
●　価格一覧の見方

１　基準地の一連番号の前にある見出し数字は、次の用途区分を示す。

見出し数字

なし

3

5

9

３　住居表示実施済みの画地は「　」内に住居表示番号を併記している。

４　変動率は、標準価格の前年価格に対する変動率であり、％で表示している。

５　備考欄には、平成１５年度以降に合併した市町村について、合併前旧市町村を記載
　した。

２　標準価格は宅地及び宅地見込地の基準地については１平方メートル当たりの価格を
　それぞれ円単位で表示している。

価格時点：平成２７年７月１日

商　業　地

工　業　地

平成２７年度新潟県地価調査
標準価格一覧表（新潟市分）

用途（種別）

住　宅　地

宅地見込地

公表日：平成２７年９月１６日



価格一覧
（単位：円／㎡、％）

基準地番号 市区町村名 備考 基準地の所在及び地番 27年価格 26年価格 変動率

北(県)－1 新潟市北区 すみれ野２丁目２１０番２４ 「すみれ野２－１０－２６」 40,300 40,300 0.0
北(県)－2 新潟市北区 松浜７丁目９番６ 27,400 27,500 -0.4
北(県)－3 新潟市北区 旧豊栄市 柳原１丁目３４４番４ 「柳原１－１０－２１」 44,600 44,600 0.0
北(県)－4 新潟市北区 太夫浜新町１丁目４５８番 「太夫浜新町１－２２－２４」 23,600 23,600 0.0
北(県)－5 新潟市北区 旧豊栄市 東栄町１丁目６番３外 「東栄町１－６－２」 33,300 33,400 -0.3
北(県)－6 新潟市北区 旧豊栄市 白新町３丁目１８番１ 「白新町３－８－１２」 40,400 40,400 0.0
北(県)－7 新潟市北区 旧豊栄市 朝日町１丁目９番１０ 「朝日町１－９－１３」 40,000 40,000 0.0
北(県)－8 新潟市北区 旧豊栄市 葛塚字栄町４２０８番 36,200 36,300 -0.3
北(県)－9 新潟市北区 旧豊栄市 大久保１４０番外 8,500 8,600 -1.2
北(県)－10 新潟市北区 旧豊栄市 横井字横井山３３７番１外 10,100 10,200 -1.0
北(県)5－1 新潟市北区 松浜本町２丁目３２２８番６外 「松浜本町２－１２－２」 42,200 43,500 -3.0
北(県)5－2 新潟市北区 旧豊栄市 白新町１丁目３９１５番１外 「白新町１－９－５」 44,200 44,800 -1.3
東(県)－1 新潟市東区 松和町１０９番２１ 「松和町９－３０」 68,600 68,600 0.0
東(県)－2 新潟市東区 桃山町１丁目３７番 59,800 60,400 -1.0
東(県)－3 新潟市東区 竹尾４丁目２０番５ 「竹尾４－４－１８」 67,600 67,600 0.0
東(県)－4 新潟市東区 もえぎ野３丁目１１０番１３ 「もえぎ野３－１０－２２」 74,200 74,200 0.0
東(県)－5 新潟市東区 下場新町１６６番２９ 「下場新町１８－１５」 74,800 74,800 0.0
東(県)－6 新潟市東区 小金台１番３３０ 「小金台４－１１」 61,200 61,200 0.0
東(県)－7 新潟市東区 東明５丁目２番５ 79,600 80,100 -0.6
東(県)－8 新潟市東区 船江町１丁目８６番５０ 「船江町１－１９－１２」 45,000 45,000 0.0
東(県)－9 新潟市東区 海老ケ瀬字新堀北１０８７番１０外 19,400 19,200 1.0
東(県)5－1 新潟市東区 浜谷町２丁目５３番外 「浜谷町２－２－５１」 42,200 43,300 -2.5
東(県)9－1 新潟市東区 津島屋７丁目１０２番１外 26,000 26,300 -1.1
東(県)9－2 新潟市東区 豊２丁目１４８８番１外 「豊２－２－１２」 30,200 30,200 0.0
東(県)9－3 新潟市東区 卸新町２丁目８４８番８ 39,500 39,500 0.0
中央(県)－1 新潟市中央区 水道町２丁目８０８番１７ 141,000 141,000 0.0
中央(県)－2 新潟市中央区 信濃町２２番１３ 「信濃町１３－３」 128,000 130,000 -1.5
中央(県)－3 新潟市中央区 関屋松波町３丁目２１０番 147,000 150,000 -2.0
中央(県)－4 新潟市中央区 関屋田町２丁目２２３番 121,000 122,000 -0.8
中央(県)－5 新潟市中央区 稲荷町字下島３４６０番２１ 81,700 81,900 -0.2
中央(県)－6 新潟市中央区 上所上２丁目５６６番７ 「上所上２－１８－５」 94,400 93,200 1.3
中央(県)－7 65,900 65,500 0.6中央(県)－7 新潟市中央区 大島字割前１２７番４０ 65,900 65,500 0.6
中央(県)－8 新潟市中央区 紫竹１丁目３６番４ 「紫竹１－８－５」 89,500 90,200 -0.8
中央(県)－9 新潟市中央区 女池４丁目７７６番９外 「女池４－１１－５」 80,900 80,500 0.5
中央(県)－10 新潟市中央区 鐙１丁目７０番 「鐙１－９－６」 118,000 120,000 -1.7
中央(県)－11 新潟市中央区 鐙西２丁目２71番外 「鐙西２－１0－３」 118,000 118,000 0.0
中央(県)－12 新潟市中央区 長潟１丁目１１５５番１５ 「長潟１－１４－１３」 78,800 78,600 0.3
中央(県)－13 新潟市中央区 幸西３丁目２５４番１９ 「幸西３－５－３３」 131,000 131,000 0.0
中央(県)－14 新潟市中央区 京王１丁目１３６０番７ 「京王１－１８－２３」 89,200 90,200 -1.1
中央(県)－15 新潟市中央区 長潟字長潟９６６番１ 36,500 36,900 -1.1
中央(県)3－1 新潟市中央区 親松字樋先170番１外 32,800 32,500 0.9
中央(県)5－1 新潟市中央区 西堀前通８番町１５２６番２ 189,000 193,000 -2.1
中央(県)5－2 新潟市中央区 東中通1番町86番50外 162,000 164,000 -1.2
中央(県)5－3 新潟市中央区 東堀通６番町１０３７番１ 249,000 251,000 -0.8
中央(県)5－4 新潟市中央区 花園１丁目３７番 「花園１－６－１１」 215,000 211,000 1.9
中央(県)5－5 新潟市中央区 堀之内字浦沢４２番６外 117,000 117,000 0.0
中央(県)5－6 新潟市中央区 出来島２丁目２８２番１外 「出来島２－１－１６」 108,000 108,000 0.0
中央(県)5－7 新潟市中央区 紫竹山２丁目３９８番７ 「紫竹山２－５－１０」 116,000 116,000 0.0
中央(県)5－8 新潟市中央区 古町通６番町９５３番１ 437,000 451,000 -3.1
中央(県)5－9 新潟市中央区 万代４丁目２４４６番１外 「万代４－１－８」 430,000 430,000 0.0
中央(県)5－10 新潟市中央区 東大通１丁目１５４番 「東大通１－８－１０」 228,000 225,000 1.3
中央(県)5－11 新潟市中央区 笹口１丁目１９番２４外 231,000 231,000 0.0
中央(県)5－12 新潟市中央区 弁天２丁目１７９０番６ 「弁天２－３－３５」 202,000 200,000 1.0
中央(県)5－13 新潟市中央区 新光町１５番５ 86,800 86,800 0.0
中央(県)5－14 新潟市中央区 東大通１丁目２５番外 「東大通１－２－３０」 550,000 560,000 -1.8
中央(県)5－15 新潟市中央区 米山３丁目６００番７外 「米山３－２－１１」 193,000 193,000 0.0
中央(県)5－16 新潟市中央区 東堀前通３番町３７５番 121,000 122,000 -0.8
中央(県)5－17 新潟市中央区 上大川前通７番町１２３６番１ 168,000 170,000 -1.2
中央(県)5－18 新潟市中央区 有明大橋町１９８１番３７内 「有明大橋町６－１９」 90,000 90,000 0.0



価格一覧
（単位：円／㎡、％）

基準地番号 市区町村名 備考 基準地の所在及び地番 27年価格 26年価格 変動率

中央(県)5－19 新潟市中央区 古町通５番町６１７番 164,000 167,000 -1.8
中央(県)5－20 新潟市中央区 美咲町２丁目６２０番７２外 「美咲町２－３－２８」 59,800 59,800 0.0
江南(県)－1 新潟市江南区 旧横越町 横越川根町３丁目２７５６番４２ 「横越川根町３－６－１２」 37,200 37,200 0.0
江南(県)－2 新潟市江南区 旧横越町 横越中央１丁目４６０６番５ 「横越中央１－７－２２」 41,400 41,400 0.0
江南(県)－3 新潟市江南区 旧亀田町 亀田向陽１丁目１４０５番１０外 「亀田向陽１－３－５」 67,500 67,400 0.1
江南(県)－4 新潟市江南区 旧亀田町 荻曽根１丁目３２２番３９ 「荻曽根１－４－５」 65,000 64,700 0.5
江南(県)－5 新潟市江南区 旧亀田町 所島１丁目乙１番１０ 「所島１－４－８」 45,800 46,000 -0.4
江南(県)－6 新潟市江南区 旧亀田町 五月町３丁目５５７番２６ 「五月町３－３－２４」 68,700 68,300 0.6
江南(県)－7 新潟市江南区 平賀字居付１８７番外 13,700 14,200 -3.5
江南(県)－8 新潟市江南区 旧横越町 横越上町３丁目１１８番１ 「横越上町３－３－１３」 13,200 13,500 -2.2
江南(県)－9 新潟市江南区 旧横越町 木津２丁目３２６番３ 「木津２－５－３６」 11,800 12,100 -2.5
江南(県)5－1 新潟市江南区 旧亀田町 亀田本町２丁目４９３番乙 「亀田本町２－７－１１」 39,800 40,800 -2.5
江南(県)5－2 新潟市江南区 旧亀田町 西町３丁目１１６７番１外 「西町３－１－８１」 77,300 77,300 0.0
秋葉(県)－1 新潟市秋葉区 旧新津市 中野４丁目２９３番５外 「中野４－１７－１５」 50,000 50,000 0.0
秋葉(県)－2 新潟市秋葉区 旧新津市 日宝町１０５番３５ 「日宝町５－８」 39,500 40,200 -1.7
秋葉(県)－3 新潟市秋葉区 旧新津市 山谷町２丁目５０２９番９ 「山谷町２－３－１４」 56,600 56,600 0.0
秋葉(県)－4 新潟市秋葉区 旧新津市 善道町１丁目３７３番１ 「善道町１－６－２５」 42,100 43,000 -2.1
秋葉(県)－5 新潟市秋葉区 旧小須戸町 舟戸１丁目１１６０番２５ 「舟戸１－６－２１」 30,200 30,400 -0.7
秋葉(県)－6 新潟市秋葉区 旧新津市 吉岡町１２０８番１４ 「吉岡町１２－１６」 42,000 43,000 -2.3
秋葉(県)－7 新潟市秋葉区 旧新津市 南町４４２１番３ 「南町１５－４」 42,800 43,200 -0.9
秋葉(県)－8 新潟市秋葉区 旧新津市 新津東町２丁目３８５番１４ 「新津東町２－１１－１０」 32,300 32,400 -0.3
秋葉(県)－9 新潟市秋葉区 旧新津市 さつき野１丁目３４１番６９ 「さつき野１－７－２６」 49,800 49,300 1.0
秋葉(県)－10 新潟市秋葉区 旧小須戸町 矢代田字三沢３８４０番５外 22,200 22,700 -2.2
秋葉(県)－11 新潟市秋葉区 旧新津市 川根字四反田甲５９８番２ 11,400 11,700 -2.6
秋葉(県)－12 新潟市秋葉区 旧新津市 蒲ケ沢字中谷内１８９０番１ 9,600 9,800 -2.0
秋葉(県)5－1 新潟市秋葉区 旧新津市 新津本町１丁目２０７７番６ 「新津本町１－６－１７」 51,000 52,500 -2.9
秋葉(県)5－2 新潟市秋葉区 旧新津市 古田１丁目122番１「古田１－２－29」 49,300 49,600 -0.6
南(県)－1 新潟市南区 旧白根市 白根日の出町４５１番１２ 「白根日の出町１４－６３」 30,100 30,600 -1.6
南(県)－2 新潟市南区 旧白根市 大通南４丁目１６０番 29,300 29,300 0.0
南(県)－3 新潟市南区 旧白根市 白根東町１丁目６５７番９ 「白根東町１－６－３」 41,100 41,400 -0.7
南(県)－４ 新潟市南区 旧白根市 和泉字家西４０９番２７ 28,000 28,400 -1.4
南(県)－5 8,200 8,400 -2.4南(県)－5 新潟市南区 旧月潟村 東長嶋字鍋田９９番１ 8,200 8,400 -2.4
南(県)－6 新潟市南区 旧味方村 味方字一号６８０番１ 15,200 15,300 -0.7
南(県)－7 新潟市南区 旧味方村 吉江字大割２２６番１ 10,300 10,500 -1.9
南(県)－8 新潟市南区 旧味方村 西白根字千日上１６番１６ 21,700 21,900 -0.9
南(県)－9 新潟市南区 旧月潟村 月潟字居裏５９７番３外 13,700 14,000 -2.1
南(県)5－1 新潟市南区 旧白根市 白根字五ノ町3144番１ 35,800 36,500 -1.9
南(県)5－2 新潟市南区 旧白根市 能登字前４００番４ 46,000 47,200 -2.5
西(県)－1 新潟市西区 五十嵐中島４丁目２７０３番１９ 「五十嵐中島４－６－２６」 30,500 30,900 -1.3
西(県)－2 新潟市西区 寺尾前通１丁目１４番４外 77,000 77,000 0.0
西(県)－3 新潟市西区 内野山手１丁目１１０番７ 「内野山手１－１０－１２」 65,400 65,700 -0.5
西(県)－4 新潟市西区 新通西２丁目４４６番３外 「新通西２－１８－２０」 36,800 36,600 0.5
西(県)－5 新潟市西区 坂井東６丁目１１７４番９ 「坂井東６－２６－１９」 64,400 64,400 0.0
西(県)－6 新潟市西区 上新栄町３丁目５８２９番２２５３ 「上新栄町３－６－２３」 48,300 49,000 -1.4
西(県)－7 新潟市西区 寺尾西４丁目５９５６番２０ 「寺尾西４－１４－１９」 39,700 40,300 -1.5
西(県)－8 新潟市西区 寺尾上６丁目２１７番５０ 「寺尾上６－８－１９」 65,700 65,700 0.0
西(県)－9 新潟市西区 真砂２丁目６５番２ 「真砂２－６－２７」 59,900 60,700 -1.3
西(県)－10 新潟市西区 松美台１９４０番４０ 「松美台１４－５」 67,100 67,900 -1.2
西(県)－11 新潟市西区 青山６丁目１４３６番７８４ 「青山６－１８－８」 55,600 56,200 -1.1
西(県)－12 新潟市西区 坂井砂山４丁目３７６番１７ 「坂井砂山４－９－１４」 71,700 71,700 0.0
西(県)－13 新潟市西区 立仏字百目山１０１４番 50,900 50,900 0.0
西(県)－14 新潟市西区 東青山１丁目１８番９ 102,000 102,000 0.0
西(県)－15 新潟市西区 小針藤山２２５４番２８ 「小針藤山１１－８」 71,800 71,800 0.0
西(県)－16 新潟市西区 五十嵐二の町９１４３番１８６ 33,400 34,100 -2.1
西(県)－17 新潟市西区 善久字新川向５２５番２４ 51,800 51,800 0.0
西(県)－18 新潟市西区 松海が丘２丁目５番１７ 「松海が丘２－４－１７」 55,000 56,000 -1.8
西(県)－19 新潟市西区 亀貝字堤外２３７６番４９ 40,800 40,800 0.0
西(県)－20 新潟市西区 木場字本田２３６９番 14,100 14,200 -0.7
西(県)3－1 新潟市西区 槇尾字布割４１２番外 21,200 21,200 0.0



価格一覧
（単位：円／㎡、％）

基準地番号 市区町村名 備考 基準地の所在及び地番 27年価格 26年価格 変動率

西(県)5－1 新潟市西区 内野町５５４番 66,800 67,500 -1.0
西(県)5－2 新潟市西区 寺尾西１丁目６６１８番２２ 「寺尾西１－１－１２」 69,200 70,000 -1.1
西(県)5－3 新潟市西区 大野町２６６５番３ 46,800 47,800 -2.1
西(県)5－4 新潟市西区 山田字堤付２３０７番３７０外 45,600 46,200 -1.3
西(県)9－1 新潟市西区 流通センター４丁目２番３ 35,200 35,300 -0.3
西蒲(県)－１ 新潟市西蒲区 旧巻町 巻字新道甲４０７６番６ 39,800 40,500 -1.7
西蒲(県)－2 新潟市西蒲区 旧岩室村 和納１丁目３６５６番２「和納１－７－１６」 26,000 26,200 -0.8
西蒲(県)－3 新潟市西蒲区 旧西川町 魲字大道上４１番３ 30,900 31,400 -1.6
西蒲(県)－4 新潟市西蒲区 旧巻町 竹野町字前田３２番１０ 25,600 26,300 -2.7
西蒲(県)－5 新潟市西蒲区 旧中之口村 中之口７４４番２０ 20,100 20,300 -1.0
西蒲(県)－6 新潟市西蒲区 旧岩室村 石瀬字下町３０２４番１ 8,000 8,100 -1.2
西蒲(県)－7 新潟市西蒲区 旧岩室村 間瀬字新村４３６６番 5,550 5,700 -2.6
西蒲(県)－8 新潟市西蒲区 旧西川町 大潟字花見４２１番 9,600 9,700 -1.0
西蒲(県)－9 新潟市西蒲区 旧潟東村 三方２８４番 9,000 9,100 -1.1
西蒲(県)－10 新潟市西蒲区 旧潟東村 五之上字土手内２１７５番１外 6,950 7,000 -0.7
西蒲(県)－11 新潟市西蒲区 旧潟東村 井随字下境４２１番１８ 15,200 15,400 -1.3
西蒲(県)－12 新潟市西蒲区 旧中之口村 牧ケ島字宗高６８４番１外 6,450 6,500 -0.8
西蒲(県)－13 新潟市西蒲区 旧中之口村 六分１０６０番２外 14,700 14,800 -0.7
西蒲(県)5－1 新潟市西蒲区 旧巻町 巻字中江甲２５２５番２外 40,300 42,000 -4.0
西蒲(県)5－2 新潟市西蒲区 旧巻町 巻字横江甲４８００番外 31,700 32,600 -2.8


