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１．はじめに

データの説明
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宅建調査地価は本協会が独自に実施する地価調査に基づいて評価した価格です。

本協会では調査するにあたって、独自の基準を定めて調査すると共に、２名以上の地価
調査員による合議制にて価格決定を行うなど適正な価格を評価出来るよう努めております
が、国(不動産鑑定士)の不動産鑑定基準に基づいた評価ではないことをご留意下さい。

また、調査地点に記録されている情報の正確性については万全を期しておりますが、本
協会は利用者が福岡県地価図の情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負うも
のではありません。

宅建協会調査地価
宅建協会の調査員が周辺の取引事例を参考に独自に想定した
地価（２月１日時点）

公示地価
国土交通省が一般的な土地取引の指標として調査・発表した地
価（１月１日時点）

基準地価
福岡県が一般的な土地取引の指標として調査・発表した地価（７
月１日時点）

集合住宅賃料

※ふれんずPC会員のみ利用可能
宅建協会が運営する不動産情報サイト「ふれんず」に登録された
集合住宅の賃料（月額）を、地区ごと・間取りごとに集計した平
均・最高・最低賃料（前年4月～翌年3月）

◎注意事項・免責事項

福岡県地価図では以下のデータが取り扱え、条件検索・帳票印刷・マップ表示が可能です。



１．はじめに

福岡県地価図利用の前提条件
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端末
オペレーティング
システム

サポートブラウザ

PC

Windows Vista

Windows 7

Windows 8.1

Windows 10 ※2

※1

Internet Explorer 11.0 / 9.0 ※3

Microsoft Edge 最新版
Google Chrome 最新版
Firefox 最新版

※1 タブレット型PCはサポート対象外です
※2 Windows 10のタッチ操作はサポート対象外です
※3 Internet Explorer 9.0 はWindows Vista の場合のみサ
ポート対象です

タブレット

【iOS端末】
iOS9以上

safari 最新版

【android端末】
android5.1以上

chrome 最新版

CPU、メモリ等 当該端末がスムーズに動作する性能を有すること

インターネット回線 インターネット常時接続必須（ブロードバンド回線）

ディスプレイ
650×650ピクセル以上必須
上記を下回る場合、一部画面が正しく表示されない場合が
あります。

福岡県地価図を利用するためには以下の条件を満たしていることが前提です。

【サポートブラウザ】
• javascript、cookieを利用するため、ブラウザの設定でjavascript、cookieの利用を有効に
する必要があります。

• PDFを閲覧するためには、PDF表示ソフトが必要です。
• タブレット端末ではファイル保存する機能を利用できない場合があります。
• タブレット端末では地図上の図形描画が正しくされない場合があります。

【環境】



お知らせを確認ください

１．福岡県地価図システムにアクセスする

ブラウザソフトを起動して

https://www.f-takken.com/~contents/chika にアクセスしてください。
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２．福岡県地価図システムにログインする

アクセス後はまずお知らせを確認してください。

お知らせには随時最新情報を提供しています。

必ずチェックしてください。



２．福岡県地価図システムにログインする

① 申し込み完了後に配布されるソフトウェアID【****-****-****-**】を入力します。

② ソフトウェアＩＤをパソコンに記憶させたい場合は、チェックしてください。

③ 【ログイン】ボタンをクリックするとログインします。

■ログイン成功画面

 ログインに失敗すると、画面上部にエラーメッセージが表示されます。
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①

②

③

２．ログインする



３．福岡県地価図の利用方法

表示させたい地域をクリック
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地図から探すをクリック

（次ページへ）

１．検索条件を指定する（地図から探す場合）



選択した地域の地図が表示されます。

地図上で地価を検索することができます。

地図の操作については「４．地図の操作」を参照してください。

３．福岡県地価図の利用方法
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２．地図画面の表示



３．検索条件を指定する（所在地から探す場合）

３．福岡県地価図の利用方法
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（１）検索したい市区町村を選択します。

（２）「町名で絞り込む」 ＞＞ ②へ

「詳細条件で絞り込む」 ＞＞ ③へ

「この条件で検索」 ＞＞ ④へ

所在地から探すをクリック

① 市区町村選択

（２）

（１）
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３．福岡県地価図の利用方法

② 町名選択

③ 詳細検索条件入力

（１）

（１）検索条件を設定します。（検索条件は「４－２－②検索条件」を参照してください。）

（２）「この条件で検索」 ＞＞ ④へ

（２）

（１）

（２）

（１）検索したい町名を選択します。

（２）「詳細条件で絞り込む」 ＞＞ ③へ

「この条件で検索」 ＞＞ ④へ



検索結果一覧が表示されます。

（１）地図上に表示したい地点を選択してください。

注）地図に表示できる地点は１００件までです。

３．福岡県地価図の利用方法
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④ 検索結果一覧

（２） 【チェックした物件を地図上に表示】ボタンをクリックすると、地図が表示されます。

地図の操作については「４．地図の操作」を参照してください。

注）所在地から探す場合、地図上で検索することはできません。

全選択の場合はココにチェック。全解除はチェックを外す。

（１）

（２）



４．検索結果一覧の印刷

３．福岡県地価図の利用方法

注）
拡大縮小サイズを指定せずに印刷
した場合、文字が詰まって印刷さ
れる場合があります。

このような場合は、ブラウザの印刷
プレビュー機能を利用し、拡大縮
小サイズを調整して印刷してくださ
い。
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「印刷」をクリックすると、ブラウザの
印刷機能を利用して印刷できます。

（次ページへ）

例）拡大縮小サイズを１００％として印刷した場合



３．福岡県地価図の利用方法

① ブラウザのメニューバーの「ファイル」を選択します。

メニューバーが隠れている場合は、キーボードの「alt」

キーを押すと表示されます。

② 「印刷プレビュー」を選択すると、印刷プレビュー画面が表

示されます。

③ 印刷プレビュー画面で用紙向き（縦横）を選択します。

④ 印刷プレビュー画面で拡大縮小サイズ調整をします。

⑤ 印刷プレビュー画面で印刷をクリックすると印刷されます。

例）拡大縮小サイズを70％として印刷した場合
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【IE11をご利用の場合】

「印刷プレビュー」で拡大縮小サイズを調整し印刷します。

①

②

③⑤ ④



４．地図の操作

１．地図のメニューについて

① 【メニュー】メニューが表示されます。

② 【<<】メニューを閉じます。

③ 【地図印刷】地図を印刷します。

【操作マニュアル】操作マニュアルがPDFで表示されます。

【トップへ戻る】トップページへ戻ります。（地図から検索）

【地図を閉じる】地図が閉じ、検索結果一覧へ戻ります。（所在地から検索）

④

⑤ 【－】のボタンを押すと地図の縮尺が変更され、広域が表記されます。

【＋】のボタンを押すと縮尺が狭域に変更され、地図が拡大します。

を押すと、地図が移動します。

②③

①

⑤
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④

（４－２へ） （４－３へ） （４－６へ）（４－４へ）
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地図上で検索することができます。

注）所在地から探す場合、地図上で検索することはできません。

① 自動再検索について

 チェックしている場合

地図を動かしたり検索条件を設定した際に自動的に再検索し、地図上にポイン

トを表示します。

 チェックしていない場合

地図を動かしたり検索条件を設定した際、自動的に再検索されません。

①

２．検索条件

４．地図の操作

②



② 検索条件

 対象年度 選択した年度から過去５年分を表示できます。

 地価種別 検索させる種別にチェックを入れてください。

 最新価格 価格は数値で入力し、右側のプルダウンで単位が変更できます。

 建蔽率 数値で入力してください。

 容積率 数値で入力してください。

 用途地域等 プルダウンで選択してください。

 変動率 プルダウンで過去5年分まで設定できます。

プルダウンや数値を入力して設定します。

【例】過去 [5]年で [10] [万円/坪] [以上、上昇した地点]

 結果の単位 検索結果の単位をそろえる場合、設定してください。

 再検索 詳細条件を設定して再検索することができます。

（地図から検索のみ）
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４．地図の操作



３．データ一覧

チェックをつけるとリスト（ポイント）が地図上に表示されます。
また、チェックをはずすと地図上から消えます。

【×印】をクリックすると、地図上に表示されている
ポイントを消すことができます。

地図上で重なったポ
イントをずらして表示
できます。
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地図上にポイントされた地点の一覧を表示します。

地図上のポイントおよび表示内容の表示、非表示を制御します。

（次ページへ）

４．地図の操作
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≪地図への表示項目≫

■全項目チェック ■住所のみチェック

〔表示項目について〕

〇種別
宅建：宅建調査地価

宅建協会が周辺の取引事例を参考に独自に想定した地価(２月１日時点)

公示：公示地価
国土交通省が一般的な土地取引の指標として調査・発表した地価(１月１日時点)

基準：基準地価
福岡県が一般的な土地取引の指標として調査・発表した地価(７月１日時点)

〇住所
調査地点の住所を表示します。
宅建調査地価は、想定地であるため地番の表記はありません。

上記の表示項目を地図上に表示することができます。

チェックBOXにチェックすると地図上に表示されます。

４．地図の操作



〇用途地域等
調査地点の区域区分・用途地域などを表示します。 略称は以下の通りです。

１低 ： 第1種低層住居専用地域
２低 ： 第2種低層住居専用地域
１中高 ： 第1種中高層住居専用地域
２中高 ： 第2種中高層住居専用地域
１住居 ： 第1種住居地域
２住居 ： 第2種住居地域
準住居 ： 準住居地域
近商 ： 近隣商業地域
商業 ： 商業地域
準工業 ： 準工業地域
工業 ： 工業地域
工専 ： 工業専用地域
調整 ： 市街化調整区域
無指定 ： 無指定区域
準都市 ： 準都市計画区域
都計外 ： 都市計画区域外
非線引 ： 非線引区域
指区界 ： 指定区域区分

〇建蔽率・容積率
調査地点における建蔽率・容積率を表示します。

〇経年変化
調査地価を最新の記録から過去５年分を表示します。
※調査地点が新設された時期や公示地価・基準地価の発表時期により、一部の調
査地点において価格が表示されない年度があります。

〇道路幅員
調査地点における道路の幅員を表示します。

〇想定面積
調査地点毎に定めた想定面積を表示します。(宅建調査地価のみ)
※宅建協会では、道路幅員・容積率、周辺環境、土地の利用目的等を考慮し、調査
地点毎の適正と思われる面積を想定して調査を実施しています。

〇特記事項
調査地点の地価に影響を与えるような特段の事情等がある場合、その事情について
表示します。(宅建調査地価のみ)

４．地図の操作
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４．地図の操作

４．描画（文字）

文字の追加をする場合はメニューの【描画】タブをクリック

書き込みたい文字を入力
（改行できます）

書き込んだ文字は登録文字
一覧でも確認することができ
ます。

【文字を追加】ボタンをクリックすると、
入力した文字が地図上に追加されます。

続けて文字を入力し【文字を追加】ボタンを押すと、さらに文字が追加できます。

文字が重なっても、マウスで移動できます。
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① 追加方法



４．地図の操作
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削除したい文字をクリック、または、登録文字一覧の
プルダウンから削除したい文字を選択します。

選択した文字の背景が紫色になります。

文字がピンク色の状態で、【文字を削除】をク
リックすると、選択した文字が削除されます。

② 削除方法



４．地図の操作

５．描画（図形・線）

■「画を描画」した場合 ■「線を描画」した場合

図形を追加をする場合はメニューの【描画】タブをクリック

図形の種類は「面」または「線」を
選択することができます。
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図形描写の手順 表示されるメッセージ

図形の種類を選択後、
【描画を開始】ボタンをクリック。

地図面をクリックすると、書き込みが始まり、
クリックするたびに頂点が追加されます。
（紫色の線で確認することができます。）

書き込み後、【描画の終了】ボタンをクリック
（図形・線が緑色に変わります。）

－

【描画を終了】ボタンを押さずに、
【描画の開始】ボタンをクリック。
（終了ボタンを押さずに次の図形を書き込もうとする）

① 追加方法



４．地図の操作
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削除したい図形をクリック、または、登録図形一覧のプ
ルダウンから削除したい図形を選択します。

選択した図形が紫色になります。

図形が紫色の状態で、【図形を削除】をクリッ
クすると、選択した図形が削除されます。

② 削除方法



４．地図の操作

６．保存

編集した地価図を保存する場合、メニューの【保存】タブをクリック

■縦方向

■横方向

ページの向きを選択し、
【PDFに保存】ボタンをクリックし、
保存を行ってください。

■縦方向PDF

■横方向PDF
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① PDFに保存



４．地図の操作

■一時保存

編集途中の地価図を一時的に保存することができます。

注）地価図がバージョンアップした場合、復元はできませんのでご留意ください。

編集中の地価図を一時的にファイ
ルに保存します。
保存したファイルは復元時に利用し
ます。

① 【参照】ボタンをクリックし、一時保存したファイルを選択してください。

② 【読込】ボタンをクリックします。

③ 【地図を復元】ボタンをクリックすると、別画面に地図が復元されます。

■復元
一時保存した地価図データを復元します。

①

②

③
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② 地図の状態を一時保存・復元


