枚  シータ︓2枚  4DK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99081067］

所在地 福岡県福岡市⻄区野⽅５丁⽬22-7 (地番: 1062-17)   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

成約価格 1500万円(登録
価格︓1500万円)

築年⽉ 1982[S57]年02⽉ ⼟地⾯積 公簿151.55㎡(約
45.84坪)

建物⾯積 83.92㎡(約25.39

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︓5枚  3LDK

成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99075299］
所在地 福岡県福岡市中央区⼩笹５丁⽬4-67 ダイアパレス植物園南 413  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線桜坂駅 徒歩:28分  駅までmap 

福岡市七隈線薬院⼤通駅 徒歩:25分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄平尾駅 徒歩:19分  駅までmap

成約価格 1600万円(登録
価格︓1600万円)

築年⽉ 1988[S63]年07⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 25100円 階建て・階 10階建て 4階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯88.6㎡(約26.80坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓27枚  4SLDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99018106］

所在地 福岡県⽷島市⼆丈深江   map  周辺検索
沿線・駅・交通 筑肥線筑前深江駅 徒歩:8分 

バス:筑前深江駅前(⽷島市コミュニティバス) 停 徒歩:8分
成約価格 1650万円(登録

価格︓1790万円)

築年⽉ 2000[H12]年12⽉ ⼟地⾯積 200.02㎡(約60.51

坪)

建物⾯積 115.92㎡(約35.07

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︓8枚
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99061811］

所在地 福岡県宗像市⽇の⾥７丁⽬24-7   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線東郷駅 徒歩:20分  駅までmap

成約価格 1650万円(登録
価格︓1698万円)

成約坪単価 16.5万円(16.98万
円)

⼟地⾯積 公簿330.58㎡(約
100.00坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 40％・60％

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓5枚
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99045158］

所在地 福岡県福岡市城南区南⽚江４丁⽬26   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線福⼤前駅 徒歩:27分  駅までmap 

福岡市七隈線七隈駅 徒歩:34分  駅までmap

成約価格 1735万円(登録
価格︓1735万円)

成約坪単価 34.493万円
(34.493万円)

⼟地⾯積 公簿166.27㎡(約
50.30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︓5枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99065010］

所在地 福岡県福岡市早良区有⽥３丁⽬11-7 ＪＧＭエーマス原 205  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線次郎丸駅 徒歩:10分 

福岡市七隈線賀茂駅 徒歩:14分 

福岡市七隈線橋本駅 徒歩:21分
成約価格 2090万円(登録

価格︓2090万円)

築年⽉ 1992[H4]年10⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 15760円 階建て・階 7階建て 2階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯63.74㎡(約19.28坪)

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001232079
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001232079
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001232079
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001232079
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.55043390732,130.30427170581+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.55043390732,130.30427170581/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E6%A9%8B%E6%9C%AC%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001224872
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001224872
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001224872
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001224872
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.56788919246,130.3931330222+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.56788919246,130.3931330222/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E6%A1%9C%E5%9D%82%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.56788919246,130.3931330222/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E8%96%AC%E9%99%A2%E5%A4%A7%E9%80%9A%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.56788919246,130.3931330222/%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%E5%B9%B3%E5%B0%BE%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001143059
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001143059
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001143059
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001143059
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%B3%B8%E5%B3%B6%E5%B8%82%E4%BA%8C%E4%B8%88%E3%80%80%E6%B7%B1%E6%B1%9F
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001206503
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001206503
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001206503
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001206503
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.784565632548,130.53144485829+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.784565632548,130.53144485829/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E6%9D%B1%E9%83%B7%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001180567
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001180567
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001180567
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001180567
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.535739465428,130.37219174175+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.535739465428,130.37219174175/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E7%A6%8F%E5%A4%A7%E5%89%8D%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.535739465428,130.37219174175/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E4%B8%83%E9%9A%88%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001210966
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001210966
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001210966
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001210966
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%97%A9%E8%89%AF%E5%8C%BA%E6%9C%89%E7%94%B0%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);


 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓18枚  3SLDK

成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［98835467］
所在地 福岡県福岡市東区三苫３丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄⽇本鉄道⾙塚線三苫駅 徒歩:11分 

⾹椎線奈多駅 徒歩:22分
成約価格 2380万円(登録

価格︓2400万円)

築年⽉ 2010[H22]年11⽉ ⼟地⾯積 公簿157.24㎡(約
47.57坪)

建物⾯積 91.91㎡(約27.80

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓30枚  4LDK

成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99053497］
所在地 福岡県福岡市城南区⽥島１丁⽬11-4   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線六本松駅 徒歩:14分  駅までmap

成約価格 2680万円(登録
価格︓2680万円)

築年⽉ 1973[S48]年04⽉ ⼟地⾯積 公簿215㎡(約
65.04坪)

建物⾯積 106.63㎡(約32.26

坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

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︓26枚  4LDK

成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［98941675］
所在地 福岡県福岡市早良区南庄３丁⽬ ロワールティアラ室⾒  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線室⾒駅 徒歩:15分 

筑肥線姪浜駅 徒歩:25分 

福岡市空港線姪浜駅 徒歩:25分
成約価格 2690万円(登録

価格︓2700万円)

築年⽉ 2003[H15]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 28220円 階建て・階 4階建て 2階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯84.53㎡(約25.57坪)

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000862796
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000862796
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000862796
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000862796
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%E4%B8%89%E8%8B%AB%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001191374
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001191374
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001191374
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001191374
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.570727444895,130.373440027+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.570727444895,130.373440027/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9D%BE%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001019604
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001019604
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001019604
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001019604
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%97%A9%E8%89%AF%E5%8C%BA%E5%8D%97%E5%BA%84%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);


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26⽇ ~ 2021年4⽉26⽇)

検索結果31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︓18枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99055377］

所在地 福岡県福岡市博多区吉塚５丁⽬ アンピール吉塚Ⅱ 203  map  周辺検索
沿線・駅・交通 篠栗線吉塚駅 徒歩:10分 

⿅児島本線吉塚駅 徒歩:10分 

福岡市空港線東⽐恵駅 徒歩:23分
成約価格 2780万円(登録

価格︓2890万円)

築年⽉ 2005[H17]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 12600円 階建て・階 10階建て 2階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 74.56㎡(約22.55坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓2枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99084470］

所在地 福岡県福岡市早良区内野１丁⽬2-30   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線野芥駅 徒歩:69分  駅までmap 

バス:富⼠ケ丘(⻄鉄バス) 停 徒歩:5分
成約価格 2790万円(登録

価格︓2790万円)

築年⽉ 2021[R3]年07⽉ ⼟地⾯積 公簿174.1㎡(約
52.67坪)

建物⾯積 103.09㎡(約31.18

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︓10枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［98856149］

所在地 福岡県福岡市東区⾹椎照葉４丁⽬ セントラルパーク⾹椎照葉弐番館  map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:⻄鉄バス 照葉北⼩学校前 停 徒歩:1分 

⻄鉄バス「照葉北⼩学校前」停徒歩１分約８０ｍ
成約価格 2800万円(登録

価格︓2900万円)

築年⽉ 2013[H25]年03⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 12400円 階建て・階 14階建て 3階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 80.34㎡(約24.30坪)

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓4枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99060874］

所在地 福岡県春⽇市紅葉ヶ丘⻄６丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 博多南線博多南駅 徒歩:28分 

⿅児島本線春⽇駅 徒歩:29分
成約価格 3000万円(登録

価格︓3280万円)

築年⽉ 1975[S50]年03⽉ ⼟地⾯積 公簿226.17㎡(約
68.42坪)

建物⾯積 102.62㎡(約31.04

坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

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︓1枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99082569］

所在地 福岡県福岡市博多区博多駅前４丁⽬20-10 ツインタワー博多駅前  map  周辺検索
沿線・駅・交通 東海道・⼭陽新幹線博多駅 徒歩:8分  駅までmap 

福岡市空港線博多駅 徒歩:8分  駅までmap 

バス:駅前四丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:4分
成約価格 3050万円(登録

価格︓3180万円)

築年⽉ 1998[H10]年12⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 15030円 階建て・階 14階建て 8階部分 駐⾞場 空無
専有⾯積 壁芯65.66㎡(約19.86坪)

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001193837
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001193837
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001193837
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001193837
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%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%8C%BA%E5%90%89%E5%A1%9A%EF%BC%95%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001236499
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001236499
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001236499
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001236499
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.502995159461,130.33736564179+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.502995159461,130.33736564179/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E9%87%8E%E8%8A%A5%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000895991
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000895991
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000895991
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000000895991
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.666976269715,130.42036509797+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001205088
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001205088
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001205088
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001205088
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E6%98%A5%E6%97%A5%E5%B8%82%E7%B4%85%E8%91%89%E3%83%B6%E4%B8%98%E8%A5%BF%EF%BC%96%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233974
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233974
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233974
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.585373870612,130.41879948551+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.585373870612,130.41879948551/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%83%BB%E5%B1%B1%E9%99%BD%E6%96%B0%E5%B9%B9%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.585373870612,130.41879948551/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E9%A7%85


 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓16枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99073004］

所在地 福岡県春⽇市⼤⾕８丁⽬21   map  周辺検索
沿線・駅・交通 博多南線博多南駅 バス:24分 ⼀の⾕⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:7分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 バス:34分 ⼀の⾕⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:7分  駅までmap

成約価格 3198万円(登録
価格︓3198万円)

築年⽉ 2021[R3]年01⽉ ⼟地⾯積 119.42㎡(約36.12

坪)

建物⾯積 99.36㎡(約30.06

坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓7枚  シータ︓3枚  4LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99085918］

所在地 福岡県福岡市南区⽈佐４丁⽬20-19   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⼤橋駅 バス:19分 ⽈佐五丁⽬ 停 徒歩:8分  駅までmap 

博多南線博多南駅 バス:20分 ⽈佐五丁⽬ 停 徒歩:8分  駅までmap 

⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄福岡（天神）駅 バス:40分 ⽈佐五丁⽬ 停 徒歩:8分  駅までmap

成約価格 3599万円(登録
価格︓3599万円)

築年⽉ 2021[R3]年06⽉ ⼟地⾯積 公簿171.33㎡(約
51.83坪)

建物⾯積 97.5㎡(約29.49坪) 建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種住居
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︓29枚  3LDK
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99026984］

所在地 福岡県福岡市中央区平尾４丁⽬ ライオンズマンション平尾グランフォート  map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線⻄鉄平尾駅 バス:12分 ⼭荘通(⻄鉄バス) 停 徒歩:7分
成約価格 3700万円(登録

価格︓3700万円)

築年⽉ 2005[H17]年05⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 33170円 階建て・階 4階建て 3階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯79.07㎡(約23.92坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓9枚
成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［99082353］

所在地 福岡県福岡市⻄区⽯丸３丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線姪浜駅 バス:11分 ながらの団地⼊⼝(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 3800万円(登録

価格︓3800万円)

成約坪単価 48.2172万円
(48.2172万円)

⼟地⾯積 公簿260.54㎡(約
78.81坪)

⽤途地域 ⼀種中⾼層 地⽬ 宅地 建・容率 60％・150％

 【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26⽇］ 物件番号［99081982］

所在地 福岡県福岡市中央区草⾹江１丁⽬7-4 シティハウス⼤濠公園南  map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線六本松駅 徒歩:6分  駅までmap 

⻄鉄バス「草⾹江」停 1分
成約価格 4780万円(登録

価格︓4780万円)

築年⽉ 2012[H24]年01⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 23504円 階建て・階 14階建て 7階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯78.76㎡(約23.82坪)

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233974
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233974
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001221959
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001221959
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001221959
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001221959
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.525683674715,130.45427148814+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.525683674715,130.45427148814/%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%8D%97%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%8D%97%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.525683674715,130.45427148814/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E5%A4%A7%E6%A9%8B%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001238544
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001238544
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001238544
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001238544
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.539259717579,130.4368084133+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.539259717579,130.4368084133/%E8%A5%BF%E9%89%84%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E7%89%9F%E7%94%B0%E7%B7%9A%E5%A4%A7%E6%A9%8B%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.539259717579,130.4368084133/%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%8D%97%E7%B7%9A%E5%8D%9A%E5%A4%9A%E5%8D%97%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.539259717579,130.4368084133/%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%E7%A6%8F%E5%B2%A1%EF%BC%88%E5%A4%A9%E7%A5%9E%EF%BC%89%E9%A7%85
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001154389
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001154389
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001154389
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001154389
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%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E5%B0%BE%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233716
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233716
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233716
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233716
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%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E7%9F%B3%E4%B8%B8%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233275
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233275
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233275
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001233275
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.580348638747,130.3747533749+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.580348638747,130.3747533749/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%E4%B8%83%E9%9A%88%E7%B7%9A%E5%85%AD%E6%9C%AC%E6%9D%BE%E9%A7%85


 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓9枚  4SLDK

成約登録⽇時［2021年04⽉26⽇］ 物件番号［98944664］
所在地 福岡県福岡市博多区⻨野１丁⽬28-37   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⻄鉄天神⼤牟⽥線雑餉隈駅 徒歩:14分  駅までmap 

⿅児島本線笹原駅 徒歩:17分  駅までmap 

⿅児島本線南福岡駅 徒歩:22分  駅までmap

成約価格 4900万円(登録
価格︓4950万円)

築年⽉ 2015[H27]年06⽉ ⼟地⾯積 公簿197.38㎡(約
59.71坪)

建物⾯積 113.97㎡(約34.48

坪)

建・容率 50％・80％ ⽤途地域 ⼀種低層

建物構造 軽量鉄⾻

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001023483
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001023483
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001023483
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001023483
https://maps.google.co.jp/maps?q=33.55436957382,130.45812824694+(%E3%82%B3%E3%82%B3)
javascript:void(0);
https://google.co.jp/maps/dir/33.55436957382,130.45812824694/%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%9B%91%E9%A4%89%E9%9A%88%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.55436957382,130.45812824694/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E7%AC%B9%E5%8E%9F%E9%A7%85
https://google.co.jp/maps/dir/33.55436957382,130.45812824694/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%9C%AC%E7%B7%9A%E5%8D%97%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E9%A7%85

