
基準地価及び変動率

楓ケ丘3丁目664番452
｢楓ケ丘3-22-2｣

13,800 -1.4%

16,500 -1.2%

単位：円/㎡

令和3年 変動率

37,000 -1.3%

33,500 -0.9%

16,700 -1.8%

単位：円/㎡

比企郡小川町

比企郡川島町

比企郡吉見町

比企郡鳩山町

令和3年 変動率

39,000 -0.5%

16,500 -0.6%

42,600 1.7%

55,900 3.5%

単位：円/㎡

令和3年 変動率

26,600 -0.4%

33,000 1.9%

令和3年 変動率

34,900 -0.6%

27,900 -0.7%

36,800 -0.8%

21,100 -0.9%

12,900 -0.8%

43,900 -0.9%

326 -0.9%

単位：円/㎡

－ 3 大字赤沼字花見堂667番1

－ 2 大字小用1235番18

鳩山 (県 ) － 1

番 号 所 在

－ 5

埼玉 (林 ) － 2 大字増尾字笹山344番1

－ 1 大字大塚字春日井戸241番2外5

みどりが丘2丁目13番41

番 号

小川 (県 )

2

3

－

－

4

－

－

大字上横田字坂上544番2

大字増尾字花ノ木419番5

大字大塚字杉木1216番46

大字勝呂字深田44番96

所 在

番 号 所 在

川島 (県 ) － 1 大字上伊草字堀ノ内1676番6外

－ 2 大字飯島字榎戸383番1

9 － 1 八幡6丁目10番

番 号 所 在

吉見 (県 ) － 1 大字久保田字南汲田1887番41

－ 2 東野4丁目16番7

－ 3 大字久保田字北間ノ田421番1外

－ 4 大字和名字境谷46番53

平成29年 変動率

36,000 -0.8%

28,700 -1.0%

38,200 -1.0%

22,200 -1.3%

13,300 -1.5%

46,000 -1.3%

338 -0.9%

平成29年 変動率

40,000 -1.2%

16,900 -0.6%

38,700 3.8%

32,400 -0.3%

14,800 -1.3%

17,400 -1.1%

平成29年 変動率

39,000 -0.8%

34,900 -1.1%

18,000 -1.6%

平成29年 変動率

27,200 -0.4%

9 － 2 かわじま2丁目22番 47,000 新規

平成30年 変動率

35,700 -0.8%

28,400 -1.0%

37,900 -0.8%

21,900 -1.4%

13,200 -0.8%

45,400 -1.3%

335 -0.9%

平成30年 変動率

39,800 -0.5%

16,800 -0.6%

40,000 3.4%

49,700 5.7%

17,700 -1.7%

平成30年 変動率

27,200 0.0%

32,400 0.0%

14,500 -2.0%

17,200 -1.1%

平成30年 変動率

38,600 -1.0%

34,600 -0.9%

令和元年 変動率

35,400 -0.8%

28,400 0.0%

37,600 -0.8%

21,700 -0.9%

13,100 -0.8%

45,000 -0.9%

332 -0.9%

14,300 -1.4%

17,000 -1.2%

令和元年 変動率

38,200 -1.0%

34,400 -0.6%

17,400 -1.7%

令和元年 変動率

39,600 -0.5%

16,700 -0.6%

41,200 3.0%

52,200 5.0%

令和元年 変動率

27,100 -0.4%

32,400 0.0%

令和2年 変動率

35,100 -0.8%

28,100 -1.1%

37,100 -1.3%

21,300 -1.8%

13,000 -0.8%

44,300 -1.6%

329 -0.9%

14,000 -2.1%

16,700 -1.8%

令和2年 変動率

37,500 -1.8%

33,800 -1.7%

17,000 -2.3%

令和2年 変動率

39,200 -1.0%

16,600 -0.6%

41,900 1.7%

54,000 3.4%

令和2年 変動率

26,700 -1.5%

32,400 0.0%
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有限会社　山口不動産鑑定所
www.yamaguchi-rea.co.jp

℡　0493-22-0567


