地価公示（標準地）一覧
標準地番号

標準地の所在及び地番並びに住居表示 標準地１平方 標準地の
メートル当た 地
積
所 在 及 び 地 番
住 居 表 示 りの価格（円） （㎡）

仙台青葉 住- 1 仙台市青葉区土樋1丁目185番1 土樋1－9－14

257,000

※仙台青葉 住- 2 上杉5丁目378番6外

上杉5－6－8

350,000

仙台青葉 住- 3 錦町1丁目10番

錦町1－1－30

416,000

標準地の前面
道 路 の 状 況

令和3年1月1日現在
標準地に係る都市計
画法その他法令の制
限で主要なもの

※は、地価公示標準地と、地価調査基準地の共通地点を表しています。

標準地番号

標準地の所在及び地番並びに住居表示 標準地１平方 標準地の
メートル当た 地
積
所 在 及 び 地 番
住 居 表 示 りの価格（円） （㎡）

948 北５．８ｍ市道、西側道 2住居(60,200)準防

※仙台青葉 商-18 国分町3丁目11番9外

国分町3－11－9

631,000

330 南6ｍ市道、西側道 2住居(60,200)準防
1,203 北5m市道

標準地の前面
道 路 の 状 況

標準地に係る都市計
画法その他法令の制
限で主要なもの

標準地番号

標準地の所在及び地番並びに住居表示 標準地１平方 標準地の
メートル当た 地
積
所 在 及 び 地 番
住 居 表 示 りの価格（円） （㎡）

457 西30ｍ市道

商業(80,500)防火

仙台宮城野 商- 7 小鶴2丁目105番2外

小鶴2－5－48

69,700

榴岡4－5－22

標準地の前面
道 路 の 状 況

標準地に係る都市計
画法その他法令の制
限で主要なもの

標準地番号

標準地の所在及び地番並びに住居表示 標準地１平方 標準地の
メートル当た 地
積
所 在 及 び 地 番
住 居 表 示 りの価格（円） （㎡）

494 北西20ｍ県道

近商(80,300)準防

仙台太白 住-31 鹿野3丁目214番1

鹿野3－14－10

208,000

仙台青葉 商-19 春日町3番25

春日町3－31

421,000

249 東8.4ｍ市道

商業(80,500)準防

仙台宮城野 商- 8 榴岡4丁目5番13外

950,000

814 西30ｍ市道

商業(80,600)準防

仙台太白 住-32 南大野田10番9外

165,000

2住居(60,200)準防

仙台青葉 商-20 二日町8番3

二日町8－6

530,000

1,529 南東15ｍ市道

商業(80,400)準防

仙台宮城野 商- 9 鉄砲町東3番2

284,000

629 北22m国道

商業(80,400)防火

仙台太白 住-33 柳生4丁目12番6外

120,000

上杉2－4－21

690,000

820 西22m県道、背面道 商業（80,500）防火

仙台宮城野 商-10 鉄砲町中3番10外

509,000

634 南15ｍ市道

商業（80,400）準防

仙台太白 住-34 松が丘1番804

仙台青葉 住- 4 小田原5丁目36番5

小田原5－2－11

188,000

332 西7ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台青葉 商-21 上杉2丁目63番5外

仙台青葉 住- 5 小松島1丁目119番9外

小松島1－7－5

101,000

142 東4ｍ私道

1住居(60,200)

仙台青葉 商-22 柏木1丁目352番1

柏木1－1－26

210,000

544 西7ｍ市道

近商（80,300）準防

仙台宮城野 商-11 岡田字北高屋敷30番1外

仙台青葉 住- 6 宮町5丁目282番7外

宮町5－3－13

170,000

185 南6ｍ市道、東側道 2住居(60,200)準防

仙台青葉 商-23 八幡4丁目188番

八幡4－3－5

222,000

273 南20ｍ県道

近商(80,300)準防

仙台宮城野 商-12 二十人町300番7

56,200
693,000

松が丘18－5

標準地の前面
道 路 の 状 況

標準地に係る都市計
画法その他法令の制
限で主要なもの

2,441 南9ｍ市道、
背面道 2住居(60,200)
792 西9ｍ市道、
南側道 2中専（60,200）
263 南6ｍ市道

1住居(60,200)

93,000

275 北6.3ｍ市道

1低専(50,80)

720 北西40ｍ県道、背面道 準工(60,200)準防

仙台太白 住-35 八木山東1丁目60番1155 八木山東1－12－7

68,000

210 北東6ｍ市道

1低専(50,80)

496 北40ｍ市道、背面道 商業（80,400）準防

仙台太白 住-36 土手内3丁目100番31

土手内3－4－18

60,000

218 南東5m市道

1低専（50，80）

西中田2－7－6

仙台青葉 住- 7 貝ケ森1丁目2番130

貝ケ森1－16－22

63,700

198 南4ｍ市道

1低専(50,80)

仙台青葉 商-24 荒巻本沢2丁目808番5

荒巻本沢2－4－5

104,000

1,011 北12ｍ市道

近商(80,300)準防

仙台宮城野 工- 1 苦竹3丁目1番15

苦竹3－4－5

81,800 13,223 西20ｍ市道

工専(60,200)

仙台太白 住-37 西中田2丁目63番21

仙台青葉 住- 8 国見1丁目92番3外

国見1－4－4

95,000

238 北東4.4ｍ市道

2中専(60,200)

仙台青葉 商-25 昭和町6番5

昭和町2－23

389,000

338 北22ｍ県道

商業(80,500)防火

仙台宮城野 工- 2 扇町1丁目1番7外

扇町1－1－41

86,700

工専(60,200)

仙台太白 住-38 富田字八幡中22番

仙台青葉 住- 9 旭ケ丘3丁目61番63

旭ケ丘3－14－23

120,000

188 北4ｍ市道

1低専(50,80)

仙台青葉 商-26 小松島3丁目122番8

小松島3－5－18

194 東8ｍ市道

近商(80,300)準防

仙台宮城野 工- 3 港4丁目1番2

仙台青葉 住-10 鷺ケ森1丁目5番26

鷺ケ森1－14－26

48,900

211 東4ｍ市道

1低専(50,80)

※仙台青葉 商-27 宮町2丁目59番3外

宮町2－1－67

269,000

515 東15ｍ市道

近商(80,300)準防

仙台若林 住- 1 仙台市若林区連坊2丁目7番4 連坊2－7－6

223,000

150 北西6ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台太白 住-40 金剛沢2丁目127番44

金剛沢2－12－20

51,000

267 南東4ｍ私道

仙台青葉 住-11 台原3丁目3番257

台原3－31－4

116 北西5ｍ市道

2中専(60,200)

仙台青葉 商-28 上杉3丁目1番外

上杉3－3－20

648,000

280 西36ｍ市道

商業(80,400)準防

※仙台若林 住- 2 八軒小路24番2

177,000

157 東5.5ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台太白 住-41 西多賀1丁目228番2

西多賀1－12－6

70,900

207 北東4ｍ私道、背面道 1住居(60,200)

仙台青葉 住-12 水の森1丁目1番64

水の森1－9－6

199 南西4.7ｍ市道

1低専(50,80)

仙台青葉 商-29 一番町3丁目8番3

一番町3－8－4

791,000

266 南6ｍ市道

商業(80,600)防火

仙台若林 住- 3 五十人町25番5

162,000

150 北6.2ｍ市道、東側道 2住居(60,200)準防

仙台太白 住-42 東郡山2丁目401番90外

東郡山2－12－43

67,500

北根4－1－11

102,000

686 東25ｍ県道

近商(80,300)準防

仙台若林 住- 4 一本杉町325番10

156,000

152 東4ｍ市道

2住居(60,200)

仙台太白 住-43 秋保町湯元字太夫40番1

近商(80,300)準防

仙台若林 住- 5 椌木通67番4

114,000
70,700

91,500

仙台青葉 住-13 桜ケ丘4丁目13番1225

桜ケ丘4－23－6

78,500

265 南6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台青葉 商-30 北根4丁目405番4外

仙台青葉 住-14 西勝山10番712

西勝山25－6

65,300

199 南西6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台青葉 商-31 上杉1丁目11番2外

上杉1－11－2

415,000

199 南8ｍ市道

仙台青葉 住-15 中江2丁目145番3

中江2－21－3

87,100

196 南4ｍ私道

2住居(60,200)準防

仙台青葉 商-32 立町18番6

立町18－12

403,000

712 北8m市道、
西側道 商業（80,400）準防

仙台若林 住- 6 大和町3丁目1番11

※仙台青葉 住-16 台原4丁目34番36

台原4－12－11

145,000

208 北4ｍ市道

2中専(60,200)

仙台青葉 商-33 国分町1丁目6番5

国分町1－6－7

788,000

467 西11ｍ市道

商業(80,500)防火

仙台青葉 住-17 荒巻神明町243番81

荒巻神明町7－13

87,900

109 東7ｍ市道

1住居(60,200)

仙台青葉 商-34 五橋1丁目4番8

五橋1－4－24

455,000

667 北8．
2m市道

商業（80,500）防火

仙台青葉 住-18 柏木2丁目162番1

柏木2－5－22

239,000

327 北5.7ｍ市道、東側道 1住居(60,200)準防

仙台青葉 商-35 本町1丁目4番3外

本町1－4－6

496,000

399 南6ｍ市道

仙台青葉 住-19 子平町52番1

子平町11－17

137,000

396 南5ｍ市道

2中専(60,200)

仙台青葉 商-36 中央4丁目9番7

中央4－9－15

777,000

502 南東20ｍ市道

仙台青葉 住-20 国見5丁目121番19

国見5－4－14

71,900

173 東6ｍ私道

2中専(60,200)

仙台青葉 商-37 北目町1番5

北目町1－13

693,000

30,800

359 南西4ｍ市道

1低専(50,80)

仙台青葉 商-38 一番町1丁目15番19

一番町1－15－33

530,000

国分町3－8－10

仙台青葉 住-21 郷六字葛岡下33番2

7,681 南26ｍ国道

47,300 19,800 北30ｍ道路、三方路 工専(60,200)

一本杉町25－21

仙台太白 住-39 坪沼字大苗6番

大和町5－11－22

189,000

700 南6ｍ市道

商業(80,400)準防

仙台太白 住-46 長町2丁目348番1

長町2－1－16

188,000

231 南4ｍ市道

2住居(60,200)準防

83,000

128 北4ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住-47 袋原4丁目22番17

袋原4－3－8

63,500

215 南6ｍ私道

1低専(50,80)

商業(80,500)防火

仙台若林 住- 9 今泉1丁目86番14

今泉1－19－38

74,500

202 南6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住-48 八木山南3丁目14番5

商業(80,500)防火

仙台若林 住-10 荒井字神屋敷125番2外

18,300

401 南5ｍ私道

「調区」(60,100)

仙台太白 住-49 向山4丁目80番12

向山4－14－18

72,000

211 南東4ｍ私道

2住居(60,200)

443 北東50ｍ国道

商業(80,600)防火

仙台若林 住-11 沖野1丁目52番3

沖野1－30－1

83,700

142 南4ｍ私道、
西側道 1住居(60,200)

仙台太白 住-50 中田6丁目633番12

中田6－14－20

80,700

231 南4.8ｍ市道

1住居(60,200)

224 北東27ｍ市道

商業(80,500)防火

仙台若林 住-12 かすみ町217番33

かすみ町22－7

93,000

198 東4ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住-51 東大野田33番1

東大野田13-12

92,000

197 南東4ｍ私道

2住居（60,200）

649,000

371 西11ｍ市道

商業(80,500)防火

仙台若林 住-13 荒井字藤田北裏上32番12

29,700

162 南4ｍ市道

「調区」(60,100)

仙台太白 住-52 上野山1丁目14番1047

上野山1-14-15

43,200

167 北4.2ｍ市道

1低専（50,80）

236 北6ｍ市道

2中専（60,200）

1低専(50,80)

仙台青葉 商-40 上杉2丁目49番1外

上杉2－9－21

458,000

294 北17.3ｍ市道、東側道 近商（80、300）、準防

仙台若林 住-14 上飯田2丁目136番6

上飯田2－19－60

74,000

264 西6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台太白 住-53 大野田4丁目15番5

1低専(50,80)

仙台青葉 商-41 中央4丁目3番6

中央4－3－12

576,000

498 南6ｍ市道

商業(80,500)防火

※仙台若林 住-15 沖野6丁目308番5

沖野6－32－7

82,500

195 北東6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台太白 宅- 1 袋原1丁目217番1

仙台青葉 住-25 広瀬町87番2

広瀬町5－12

270,000

仙台青葉 住-26 八幡3丁目261番5

八幡3－8－13

218,000

仙台青葉 住-27 台原5丁目45番1

台原5－12－22

117,000

仙台青葉 住-28 山手町145番137

山手町6－13

仙台青葉 住-29 上杉6丁目428番5

上杉6－6－20

仙台青葉 住-30 吉成1丁目31番296

吉成1－3－19

1住居(60,200)準防

仙台青葉 商-42 一番町1丁目6番23外

一番町1－6－20

720,000

301 西15ｍ市道

商業(80,500)防火

仙台若林 住-16 荒井2丁目11番18外

142,000

246 南6.2ｍ市道

2住居(60,200)

※仙台太白 商- 1 長町1丁目150番5

305 南7.5ｍ市道

2中専(60,200)準防

仙台青葉 商-43 国分町2丁目8番14外

国分町2－8－14

627,000

374 西30ｍ市道

商業(80,500)防火

仙台若林 住-17 南小泉2丁目44番4

南小泉2－4－5

129,000

200 南東6ｍ私道

2住居(60,200)

仙台太白 商- 2 柳生1丁目10番10外

227,000

近商(80,300)準防

仙台若林 住-18 白萩町260番

白萩町14－18

195,000

142 南6ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台太白 商- 3 山田新町19番1外

※仙台若林 住-19 中倉1丁目6番9

中倉1－19－14

141,000

165 西4ｍ私道

1住居(60,200)

仙台太白 商- 4 長町南1丁目201番3

165 南西4ｍ私道

2中専(60,200)

仙台青葉 商-44 通町2丁目233番外

通町2－17－6

199 南4ｍ市道

1住居(60,200)

仙台青葉 商-45 国分町1丁目7番2外

国分町1－7－18 1,350,000

782 北36ｍ国道、背面道 商業(80,500)防火

248,000

165 南6.5m市道

2住居（60,200)準防

仙台青葉 商-46 一番町2丁目1番1

一番町2－1－1 2,740,000

1,848 北36ｍ市道、西側道 商業(80,600)防火

69,400

315 南西6ｍ市道

1低専(40,60)

仙台青葉 商-47 南吉成3丁目16番4

102,000
一番町2－3－26 1,500,000

81,700

259 北東6ｍ市道

1中専(60,200)

仙台青葉 商-48 一番町2丁目3番14

60,000

196 北5.2m市道

2中専(60,200)

仙台青葉 商-49 栗生6丁目8番1外

95,700

140 南5ｍ道路

2住居(60,200)

仙台青葉 商-50 木町通2丁目27番1外

53,200

210 西6ｍ市道

2中専(60,200)

※仙台宮城野 住- 1 仙台市宮城野区新田4丁目105番7 新田4－36－7

63,000

437 南10ｍ国道

1住居(60,200)

仙台宮城野 住- 2 新田2丁目207番2

新田2－20－11

84,600

※仙台青葉 住-36 栗生3丁目14番22

80,000

297 東6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台宮城野 住- 3 清水沼3丁目114番6

清水沼3－2－6

88,000

仙台青葉 住-37 国見ケ丘3丁目9番12

92,500

253 北西6ｍ市道

1低専(40,60)

仙台宮城野 住- 4 幸町2丁目15番15

幸町2－16－5

96,500

343 北10ｍ県道

「調区」(60,100)

7,700
54,500

仙台青葉 住-40 赤坂3丁目5番4
仙台青葉 住-41 中山9丁目1番114

中山9－8－3

仙台青葉 住-42 上愛子字大針5番

27,000

251 南6ｍ市道

64,300

215 南西6.2ｍ市道

7,900

仙台青葉 住-43 北山2丁目114番13

北山2－2－11

仙台青葉 住-44 あけぼの町1番41

あけぼの町9－4

仙台青葉 住-45 錦ケ丘7丁目7番4
仙台青葉 住-46 堤町1丁目25番2

堤町1－8－77

愛子東1－12－3

105,000

長町南1－1－8

1低専（50,80）

250,000

745 北西22ｍ市道、背面道 商業(80,400)準防

128,000

941 南22ｍ県道

2住居(60,200)

92,000

2,314 南東30ｍ国道、南西側道 準工(60,200)準防

316,000

708 西36ｍ県道、背面道 近商(80,300)準防

69,200

236 南6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台太白 商- 5 秋保町湯元字薬師27番2

沖野3－9－15

84,600

205 東6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 商- 6 西多賀1丁目530番12

348 西15m市道

仙台若林 住-22 遠見塚2丁目305番48

遠見塚2－32－8

95,000

182 東4ｍ私道

1住居(60,200)

仙台太白 商-201 富田字京ノ北81番1

仙台若林 住-23 二軒茶屋63番16外

二軒茶屋9－6

175,000

177 北4ｍ私道

2住居(60,200)準防

仙台泉

住- 1 仙台市泉区松森字鹿島43番9

47,800

264 北4.5ｍ市道

1低専(50,80)

198,000

125 北西6.2ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台泉

住- 2 桂2丁目15番11

99,000

232 南6.3ｍ市道

1低専(40,60)

商業(80,600)防火

1,689 東19ｍ市道、三方路 1住居(60,200)
542 西30ｍ県道

2住居(60,200)準防

仙台若林 住-24 弓ノ町23番5

185 西7ｍ市道

2住居(60,200)

仙台若林 住-25 文化町76番53

文化町12－22

135,000

158 南西4.5ｍ市道

1住居(60,200)

仙台若林 住-26 若林5丁目18番6

若林5－4－39

92,500

179 西4ｍ私道

2住居(60,200)準防

仙台若林 住-27 六丁の目中町11番9

六丁の目中町11－31

126,000

266 東6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台若林 住-28 上飯田1丁目55番2

上飯田1-17-41

85,300

住- 3 南光台4丁目86番255外

南光台4－24－33

95,700

199 東5ｍ市道

1低専(50,80)

住- 4 旭丘堤2丁目12番51

旭丘堤2－15－22

112,000

211 南4ｍ市道

1低専(50,80)

98,400

232 南6.2ｍ市道

1低専(40,60)

90,000

218 南4ｍ市道

1低専(50,80)

98,500

309 東6ｍ市道

1低専(50,80)

885 南東16ｍ市道

2住居(60,200)

365 南6m市道

準工（60，200）準防

仙台泉

住- 5 虹の丘3丁目10番13

179 南西6.5ｍ市道

1低専（50,80）

仙台泉

住- 6 東黒松17番31

東黒松11－18

143 西4ｍ市道

2住居（60,200）

住- 7 黒松2丁目1番298

黒松2－4－16

2中専(60,200)

仙台若林 住-29 古城3丁目206番3

古城3－16－5－3

108,000

128 北西5.7ｍ市道

1住居(60,200)準防

仙台若林 商- 1 新寺1丁目2番9

新寺1－2－26

650,000

1低専(40,60)

仙台宮城野 住- 7 東仙台7丁目7番103

東仙台7－7－39

67,000

229 南6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台若林 商- 2 河原町1丁目278番1外

河原町1－4－6

210,000

320 北東9ｍ市道

1低専(50,80)

仙台宮城野 住- 8 自由ケ丘6番99

自由ケ丘27－6

64,600

165 南西4.5ｍ市道

1低専(50,80)

※仙台若林 商- 3 荒町73番1

258,000

62,300

251 東6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台若林 商- 4 土樋73番2

316,000

田子3－5－25

102,000

252 北東6.2ｍ市道

1住居(60,200)

仙台若林 商- 5 新寺3丁目10番9

新寺3－10－36

福室6－8ー11

80,000

193 西6.2ｍ市道

1住居(60,200)

仙台若林 商- 6 遠見塚東69番1外

遠見塚東7－3

239,000

52,700

255 東6ｍ市道

1低専(40,60)

仙台宮城野 住-12 岩切3丁目122番15

岩切3－8－24

61,000

201 南東6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台若林 商- 7 連坊小路61番5外

171 南西4ｍ市道

2住居(60,200)

仙台宮城野 住-13 岩切字鴻巣33番27

52,600

218 北西6.1ｍ市道

1住居(60,200)

仙台若林 商- 8 卸町2丁目1番23

207 北西5.2ｍ市道

2住居(60,200)

仙台宮城野 住-14 岩切字若宮前62番3

52,600

186 北5.5ｍ市道

1住居(60,200)

仙台若林 商- 9 伊在2丁目2番8外

330 南5.8ｍ市道

1住居(60,200)

※仙台宮城野 住-15 鶴ケ谷7丁目16番14

77,300

278 南西6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台若林 工- 1 卸町東4丁目1番14

60,500

231 南西6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台太白 住- 1 仙台市太白区門前町173番19 門前町6－21

144,000

※ 仙台泉
仙台泉

住- 8 泉中央3丁目27番12

242,000

近商(80,300)準防

仙台泉

住- 9 高玉町1番7外

102,000

542 北12ｍ県道

近商(80,300)準防

仙台泉

住-10 友愛町93番

94,000

214 南6.2ｍ市道

2住居(60,200)

257 南西21ｍ市道

近商(80,300)準防

仙台泉

住-11 歩坂町76番180

歩坂町6－7

48,500

330 北5ｍ市道

1低専(50,80)

南光台東2－32－22

77,000

223 南東6ｍ市道

1低専(50,80)

64,000

235 北6.2ｍ市道

1低専(50,80)

88,000

220 南6.3ｍ市道

1低専(40,60)

52,500

319 南東5.1ｍ市道

1低専(50,80)

264 南11ｍ市道

近商(80,300)準防

仙台泉

住-12 南光台東2丁目27番68

準工(60,200)準防

仙台泉

住-13 松陵5丁目5番5

262,000

237 北20ｍ市道

近商(80,300)準防

仙台泉

住-14 高森8丁目7番12

185,000

862 南30ｍ県道

商業(80,400)準防

仙台泉

住-15 山の寺1丁目45番452

2,376 西25ｍ市道、三方路 2住居(60,200)

仙台泉

住-16 七北田字東裏148番4

2,727 南12ｍ市道

工専（60,200）

仙台泉

住-17 向陽台3丁目37番975

165 南東6.7ｍ市道

2住居(60,200)

仙台泉

住-18 泉中央1丁目27番7外

198,000

229 北4ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台泉

住-19 南光台7丁目5番46

南光台7－23－59

64,000

245 北4ｍ市道

1住居(60,200)

※ 仙台泉

住-20 将監7丁目1番359

将監7－4－15
泉ケ丘4－4－8

140,000
卸町東4-1-35

1,238 東11ｍ市道、南側道 商業（80,500）準防

1,741 北西50ｍ国道

79,500

72,000

1住居（60,200）

仙台泉

154 南4ｍ私道

仙台宮城野 住-11 福室6丁目32番17

近商(80,300)準防

1,043 北25ｍ市道

153,000

仙台泉

83,000

※仙台宮城野 住-10 田子3丁目500番9

商業(80,400)準防

297 西7ｍ市道

2住居(60,200)

64,800

1低専(50,80)

253 南西6m県道

76,500

2住居(60,200)準防

東仙台5－4－10

1住居(60,200)

29,500

190 南西4.5ｍ市道

二の森4－16

264 北東6ｍ市道

西多賀1-23-26

232 北西4ｍ私道

仙台宮城野 住- 6 東仙台5丁目1番28

山の寺1－26－21

101,000
向陽台3－19－6

1,014 南西8ｍ市道、南東側道 2住居(60,200)

200 南6.3ｍ市道

2住居(60,200)

63,000

248 北5ｍ市道

1低専(50,80)

218,000

393 北6ｍ市道

2住居(60,200)

92,400

180 北東5ｍ市道

2住居(60,200)

99,000

291 東6ｍ市道

1低専(50,80)

堤通雨宮町5－40

296,000

293 北4ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台宮城野 住-16 安養寺2丁目5番17

仙台青葉 住-50 東勝山2丁目5番471

東勝山2－17－28

85,000

195 北6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台宮城野 住-17 岩切字三所北60番19

66,200

182 北西6.2ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住- 2 長町4丁目250番5

仙台青葉 住-51 高松3丁目26番7外

高松3－16－17

67,900

132 西4ｍ私道

2住居(60,200)

仙台宮城野 住-18 出花1丁目11番15

96,500

260 南6.2ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台太白 住- 3 郡山字北目宅地46番

仙台青葉 住-52 東勝山1丁目19番65

東勝山1－10－17

73,000

232 南西6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台宮城野 住-19 栄4丁目12番13

栄4－12－21

101,000

232 南6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住- 4 郡山8丁目9番23

郡山8－11－8

118,000

159 東6ｍ市道

2住居(60,200)

仙台泉

住-21 泉ケ丘4丁目46番682

60,000

269 南5ｍ市道

1低専(50,80)

仙台青葉 住-53 小松島2丁目112番13

小松島2－28－35

67,000

165 東4.2ｍ市道

2中専(60,200)

仙台宮城野 住-20 銀杏町123番4

銀杏町26－9

192,000

194 北東5.8ｍ市道

近商（80,300）準防

仙台太白 住- 5 郡山6丁目221番19

郡山6－3－27－1

130,000

221 東6.4ｍ市道、北側道 2住居(60,200)

仙台泉

住-22 八乙女中央3丁目104番44 八乙女中央3－11－12

99,600

166 南西4ｍ市道

2住居(60,200)

仙台青葉 住-54 柏木1丁目43番

柏木1－4－1

256,000

1,839 北5.6ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台宮城野 住-21 田子1丁目757番7

田子1－21－20

96,900

241 南6.2ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住- 6 長町南1丁目140番29

長町南1－16－2

178,000

170 東4ｍ市道

仙台青葉 住-55 折立4丁目4番35

折立4－6－5

30,900

298 南西6ｍ市道

2中専(60,200)

仙台宮城野 住-22 鶴ケ谷北1丁目132番16

鶴ケ谷北1－8－25

75,700

210 南6.2ｍ市道

1低専(50,80)

仙台太白 住- 7 西多賀4丁目3番20

西多賀4－26－35

61,000

89,000

205 東6ｍ市道

1低専（40,60）

仙台宮城野 住-23 小鶴1丁目28番3

小鶴1－4－25

54,500

198 西5.4ｍ市道

2中専(60,200)

※仙台太白 住- 8 富沢4丁目313番2

富沢4－13－2

182,000

58,900

198 南6ｍ市道

2中専（60,200）

仙台宮城野 住-24 岩切字青津目134番11

88,000

213 南6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住- 9 鈎取3丁目88番11

鈎取3－2－16

71,000

243 南西8ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台宮城野 住-25 田子字鳥井16番70

61,500

184 南6.2ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住-10 鈎取本町2丁目29番13

鈎取本町2－5－23

47,000

仙台青葉 住-49 堤通雨宮町37番3

仙台青葉 住-56 南吉成1丁目13番15
仙台青葉 住-57 落合3丁目7番200

落合3-11-29

仙台青葉 住-58 大手町239番

大手町6－26

270,000

仙台青葉 住-59 川内山屋敷77番1
みやぎ台1－16－3

仙台青葉 住-61 荒巻字青葉390番81

41,500

209 南6ｍ市道

1低専(40,60)

住-24 北中山1丁目2番13

51,300

241 南東6ｍ市道

1低専(40,60)

221 東6ｍ市道

2中専(60,200)

仙台泉

住-25 八乙女3丁目6番11

115,000

258 南6ｍ市道

2中専(60,200)

233 南東6.2ｍ市道

2住居(60,200)

仙台泉

住-26 泉中央2丁目28番9

194,000

202 南6.2ｍ市道

2住居(60,200)

180 北西6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台泉

住-27 南中山2丁目33番10

68,000

247 南西6ｍ市道

1低専(40,60)

仙台泉

住-28 加茂4丁目13番3

69,000

276 西6ｍ市道

1低専(40,60)

住-29 寺岡1丁目18番26

84,300

209 南6.3ｍ市道

1低専(40,60)

仙台宮城野 住-26 鶴ケ谷東3丁目230番10

鶴ケ谷東3－14－19

57,000

224 南6.2ｍ市道

1低専(50,80)

※仙台太白 住-11 山田本町3番75

山田本町16－5

52,500

193 南6ｍ市道

1住居(60,200)

1低専(50,80)

仙台宮城野 住-27 平成1丁目217番13

平成1－11－30

64,400

178 北西5ｍ私道

1住居(60,200)準防

仙台太白 住-12 人来田2丁目47番196

人来田2－18－16

33,600

197 北6.2ｍ市道

1低専(50,80)

※ 仙台泉

40,300

264 北5ｍ市道

1住居(60,200)

※仙台宮城野 住-28 岩切字洞ノ口東28番2

76,400

188 西4ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住-13 ひより台14番678

ひより台49-35

80,500

285 北6.2ｍ市道

1住居(60,200)

※仙台太白 住-14 八木山本町1丁目12番9

80,000

203 南7ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住-15 桜木町1番717

254 南東6.2ｍ市道

1住居(60,200)準防

仙台太白 住-16 八木山香澄町19番401

44,000

192 北西6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台泉

住-30 八乙女中央5丁目307番4 八乙女中央5ー24ー25

105,000

239 北西6ｍ市道

1低専(50,80)

仙台泉

住-31 市名坂字野蔵50番93

桜木町23－15

71,500

146 南5.5ｍ市道

1低専(50,80)

仙台泉

住-32 上谷刈2丁目9番14

八木山香澄町7－26

55,500

263 北5m市道

2住居(60,200)

※ 仙台泉

住-33 南光台南2丁目10番410

向山3－15－18

51,300

172 西5ｍ市道

2中専(60,200)

仙台泉

八本松2－3－31

198,000

199 北東6ｍ市道

2住居(60,200)

仙台泉

仙台太白 住-19 緑ケ丘1丁目35番93

緑ケ丘1－21－5

35,000

167 北東4m市道

1低専（50,80）

仙台泉

2中専(60,200)準防

仙台太白 住-20 砂押町3番7

砂押町16－7

45,300

258 北西4ｍ私道

1低専(50,80)

1住居(60,200)

仙台太白 住-21 茂庭字大沢5番3

33,700

266 東5.6ｍ市道

1住居(60,200)

175 南東4.2ｍ市道

1住居(60,200)準防

仙台太白 住-22 茂庭台3丁目9番10

茂庭台3－9－18

43,000

250 南6.2ｍ市道

1低専(50,80)

仙台泉

住-39 実沢字小豆嶋屋敷14番1

199 南西6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台太白 住-23 長町8丁目35番23

長町8－19－6

163 北4ｍ私道

2住居(60,200)

仙台泉

住-40 南光台2丁目160番70

南光台2-11-55

18,700

363 南西6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台泉

住-41 南光台東3丁目51番23

南光台東3-15-18

66,200

270 南東4ｍ市道

2中専(60,200)

仙台泉

商- 1 市名坂字町26番2

116,000
348,000

551 北50ｍ市道、東側道 商業(80,800)防火

仙台宮城野 住-29 福室3丁目6番2

福室3－30－18

中央2－10－20 2,420,000

305 北36ｍ市道

商業(80,600)防火

仙台宮城野 住-30 新田5丁目7番8

新田5－4－27

中央2－2－24

547 北11ｍ市道

商業(80,700)防火

仙台宮城野 住-31 高砂1丁目18番5

340 南西8ｍ市道

商業(80,600)防火

仙台宮城野 住-32 原町4丁目4番10

原町4－4－17

73,400

175 北西4ｍ市道

2住居(60,200)準防

仙台太白 住-17 向山3丁目13番33

581 南22ｍ市道

商業(80,600)防火

仙台宮城野 住-33 燕沢2丁目9番130外

燕沢2－14－17

71,100

214 南5.7ｍ市道

1低専(50,80)

仙台太白 住-18 八本松2丁目209番7

319 南西36ｍ市道

商業(80,500)防火

仙台宮城野 住-34 岡田字北在家57番

27,500

670 南14ｍ市道

「調区」(60,100)

176 北27ｍ市道

商業(80,500)防火

仙台宮城野 住-35 燕沢1丁目111番27

68,700

137 東5.1ｍ市道

51,500

321 南東6.7ｍ市道

70,300
98,200

仙台青葉 商- 3 中央2丁目2番15外
仙台青葉 商- 4 中央2丁目6番16外

中央2－6－19

仙台青葉 商- 5 中央3丁目4番4

中央3－4－8

仙台青葉 商- 6 本町1丁目10番2

本町1－10－3

811,000

仙台青葉 商- 7 本町1丁目14番19

本町1－14－24

642,000

※仙台青葉 商- 8 本町2丁目16番3外

本町2－16－10 2,410,000

仙台青葉 商- 9 本町2丁目14番13

本町2－14－26

670,000

391 北東8ｍ市道

商業(80,500)防火

仙台宮城野 住-37 東仙台3丁目403番7

仙台青葉 商-10 花京院1丁目19番2外

花京院1－4－10

615,000

604 北22ｍ国道

商業(80,500)防火

仙台宮城野 住-38 田子西2丁目5番11

4,160,000

2,590,000
944,000
2,230,000

1,658 南西50ｍ国道、背面道 商業(80,600)防火

103,000

燕沢1-11-8

仙台宮城野 住-36 岩切字今市63番2
東仙台3-13-15

仙台青葉 商-11 一番町3丁目4番10

一番町3－4－26 2,220,000

219 東15ｍ市道、北側道 商業(80,600)防火

仙台宮城野 住-39 小田原弓ノ町102番16

仙台青葉 商-12 五橋1丁目1番3

五橋1－1－17

367 東36ｍ市道

仙台宮城野 商- 1 榴岡5丁目1番8

榴岡5－1－17

仙台青葉 商-13 大町1丁目2番4外

大町1－2－6

1,240,000

1,540 南36ｍ市道、西側道 商業(80,500)防火

仙台宮城野 商- 2 福室4丁目803番

福室4－18－30

仙台青葉 商-14 大町2丁目15番3外

大町2－15－35

532,000

502 北36ｍ国道、背面道 商業(80,500)防火

仙台宮城野 商- 3 原町2丁目66番

原町2－3－45

仙台青葉 商-15 大町2丁目7番15

大町2－7－20

491,000

582 北8m市道

商業（80,400）準防

仙台宮城野 商- 4 宮城野1丁目21番4

宮城野1－21－10

220,000

仙台青葉 商-16 国分町2丁目12番4

国分町2－12－4

595,000

402 南8ｍ市道

商業(80,500)防火

※仙台宮城野 商- 5 幸町5丁目1番3

幸町5－11－15

134,000

仙台青葉 商-17 国分町2丁目1番9

国分町2－1－11

745,000

369 西11ｍ市道

商業(80,500)防火

仙台宮城野 商- 6 平成2丁目17番78外

平成2－14－7

829,000

地価調査（基準地）一覧
住 居 表 示

住-23 館1丁目7番4

仙台泉

2住居(60,200）

仙台青葉 商- 2 中央2丁目10番12

所 在 及 び 地 番

2住居(60,200)

221 北東4.7ｍ市道

中央1－10－1

基準地の所在及び地番並びに住居表示

仙台泉

170 北東4ｍ市道、南東側道 1低専(50,80)

221 南西6ｍ市道

仙台青葉 商- 1 中央1丁目813番

基準地番号

長町4－2－40

18,800

111,000

仙台青葉 住-60 みやぎ台1丁目96番178

安養寺2－29－11

長町1－3－32

2,243 北東2ｍ道路

今泉2－15－38

205 南西4ｍ市道

63,300

24,000

仙台若林 住-21 沖野3丁目455番3

仙台宮城野 住- 5 二の森158番10

仙台宮城野 住- 9 岩切字東河原291番

185,000

仙台若林 住-20 今泉2丁目51番1

1低専(40,60)

「調区」(60,100)

休止

962 東22ｍ県道、背面道 準住居(60,200)

89,800

144,000

仙台青葉 住-48 愛子東1丁目420番52

1,060 北東8ｍ市道

76,000
263,000

1,088 北7.5ｍ市道

102,000

135,000

仙台青葉 住-47 川内明神横丁15番1外

203 南6ｍ市道

1住居（60,200）

霞目2－10－7

265 南東6ｍ市道

仙台青葉 住-39 中山台2丁目14番15

2中専(60,200)

215 北5.3ｍ私道

仙台若林 住- 8 霞目2丁目29番27

186 東6ｍ市道

仙台青葉 住-38 芋沢字青野木257番3

198 南6.2ｍ市道

81,300

仙台若林 住- 7 大和町5丁目30番1

65,200

愛子東6－4－6

58,500
中田2－10－15

99,500

仙台青葉 住-35 愛子東6丁目36番2外

1住居(60,200)
「調区」(60,100)

仙台太白 住-45 中田2丁目703番19

貝ケ森6－15－20

仙台青葉 住-34 上愛子字北原道上11番59

118 南東4ｍ私道
1,227 南東6.5ｍ私道

8,300

※仙台太白 住-44 四郎丸字吹上59番10

中山4－6－12

木町通2－4－31

1低専(50,80)

1住居(60,200)

※仙台青葉 住-24 中山4丁目4番300

愛子中央3－17－21

「調区」(60,100)

2住居(60,200)準防

仙台青葉 住-23 貝ケ森6丁目4番130

仙台青葉 住-33 川内三十人町49番51

905 北西6.8ｍ市道

269 南6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台青葉 住-32 愛子中央3丁目62番77

8,900

164 北5.5ｍ市道

208 北4ｍ私道

仙台青葉 住-31 栗生6丁目10番15

「調区」(60,100)

183,000

80,000

76,000

1住居(60,200)

438 北西5.5ｍ市道

171,000

北山3－3－18

1,361 北9m市道

173 南6.2ｍ市道

47,500

大和町3－1－25

仙台青葉 商-39 国分町3丁目8番7

仙台青葉 住-22 北山3丁目103番116

122,000

基準地 1 平方 基準地
メートル当た の地積
りの価格（円） （㎡）

基準地の前面
道路の状況

商業(80,600)防火

令和3年7月1日現在
基準地に係る都市計
画法その他法令の制
限で主要なもの

基準地番号

162,000

186 南東6ｍ市道

1低専(50,80)

80,200

201 南6ｍ市道

2住居(60,200)

上谷刈2－2－6

95,800

213 南西6ｍ市道

1低専(50,80)

南光台南2－12－6

90,700

270 南東5ｍ市道

1低専(50,80)

住-34 将監1丁目9番29

将監1－28－16

83,800

199 南4.9ｍ市道

1低専(50,80)

住-35 上谷刈5丁目3番86

上谷刈5-21-16

84,000

210 東6ｍ市道

1低専(50,80)

住-36 北高森12番12

80,000

225 南東6.2ｍ市道

1低専(40,60)

※ 仙台泉

住-37 長命ケ丘1丁目10番9

69,700

246 南東6ｍ市道

1低専(40,60)

※ 仙台泉

住-38 鶴が丘4丁目18番5

56,800

226 南東6ｍ市道

1低専(50,80)

17,300

383 北東8ｍ市道

「調区」(60,100)

94,200

265 北東5.5ｍ市道

1低専（50,80）

63,100

201 南6ｍ市道

1住居（60,200）

280 東10.2ｍ市道

近商(80,300)準防

410,000

1,169 東36ｍ市道

商業(80,400)準防

仙台太白 住-24 秋保町湯向27番2

365,000

301 東9m市道

商業(80,400)準防

仙台太白 住-25 向山1丁目106番1

向山1－6－1

68,500

456 南東22ｍ国道

準工(60,200)準防

仙台太白 住-26 東中田2丁目903番7外

東中田2－38－17

81,000

179 南6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台泉

商- 2 泉中央4丁目5番2

147,000

391 南東22ｍ国道

商業(80,400)準防

※仙台太白 住-27 西中田6丁目6番11

西中田6－6－11

146,000

283 西6ｍ市道

1住居(60,200)

仙台泉

商- 3 長命ケ丘3丁目28番3外

80,000

144 南東22ｍ県道

近商(80,300)防火

仙台太白 住-28 羽黒台5番399

羽黒台18－21

34,500

269 南6.8ｍ市道

1低専(50,80)

仙台泉

商- 4 市名坂字御釜田148番7外

78,000

2,901 南西28m国道、背面道 準工（60，200）準防

61,000

133 南西6ｍ私道

1低専(50,80)

仙台泉

商- 5 泉ケ丘1丁目4番1外

70,300

1,503 北東25ｍ国道

76,000

125 北5.5ｍ市道

1低専（50,80）

仙台泉

工- 1 明通3丁目9番

88,700

3,177 南30ｍ市道、背面道 工業（60,200）
216 南西18ｍ市道

近商(80,300)準防

仙台太白 住-29 袋原字内手1番1
※仙台太白 住-30 西の平1丁目3番385

西の平1－13－9

基準地の所在及び地番並びに住居表示
所 在 及 び 地 番

住 居 表 示

基準地 1 平方 基準地
メートル当た の地積
りの価格（円） （㎡）

基準地の前面
道路の状況

基準地に係る都市計
画法その他法令の制
限で主要なもの

基準地番号

基準地の所在及び地番並びに住居表示
所 在 及 び 地 番

住 居 表 示

基準地 1 平方 基準地
メートル当た の地積
りの価格（円） （㎡）

基準地の前面
道路の状況

基準地に係る都市計
画法その他法令の制
限で主要なもの

基準地番号

片平1－3－36

792,000

534 北36m市道、
東側道 商業(80,500)防火

若林 商- 2 卸町2丁目9番3

125,000

991 西16m市道、
背面道 商業（80,400）準防

2住居(60,200)準防

宮城野 住- 1

小田原1丁目216番7

小田原1－9－16

182,000

125 西6.7m市道

2住居(60,200)準防

若林 商- 3 保春院前丁5番113

192,000

859 北16m県道、
東側道 2住居（60,200）準防

319 北6.5m市道

2中専(60,200)準防

宮城野 住- 2

白鳥1丁目30番7

白鳥1－21－24

66,900

242 東6.2m市道

1住居（60,200）準防

※若林 商- 4 荒町73番1

263,000

542 北12m県道

172,000

136 東4m市道

2住居(60,200)

※宮城野 住- 3 新田4丁目105番7

新田4－36－7

185 西7m市道

2住居(60,200)

若林 商- 5 六丁の目南町8番14

133,000

1,896 北30m県道、
東側道 準工(60,200)準防

泉

中江1－16－8

124,000

111 西4.5m市道

2住居(60,200)準防

宮城野 住- 4

東仙台1－9－35

82,800

304 西4.3m市道

1住居(60,200)準防

若林 商- 6 若林3丁目152番4

若林3－5－56

116,000

772 南西14m県道、南東側道 2住居（60,200）

※青葉 住- 6 台原4丁目34番36

台原4－12－11

150,000

208 北4m市道

2中専(60,200)

※宮城野 住- 5 鶴ケ谷7丁目16番14

79,400

278 南西6m市道

1低専(50,80)

太白 住- 1 鹿野1丁目8番26

鹿野1－3－25

163,000

153 南東4m市道

青葉 住- 7 双葉ケ丘1丁目118番104

双葉ケ丘1－31－12

68,500

179 西4.4m市道

1低専(50,80)

※宮城野 住- 6 田子3丁目500番9

252 北東6.2m市道

1住居(60,200)

太白 住- 2 泉崎1丁目21番7

泉崎1－21－11

206,000

※青葉 住- 8 中山4丁目4番300

中山4－6－12

67,000

265 南東6m市道

1低専(50,80)

※宮城野 住- 7 岩切字洞ノ口東28番2

77,200

188 西4m市道

1住居(60,200)

※太白 住- 3 富沢4丁目313番2

富沢4－13－2

青葉 住- 9 滝道1番25外

滝道17－25

62,500

264 北4m市道

1低専(50,80)

宮城野 住- 8

福住町16番37

86,000

253 東6.1m市道

1住居(60,200)

太白 住- 4 郡山3丁目6番5

郡山3－23－8

青葉 住-10 川平3丁目11番4

川平3－11－6

65,400

246 南6m市道

1低専(50,80)

宮城野 住- 9

栄1丁目70番3

栄1－4－22

82,000

231 東4m市道

1住居(60,200)

太白 住- 5 八木山弥生町9番24

八木山弥生町19－6

81,000

297 東6m市道

1低専(50,80)

宮城野 住-10 福田町4丁目8番30

福田町4－8－23

71,500

181 西6m市道

準工(60,200)準防

※太白 住- 6 山田本町3番75

山田本町16－5

上杉6－2－71

347,000

※青葉 住- 2 上杉5丁目378番6外

上杉5－6－8

360,000

330 南6m市道、西側道

青葉 住- 3 角五郎2丁目43番

角五郎2－5－10

212,000

青葉 住- 4 霊屋下55番10

霊屋下17－6

青葉 住- 5 中江1丁目301番26

※青葉 住-11 栗生3丁目14番22

青葉 住-12 八幡4丁目66番5

八幡4－17－13

164,000

1,787 北6.2ｍ市道、西側道 2住居(60,200)準防

東仙台1丁目77番2

田子3－5－25

107,000

103,000

231 南東4.2m市道、北東側道 2中専(60,200)準防

宮城野 住-11 萩野町2丁目2番11

180,000

165 東6m市道

近商(80,300)準防

※太白 住- 7 八木山本町1丁目12番9

120,000

682 南12m市道

1住居(60,200)

※太白 住- 8 西の平1丁目3番385

青葉 住-13 高野原3丁目3番21

30,200

289 北6m市道

1低専(40,60)

宮城野 住-12 新田東2丁目13番10外

青葉 住-14 上愛子字雷神3番39

51,500

199 北6m市道

1住居(60,200)

宮城野 商- 1

榴岡1丁目2番1外

榴岡1－2－1

241 北東6m市道

2住居(60,200)準防

宮城野 商- 2

榴岡3丁目4番7

榴岡3－4－31

580,000

※宮城野 商- 3 幸町5丁目1番3

幸町5－11－15

134,000

241,000

1,920,000

青葉 住-15 米ケ袋2丁目211番5

米ケ袋2－2－14

青葉 商- 1 中央2丁目1番1外

中央2－1－1

青葉 商- 2 一番町2丁目7番14

一番町2－7－12 1,080,000

921 南22m市道

商業(80,600)防火

宮城野 商- 4

原町1丁目114番2外

原町1－3－11

119,000

青葉 商- 3 一番町4丁目9番4外

一番町4－9－17 1,830,000

373 東15m市道、北側道 商業(80,600)防火

宮城野 商- 5

南目館717番7外

南目館20－30

108,000

青葉 商- 4 国分町2丁目14番19

国分町2－14－23 1,550,000

633 北46m市道

商業(80,500)防火

宮城野 商- 6

中野3丁目2番17外

※青葉 商- 5 国分町3丁目11番9外

国分町3－11－9

457 西30m市道

商業(80,500)防火

宮城野 商- 7

榴岡4丁目4番11

※青葉 商- 6 本町2丁目16番3外

本町2－16－10

2,420,000

1,658 南西50m国道、背面道 商業(80,600)防火

宮城野 工- 1

中野4丁目2番34

青葉 商- 7 上杉1丁目6番7

上杉1－6－10

980,000

1,002 西36m県道、背面道 商業(80,500)防火

宮城野 工- 2

扇町4丁目7番35

青葉 商- 8 立町20番4外

立町20－10

445,000

358 西27m市道

商業(80,400)準防

※若林 住- 1 八軒小路24番2

178,000

青葉 商- 9 木町通1丁目210番1

木町通1－3－33

370,000

330 東6.5m市道

商業(80,400)準防

若林 住- 2 裏柴田町29番5外

青葉 商-10 木町通2丁目363番

木町通2－3－14

508,000

546 南27m県道

商業(80,400)準防

※若林 住- 3 中倉1丁目6番9

青葉 商-11 五橋2丁目73番

五橋2－8－15

438,000

商業(80,400)準防

青葉 商-12 通町2丁目161番1外

通町2－2－14

274,000

青葉 商-13 八幡1丁目65番1外

八幡1－1－40

青葉 商-14 上杉3丁目27番15

3,910,000

650,000

1,237 南50m市道、東側道 商業(80,700)防火

95,100

榴岡4－4－13

477,000

西の平1－13－9

住-10 住吉台西1丁目7番10

34,800

200 南6m市道

1低専(40,60)

泉

住-11 根白石字下町50番

22,500

709 東6.7m国道

2住居(60,200)

泉

住-12 明石南2丁目7番4

81,500

254 東6m市道

1低専(40,60)

264 南6m市道

2中専(60,200)

泉

住-13 将監殿5丁目7番3

97,000

224 西6m市道

1低専(40,60)

192,000

221 東6m市道

2中専(60,200)

泉

商- 1 上谷刈1丁目76番

121,000

590 南22m県道

準住居(60,200)

125,000

165 西4m市道

2住居(60,200)

泉

商- 2 泉中央2丁目13番2外

253,000

503 西16m市道

2住居(60,200)

45,700

262 南西5m市道

1低専(50,80)

泉

商- 3 泉中央1丁目23番6

332,000

457 北25m県道、
東側道 近商(80,300)準防

54,000

193 南6m市道

1住居(60,200)

泉

商- 4 南光台東1丁目1番256

105,000

239 北西6m市道

1低専(50,80)

77,500

125 北5.5m市道

1低専（50,80）

168 南6.2m市道

1住居(60,200)

151,000

283 西6m市道

1住居(60,200)

31,500

264 北6m市道

1低専(50,80)

※太白 住-11 西中田6丁目6番11

西中田6－6－11

太白 住-12 山田自由ケ丘24番65

山田自由ケ丘31－24

1,149 北23m国道、
東側道 準工（60,200）準防

※太白 商- 1 長町1丁目150番5

長町1－3－32

255,000

2,109 東25m市道

近商（80,200）準防

太白 商- 2 長町4丁目25番3外

長町4－3－35

238,000

1,258 南12m市道

186 東6m市道

商業（80,400）準防

太白 商- 3 あすと長町1丁目6番17

あすと長町1－6－37

404,000

2,009 東50m県道、
南側道 商業（80,600）防火

87,000

2,730 東23m国道、
南側道 準工(60,200)準防

220 北西7.5m市道

商業(80,400)準防

66,800

6,635 南8m市道

工専（60,200）

太白 商- 5 鹿野3丁目216番7

鹿野3－16－26

157 東5.5m市道

2住居(60,200)準防

太白 商- 6 八木山香澄町1番38外

八木山香澄町3－32

211,000

118 南5.5m市道

2住居(60,200)準防

太白 商- 7 長町南3丁目1番22

長町南3－1－50

中倉1－19－14

148,000

165 西4m私道

1住居(60,200)

太白 商- 8 鈎取1丁目233番1

若林 住- 4 若林1丁目43番7外

若林1－11－14

98,300

182 南東4m市道

2住居(60,200)

240 北22m市道、西側道 近商（80,300）準防

若林 住- 5 若林6丁目105番19

若林6－3－28

80,000

199 南4m市道

1住居(60,200)

270,000

663 北西20m県道

近商(80,300)準防

※若林 住- 6 沖野6丁目308番5

沖野6－32－7

83,500

195 北東6m市道

1低専(50,80)

上杉3－8－28

444,000

317 北30m市道

近商(80,300)準防

若林 住- 7 大和町1丁目205番48

大和町1－17－5

168,000

232 北6m市道、
西側道

2住居(60,200)

※泉 住- 2 黒松2丁目1番298

黒松2－4－16

青葉 商-15 台原2丁目31番12

台原2－1－15

176,000

672 南西27m県道、三方路 近商(80,300)準防

若林 住- 8 東八番丁197番2

237,000

125 西5m市道

2住居(60,200)準防

※泉 住- 3 南光台南2丁目10番410

南光台南2－12－6

※青葉 商-16 宮町2丁目59番3外

宮町2－1－67

273,000

515 東15m市道

近商(80,300)準防

若林 住- 9 今泉字小在家9番外

21,700

712 西22m県道、背面道 近商(80,300)準防

若林 住-10 荒井7丁目24番3外

135,000

901 南15m市道、東側道 2住居(60,200)準防

若林 商- 1 二軒茶屋201番4外

扇町4－7－30

1低専(40,60)

780 南西11.5m市道

243 北東6m市道

「調区」(60,100)

2住居(60,200)

住- 8 紫山1丁目21番6

※泉 住- 9 寺岡1丁目18番26

二軒茶屋1－6

242,000

1,306 北東25m市道、南東側道 商業(80,400)防火

南光台東1－1－22

98,500

400 南西12m市道

1住居(60,200)

745 北西22m市道、背面道 商業(80,400)準防

商業(80,400)準防

近商(80,300)準防

157 南東9.5m市道

近商(80,300)準防

基準地番号

340,000

920 北30m市道

近商（80,300）準防

宮城 林- 5 青葉区熊ケ根字赤沢山10番

140,000

41,873

林道2m

「調区」地域森林計画対象区域

鈎取1－5－12

87,000

553 南37m国道

近商(80,300)準防

宮城 林- 6 青葉区芋沢字上新田27番1

208,000

4,569

道路3m

「調区」地域森林計画対象区域

太白 商- 9 郡山5丁目102番6外

郡山5－7－17

77,000

1,258 南東30m国道、北側道 準工（60,200）準防

宮城 林-11 太白区秋保町境野字辺田山10番

149,000

2,776

市道4.7m

「調区」地域森林計画対象区域

太白 商-10 あすと長町3丁目12番3

あすと長町3－12－20

295,000

5,499 東40m県道、
三方路 商業（80,500）防火

住- 1 泉中央4丁目29番9

77,000

190,000

218 東6m市道

2住居(60,200)

100,000

309 東6m市道

1低専(50,80)

92,200

270 南東5m市道

1低専(50,80)

71,500

246 南東6m市道

1低専(40,60)

住- 5 南中山5丁目5番77

63,000

183 南東6m市道

1中専(60,200)

※泉 住- 6 鶴が丘4丁目18番5

59,300

226 南東6m市道

1低専(50,80)

※泉 住- 4 長命ケ丘1丁目10番9

泉

基準地の所在・地番

10アール
当たりの
価格（円）

基準地の
搬出地点の
地
積
道路の状況
（㎡）

公法上の規制

都市計画法その他法令の制限
①都市計画区域等の区分
市街化区域………………………… 記載せず
市街化調整区域……………………「調 区」
都市計画区域外……………………「都計外」
②地域地区の区分
（市街化区域の場合）
第１種低層住居専用地域………… １低専
第２種低層住居専用地域………… ２低専
第１種中高層住居専用地域……… １中専
第２種中高層住居専用地域……… ２中専
第１種住居地域…………………… １住居
第２種住居地域…………………… ２住居
準住居地域………………………… 準住居
③（

390,000

上谷刈1－5－3

「都計外」

372 北西36m国道

泉

180,000

泉

将監7－4－15

基準地に係る都市計
画法その他法令の制
限で主要なもの

209 南6.3m市道

75,000

※泉 住- 7 将監7丁目1番359

住 居 表 示

基準地の前面
道路の状況

86,500

近商(80,300)準防

太白 住-10 中田町字後河原3番26外

3,177 南30m市道、
背面道 工業（60,200）

所 在 及 び 地 番

基準地 1 平方 基準地
メートル当た の地積
りの価格（円） （㎡）

1低専(40,60)

966 南6m市道

商業(80,400)準防

基準地の所在及び地番並びに住居表示

247 北6m市道

2中専(60,200)

中田6－32－1

上杉6－2－23

工専(60,200)

85,000

198 南6.2m市道

太白 商- 4 中田6丁目435番5外

青葉 商-18 上杉6丁目227番1

準工(60,200)準防

1低専(50,80)

60,500

工業(60,200)準防

82,400

33,800 14,400 南22ｍ市道

準住居(60,200)

291 東6m市道

※太白 住- 9 四郎丸字吹上59番10

2,514 南西22m市道

青葉 商-17 栗生4丁目12番12

765 北西22ｍ県道

103,000

920 北50m市道、
西側道 商業(80,600)準防

78,500

1,250 西7m市道

泉ケ丘1－12－8

1,554 西25ｍ県道、背面道 近商(80,300)準防

※は、地価公示標準地と、地価調査基準地の共通地点を表しています。

青葉 商-19 片平1丁目159番

青葉 住- 1 上杉6丁目8番2

128,000

近隣商業地域……………………… 近
商業地域…………………………… 商
準工業地域………………………… 準
工業地域…………………………… 工
工業専用地域……………………… 工
防火地域…………………………… 防
準防火地域………………………… 準

）
内は、
左側に指定建ぺい率、
右側に指定容積率を％で表示している。

商
業
工
業
専
火
防

