
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,⼀棟売マンション,⼀棟売アパート,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、2022年9⽉4⽇ ~ 2022年9⽉4⽇)

検索結果12件

 個⼈情報を隠す（所在地の番地、地番、建物名、号棟、部屋番号、ピンポイント地図を⾮表⽰にする） 

   ※成約情報を⼀般消費者に開⽰する場合はご利⽤下さい。

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［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99239224］

所在地 福岡県福岡市早良区早良４丁⽬    map  周辺検索
沿線・駅・交通 バス:早良公⺠館前(⻄鉄バス) 停 徒歩:10分
成約価格 880万円(登録

価格︓1080万円)

成約坪単価 10.0513万円
(12.3358万円)

⼟地⾯積 公簿289.42㎡(約
87.55坪)

⽤途地域 無指定 地⽬ 宅地 建・容率 40％・50％

 【成約売マンション】（成約）中古マンション 画像︓18枚  3LDK

成約登録⽇時［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99268734］
所在地 福岡県宗像市栄町    map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線⾚間駅 徒歩:3分 

⻄鉄バス「⾚間駅南⼝」停 3分
成約価格 1550万円(登録

価格︓1580万円)

築年⽉ 1992[H4]年01⽉ 建物構造 ＳＲＣ

管理費等 16520円 階建て・階 10階建て 6階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯68.04㎡(約20.58坪)

 【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［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99273507］
所在地 福岡県太宰府市都府楼南２丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線都府楼南駅 徒歩:6分
成約価格 1640万円(登録

価格︓1680万円)

築年⽉ 2004[H16]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 19700円 階建て・階 7階建て 6階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯72.37㎡(約21.89坪)

 【成約売⼟地】（成約）売地 画像︓3枚  シータ︓1枚
成約登録⽇時［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99241606］

所在地 福岡県太宰府市国分３丁⽬    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:11分 

⿅児島本線⽔城駅 徒歩:20分
成約価格 1680万円(登録

価格︓1680万円)

成約坪単価 33.9805万円
(33.9805万円)

⼟地⾯積 実測163.44㎡(約
49.44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［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99264920］

所在地 福岡県福岡市東区⾹椎駅東４丁⽬    map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線⾹椎駅 徒歩:22分 

⻄⽇本鉄道⾙塚線⻄鉄⾹椎駅 徒歩:24分
成約価格 2052万円(登録

価格︓2052万円)

成約坪単価 38.4557万円
(38.4557万円)

⼟地⾯積 176.41㎡(約53.36

坪)

⽤途地域 ⼀種低層 地⽬ 宅地 建・容率 50％・80％

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓3枚  4LDK

成約登録⽇時［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99223729］
所在地 福岡県筑紫野市⼆⽇市南２丁⽬    map  周辺検索

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001526426
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001526426
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001526426
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001526426
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%97%A9%E8%89%AF%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001564586
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001564586
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001564586
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001564586
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%AE%97%E5%83%8F%E5%B8%82%E6%A0%84%E7%94%BA
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001570413
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001570413
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001570413
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001570413
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%E9%83%BD%E5%BA%9C%E6%A5%BC%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001529696
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001529696
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001529696
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001529696
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%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001559767
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001559767
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001559767
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001559767
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%E9%A6%99%E6%A4%8E%E9%A7%85%E6%9D%B1%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506352
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506352
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506352
https://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E7%AD%91%E7%B4%AB%E9%87%8E%E5%B8%82%E4%BA%8C%E6%97%A5%E5%B8%82%E5%8D%97%EF%BC%92%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);


沿線・駅・交通 ⿅児島本線⼆⽇市駅 徒歩:8分
成約価格 2998万円(登録

価格︓2990万円)

築年⽉ 2022[R4]年06⽉ ⼟地⾯積 公簿90.65㎡(約
27.42坪)

建物⾯積 98.12㎡(約29.68

坪)

建・容率 ・ ⽤途地域

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓6枚  4LDK

成約登録⽇時［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99223712］
所在地 福岡県福岡市中央区笹丘３丁⽬    map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市七隈線六本松駅 徒歩:25分
成約価格 3198万円(登録

価格︓4390万円)

築年⽉ 2022[R4]年07⽉ ⼟地⾯積 公簿79.71㎡(約
24.11坪)

建物⾯積 115.92㎡(約35.07

坪)

建・容率 ・ ⽤途地域

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）中古⼀⼾建 画像︓1枚  4LDK

成約登録⽇時［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99178453］
所在地 福岡県福岡市⻄区⽯丸２丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線姪浜駅 徒歩:22分 

筑肥線下⼭⾨駅 徒歩:23分
成約価格 3580万円(登録

価格︓3680万円)

築年⽉ 2019[H31]年04⽉ ⼟地⾯積 公簿107.07㎡(約
32.39坪)

建物⾯積 100.84㎡(約30.50

坪)

建・容率 60％・160％ ⽤途地域 ⼆種住居

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓9枚  4LDK

成約登録⽇時［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99169793］
所在地 福岡県福岡市東区⼟井１丁⽬    map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⾹椎線⼟井駅 徒歩:9分 

⾹椎線伊賀駅 徒歩:30分
成約価格 3725万円(登録

価格︓3898万円)

築年⽉ 2022[R4]年04⽉ ⼟地⾯積 公簿122.83㎡(約
37.16坪)

建物⾯積 106.81㎡(約32.31

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種住居

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓12枚  3LDK

成約登録⽇時［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99215882］
所在地 福岡県春⽇市光町１丁⽬    map  周辺検索
沿線・駅・交通 ⿅児島本線春⽇駅 徒歩:9分 

⿅児島本線南福岡駅 徒歩:13分 

⻄鉄天神⼤牟⽥線春⽇原駅 徒歩:16分
成約価格 3880万円(登録

価格︓3880万円)

築年⽉ 2022[R4]年03⽉ ⼟地⾯積 実測78.42㎡(約
23.72坪)

建物⾯積 80.46㎡(約24.34

坪)

建・容率 60％・200％ ⽤途地域 ⼀種住居

建物構造 ⽊造

 【成約売⼀⼾建】（成約）新築⼀⼾建 画像︓10枚  3LDK

成約登録⽇時［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99224133］
所在地 福岡県福岡市南区寺塚１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:9分 ⻑住⼀丁⽬(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 4073万円(登録

価格︓4598万円)

築年⽉ 2022[R4]年05⽉ ⼟地⾯積 公簿170.09㎡(約
51.45坪)

建物⾯積 114.89㎡(約34.75

坪)

建・容率 60％・150％ ⽤途地域 ⼀種中⾼層

建物構造 ⽊造

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506352
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506352
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506320
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506320
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506320
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506320
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%E7%AC%B9%E4%B8%98%EF%BC%93%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001357385
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001357385
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001357385
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001357385
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%92%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001346356
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001346356
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001346356
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001346356
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%9C%9F%E4%BA%95%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001496040
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001496040
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001496040
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001496040
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%E5%85%89%E7%94%BA%EF%BC%91%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506842
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506842
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506842
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001506842
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%E5%AF%BA%E5%A1%9A%EF%BC%91%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︓30枚  4LDK

成約登録⽇時［2022年09⽉04⽇］ 物件番号［99215493］
所在地 福岡県福岡市早良区⻄新７丁⽬   map  周辺検索
沿線・駅・交通 福岡市空港線藤崎駅 徒歩:6分 

福岡市空港線⻄新駅 徒歩:7分 

バス:防塁前(⻄鉄バス) 停 徒歩:3分
成約価格 5980万円(登録

価格︓6080万円)

築年⽉ 2015[H27]年02⽉ 建物構造 ＲＣ

管理費等 23200円 階建て・階 6階建て 3階部分 駐⾞場 空有
専有⾯積 壁芯93.55㎡(約28.30坪)

https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001495614
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001495614
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001495614
https://b2b.f-takken.com/properties/detail?id=000001495614
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%E8%A5%BF%E6%96%B0%EF%BC%97%E4%B8%81%E7%9B%AE
javascript:void(0);

