
以下の物件は、成約済みとなりました。

成約数 物件番号 物件所在地 区分 価格 登録年月 成約年月

1 貸24-1 手賀野 賃貸 90,000円/月 平成24年6月 平成25年7月

2 売24-2 付知町 売買 232万円 平成24年8月 平成24年9月

3 貸25-1 蛭川 賃貸 30,000円/月 平成25年8月 平成25年8月

4 貸26-1 駒場 賃貸 50,000円/月 平成26年7月 平成27年4月

5 貸26-2 福岡 賃貸 30,000円/月 平成26年9月 平成26年9月

6 売27-1 加子母 売買 500万円 平成27年5月 平成27年7月

7 貸27-2 落合 賃貸 60,000円/月 平成27年8月 平成28年4月

8 貸27-3 上野 賃貸 40,000円/月 平成27年9月 平成28年1月

9 売27-5 付知町 売買 1300万円 平成28年1月 平成29年6月

10 貸28-1 阿木 賃貸 10,000円/月 平成28年5月 平成28年5月

11 売28-2 加子母 売買 960万円 平成28年7月 平成29年6月

12 売28-3 坂下 売買 680万円 平成28年7月 平成29年10月

13 貸28-4 千旦林 賃貸 65,000円/月 平成28年8月 平成28年8月

14 売28-6 阿木 売買 100万円 平成29年1月 平成29年3月

15 売28-7 福岡 売買 150万円 平成29年1月 平成29年2月

16 貸28-8 付知町 賃貸 30,000円/月 平成29年1月 平成29年4月

17 貸28-10 駒場 賃貸 80,000円/月 平成29年2月 平成29年3月

18 貸28-11 福岡 賃貸 30,000円/月 平成29年2月 平成29年3月

19 売29-2 福岡 売買 380万円 平成29年6月 平成31年3月

20 売29-4 付知町 売買 450万円 平成29年6月 平成29年8月

21 貸29-5 福岡 賃貸 50,000円/月 平成29年7月 平成29年11月

22 売29-10 千旦林 売買 500万円 平成30年2月 令和2年2月

23 売30-1 付知町 売買 800万円 平成30年4月 平成30年6月

24 売30-6 坂下 売買 300万円 平成30年5月 平成31年4月

25 売30-8 付知町 売買 800万円 平成30年6月 平成30年10月

26 貸30-9 付知町 賃貸 40,000円/月 平成30年6月 平成30年6月

27 貸30-10 福岡 賃貸 30,000円/月 平成30年6月 平成30年8月

28 売30-14 下野 売買 380万円 平成30年6月 平成31年2月

29 売30-15 高山 売買 180万円 平成30年6月 平成31年1月

30 売30-16 加子母 売買 68万円 平成30年7月 平成30年9月

31 売30-17 付知町 売買 400万円 平成30年7月 平成30年12月

32 売30-18 付知町 売買 1480万円 平成30年7月 平成31年4月

33 売30-19 付知町 売買 400万円 平成30年8月 平成30年12月

34 売30-20 福岡 売買 200万円 平成30年8月 平成30年10月

35 売30-21 坂下 売買 250万円 平成30年8月 令和2年8月

36 貸30-23 駒場 賃貸 45,000円/月 平成30年9月 平成30年10月

37 貸30-24 付知町 賃貸 40,000円/月 平成30年9月 平成30年9月

38 売30-26 坂下 売買 500万円 平成30年10月 令和元年9月

39 売30-27 加子母 売買 164万円 平成30年10月 平成31年2月

40 売30-28 福岡 売買 3700万円 平成30年10月 平成31年4月
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41 売30-29 高山 売買 10万円 平成30年10月 平成30年11月

42 売30-30 阿木 売買 350万円 平成30年12月 令和2年8月

43 売30-31 福岡 売買 180万円 平成30年12月 令和元年5月

44 売30-32 高山 売買 280万円 平成30年12月 令和元年6月

45 売30-33 千旦林 売買 870万円 平成31年1月 令和元年5月

46 売30-34 上野 売買 1200万円 平成31年2月 令和元年8月

47 貸30-35 坂下 賃貸 45,000円/月 平成31年2月 令和元年6月

48 賃30-38 付知町 賃貸 30,000円/月 平成31年2月 平成31年4月

49 売30-39 駒場 売買 200万円 平成31年３月 令和元年7月

50 賃30-40 福岡 賃貸 30,000円/月 平成31年3月 平成31年4月

51 売30-41 坂下 賃貸 45,000円/月 平成31年3月 令和2年4月

52 売31-2 千旦林 売買 1180万円 平成31年4月 令和元年10月

53 貸31-4 付知町 賃貸 20,000円/月 令和元年5月 令和元年9月

54 売31-5 駒場 売買 621万円 令和元年5月 令和2年7月

55 貸31-6 高山 賃貸 30,000円/月 令和元年5月 令和元年8月

56 売31-13 福岡 売買 40万円 令和元年6月 令和元年7月

57 売31-14 手賀野 売買 1100万円 令和元年6月 令和元年8月

58 売31-15 福岡 売買 380万円 令和元年6月 令和元年7月

59 売31-17 付知町 売買 250万円 令和元年7月 令和元年10月

60 売31-18 神坂 売買 690万円 令和元年8月 令和2年4月

61 売31-20 下野 売買 320万円 令和元年9月 令和2年2月

62 売31-21 落合 売買 1100万円 令和元年11月 令和元年12月

63 売31-26 付知町 売買 800万円 令和2年1月 令和2年7月

64 貸31-27 付知町 賃貸 30,000円/月 令和2年1月 令和2年2月

65 売31-29 加子母 売買 300万円 令和2年2月 令和2年8月

66 売31-32 付知町 売買 1,300万円 令和2年3月 令和2年9月

67 売31-34 阿木 売買 380万円 令和2年3月 令和2年8月

68 売R2-1 駒場 売買 1480万円 令和2年4月 令和2年8月

69 売R2-6 千旦林 売買 850万円 令和2年4月 令和2年8月

70 売R2-7 蛭川 売買 650万円 令和2年6月 令和2年10月

71 売R2-8 茄子川 売買 850万円 令和2年6月 令和2年8月

72 貸R2-14 付知町 賃貸 40,000円/月 令和2年8月 令和2年9月

73 貸R2-15 付知町 賃貸 20,000円/月 令和2年9月 令和2年10月

74 貸R2-16 駒場 賃貸 70,000円/月 令和2年9月 令和2年10月

75 貸R2-18 付知町 賃貸 30,000円/月 令和2年9月 令和2年10月


