
１　標準地番号

冠記番号

なし

5

9

２　標準地の所在及び地番並びに住居表示

　「　　　」は住居表示を表示している。

３　30年価格（公示価格）、29年価格（前年公示価格）

　　30年価格は本年の公示価格を、29年価格は前年公示価格を、

　1平方メートル当たりの価格について、円単位で表示している。

４　変　動　率

　　公示価格の対前年変動率を、％で表示している。

用途（種別）

平成30年 公示価格一覧表(新潟市分）

価格時点：平成３０年１月１日

※価格一覧の見方

公表日：平成３０年３月２８日

住宅地

商業地

工業地



平成30年公示価格一覧
（単位：円／㎡、％）

標準地番号 市区町村名 標準地の所在及び地番並びに住居表示 30年価格 29年価格 変動率

北－1 新潟市北区 松浜１丁目３番１７ 35,500 35,500 0.0
北－2 新潟市北区 木崎字尾山２２２９番１３ 25,200 25,200 0.0
北－3 新潟市北区 新元島町３９４２番３０ 32,300 32,000 0.9
北－4 新潟市北区 朝日町１丁目９番１０ 「朝日町１－９－１３」 41,200 40,400 2.0
北－5 新潟市北区 川西４丁目１５７番 26,100 25,900 0.8
北－6 新潟市北区 早通南２丁目２１３８番 「早通南２－８－４」 38,600 38,800 -0.5
北－7 新潟市北区 嘉山４丁目７番１５外 「嘉山４－７－１０」 27,900 27,900 0.0
北－8 新潟市北区 島見町字前谷内５０２７番１ 13,000 13,200 -1.5
北－9 新潟市北区 上大月字居浦９３０番外 6,900 7,000 -1.4
北－10 新潟市北区 かぶとやま１丁目７番８ 41,900 41,400 1.2
北5－1 新潟市北区 葛塚字本町３３１８番２ 40,700 41,000 -0.7
北5－2 新潟市北区 内島見字浦潟２５０４番９外 15,600 15,800 -1.3
北9－1 新潟市北区 松浜８丁目３６３５番１９６７外 「松浜８－２５－３」 11,100 11,200 -0.9
東－1 新潟市東区 東中野山４丁目２４２番３２ 「東中野山４－３－１１」 68,200 68,000 0.3
東－2 新潟市東区 松和町１０９番２１ 「松和町９－３０」 71,700 70,000 2.4
東－3 新潟市東区 藤見町１丁目１番５１ 「藤見町１－８－５」 53,400 52,700 1.3
東－4 新潟市東区 逢谷内２丁目４４３番１１外 「逢谷内２－５－１５」 61,700 60,800 1.5
東－5 新潟市東区 有楽１丁目８番９ 67,500 66,200 2.0
東－6 新潟市東区 物見山３丁目丙３６５番２５ 「物見山３－５－１９」 64,000 62,700 2.1
東－7 新潟市東区 新石山２丁目３番５ 75,500 75,100 0.5
東－8 新潟市東区 紫竹７丁目６６３番１０外 「紫竹７－２１－１９」 66,900 66,900 0.0
東－9 新潟市東区 粟山２丁目４０７番１外 「粟山２－５－１０」 74,900 74,400 0.7
東－10 新潟市東区 東明５丁目２番５ 79,600 79,600 0.0
東－11 新潟市東区 山木戸５丁目１４５番３ 「山木戸５－９－４」 71,200 70,800 0.6
東－12 新潟市東区 津島屋２丁目３２番４外 15,200 15,200 0.0
東5－1 新潟市東区 古川町１０５番１外 「古川町９－１６」 60,400 60,500 -0.2
東5－2 新潟市東区 山木戸６丁目３７４番 「山木戸６－１９－３」 63,400 63,400 0.0
東5－3 新潟市東区 中山８丁目５９２番１外 「中山８－２７－３２」 66,100 66,100 0.0
東5－4 新潟市東区 寺山３丁目１０７４番外 「寺山３－６－２８」 63,800 63,800 0.0
東5－5 新潟市東区 南紫竹１丁目１１１６番６ 「南紫竹１－１－１８」 60,500 60,500 0.0
東9－1 新潟市東区 山木戸８丁目１３３４番外 「山木戸８－７－７」 30,000 29,600 1.4
東9－2 新潟市東区 榎町２０番１外 19,700 19,700 0.0
東9－3 新潟市東区 松島２丁目７１番４外 「松島２－４－１７」 24,100 24,200 -0.4
東9－4 新潟市東区 船江町１丁目７４番 「船江町１－４７－１６」 25,500 25,500 0.0
中央－1 新潟市中央区 関屋昭和町２丁目１１１番 122,000 123,000 -0.8
中央－2 新潟市中央区 四ツ屋町２丁目５１３３番５０ 66,500 67,000 -0.7
中央－3 新潟市中央区 和合町３丁目１１１８番７外 「和合町３－５－１８」 84,000 82,700 1.6
中央－4 新潟市中央区 川端町１丁目５番１ 124,000 122,000 1.6
中央－5 新潟市中央区 堀之内南２丁目１５３番 「堀之内南２－７－１４」 92,600 92,100 0.5
中央－6 新潟市中央区 中大畑町５５４番 159,000 156,000 1.9
中央－7 新潟市中央区 二葉町１丁目８２８番７ 109,000 108,000 0.9
中央－8 新潟市中央区 水道町２丁目８０８番１７ 147,000 141,000 4.3
中央－9 新潟市中央区 窪田町３丁目１７０番 78,300 78,600 -0.4
中央－10 新潟市中央区 愛宕２丁目７番６ 76,700 76,200 0.7
中央－11 新潟市中央区 新和４丁目８０番３８ 「新和４－７－８」 96,100 94,700 1.5
中央－12 新潟市中央区 弁天橋通２丁目９５０番９ 「弁天橋通２－２８－５」 83,900 82,900 1.2
中央－13 新潟市中央区 神道寺南１丁目２６１番１２ 「神道寺南１－６－１８」 78,700 78,200 0.6
中央－14 新潟市中央区 鐙１丁目７０番 「鐙１－９－６」 120,000 117,000 2.6
中央－15 新潟市中央区 網川原１丁目１７０番２４ 「網川原１－９－５」 83,900 83,100 1.0
中央－16 新潟市中央区 小張木１丁目２０４番６ 「小張木１－５－１８」 70,100 69,600 0.7
中央－17 新潟市中央区 天神尾２丁目４５４番２ 「天神尾２－１３－１５」 114,000 111,000 2.7
中央－18 新潟市中央区 山二ツ４丁目９４４番７ 「山二ツ４－１－１３」 64,600 64,100 0.8
中央－19 新潟市中央区 学校町通３番町５３２２番１２０ 114,000 115,000 -0.9
中央－20 新潟市中央区 関屋恵町２００２番３９ 78,800 79,500 -0.9
中央－21 新潟市中央区 女池神明１丁目６番４ 86,500 85,800 0.8
中央－22 新潟市中央区 東入船町３７０９番４０ 71,400 71,500 -0.1
中央5－1 新潟市中央区 古町通６番町９７３番３外 255,000 253,000 0.8
中央5－2 新潟市中央区 東大通１丁目２５番外 「東大通１－２－３０」 535,000 535,000 0.0
中央5－3 新潟市中央区 東堀通１２番町２７８９番１ 109,000 110,000 -0.9
中央5－4 新潟市中央区 本町通１４番町３１３８番６ 91,800 92,000 -0.2
中央5－5 新潟市中央区 東万代町７３番１外 「東万代町９－１１」 106,000 104,000 1.9
中央5－6 新潟市中央区 明石２丁目４６番２ 「明石２－２－１４」 124,000 122,000 1.6
中央5－7 新潟市中央区 沼垂東４丁目７６１番外 「沼垂東４－２－２８」 86,200 86,100 0.1
中央5－8 新潟市中央区 米山３丁目６００番７外 「米山３－２－１１」 196,000 193,000 1.6
中央5－9 新潟市中央区 学校町通３番町５５７番１３外 113,000 114,000 -0.9
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平成30年公示価格一覧
（単位：円／㎡、％）

標準地番号 市区町村名 標準地の所在及び地番並びに住居表示 30年価格 29年価格 変動率

中央5－10 新潟市中央区 東大通１丁目１４８番 「東大通１－７－２８」 211,000 205,000 2.9
中央5－11 新潟市中央区 上大川前通６番町１２０５番２ 150,000 150,000 0.0
中央5－12 新潟市中央区 堀之内南１丁目２８６番１外 「堀之内南１－３３－２１」 107,000 105,000 1.9
中央5－13 新潟市中央区 万代２丁目１９９７番１ 「万代２－３－６」 253,000 244,000 3.7
中央5－14 新潟市中央区 花町２０６９番 226,000 226,000 0.0
中央5－15 新潟市中央区 米山３丁目５７２番２外 「米山３－１－５３」 273,000 270,000 1.1
中央5－16 新潟市中央区 白山浦１丁目６１４番４３外 92,100 92,100 0.0
中央5－17 新潟市中央区 古町通２番町５３０番 128,000 128,000 0.0
中央5－18 新潟市中央区 南出来島１丁目４３６番６ 「南出来島１－１０－３」 103,000 100,000 3.0
中央5－19 新潟市中央区 弁天橋通３丁目８５６番１外 「弁天橋通３－１－１５」 100,000 99,000 1.0
江南－1 新潟市江南区 天野３丁目１０９０番１３外 「天野３－１３－８」 47,000 47,000 0.0
江南－2 新潟市江南区 曽野木２丁目乙２１番２２９ 「曽野木２－１８－９」 50,700 50,700 0.0
江南－3 新潟市江南区 横越中央５丁目３５２１番５「横越中央５－１０－１０」 19,100 18,900 1.1
江南－4 新潟市江南区 横越中央２丁目４６１７番９ 「横越中央２－５－１０」 41,300 40,800 1.2
江南－5 新潟市江南区 二本木４丁目１１１０番２３ 「二本木４－１６－２２」 31,300 31,300 0.0
江南－6 新潟市江南区 西町５丁目１２１９番５外 「西町５－５－２６」 80,400
江南－7 新潟市江南区 袋津３丁目３６０７番４外 「袋津３－３－１３」 39,400 39,300 0.3
江南－8 新潟市江南区 稲葉１丁目１０９１番１０ 「稲葉１－２－３」 51,300 51,000 0.6
江南－9 新潟市江南区 亀田中島１丁目２４０４番３ 「亀田中島１－９－２９」 50,800 50,600 0.4
江南－10 新潟市江南区 船戸山５丁目２９４番 「船戸山５－１－７」 43,800 43,300 1.2
江南－11 新潟市江南区 大淵字荒屋１９１２番 16,100 16,100 0.0
江南－12 新潟市江南区 早通４丁目９５５番１ 「早通４－５－１２」 19,600 19,400 1.0
江南－13 新潟市江南区 小杉２丁目１６９番 「小杉２－３－６」 12,100 12,200 -0.8
江南9－1 新潟市江南区 曙町３丁目４８７番３外 「曙町３－９－１５」 22,100 22,100 0.0
江南9－2 新潟市江南区 亀田大月２丁目４６６番１外 「亀田大月２－５－３８」 25,500 25,200 1.2
秋葉－1 新潟市秋葉区 東島字前坪１３３番７０ 32,900 33,200 -0.9
秋葉－2 新潟市秋葉区 荻島２丁目２３２番５ 「荻島２－１４－５」 49,100 49,100 0.0
秋葉－3 新潟市秋葉区 小向字苗代１８０２番 8,400 8,430 -0.4
秋葉－4 新潟市秋葉区 山谷町１丁目３５番１ 「山谷町１－１０－２０」 37,200 37,200 0.0
秋葉－5 新潟市秋葉区 善道町１丁目３７３番１ 「善道町１－６－２５」 40,300 41,400 -2.7
秋葉－6 新潟市秋葉区 小須戸字町浦３４７３番１ 20,400 20,800 -1.9
秋葉－7 新潟市秋葉区 金沢町２丁目９０４番１１外「金沢町２－７－４３」 34,000 34,000 0.0
秋葉－8 新潟市秋葉区 西古津１９２６番６０ 「西古津５－１１」 35,100 35,200 -0.3
秋葉－9 新潟市秋葉区 滝谷町１９番２ 「滝谷町１２－２４」 22,700 23,000 -1.3
秋葉－10 新潟市秋葉区 新津本町３丁目３３１５番１ 「新津本町３－１９－１０」 39,000 39,100 -0.3
秋葉－11 新潟市秋葉区 結字内畑１７５番１外 25,100 25,100 0.0
秋葉－12 新潟市秋葉区 新保字雁巻１２番３ 25,600 26,000 -1.5
秋葉－13 新潟市秋葉区 松ケ丘１丁目５３７５番５ 「松ケ丘１－６－２３」 18,700 19,000 -1.6
秋葉－14 新潟市秋葉区 七日町字屋敷９０５番１ 10,100 10,300 -1.9
秋葉－15 新潟市秋葉区 飯柳字居浦１８５番１ 14,000 14,200 -1.4
秋葉－16 新潟市秋葉区 秋葉１丁目３６５４番１５ 「秋葉１－２７－２４」 18,800 19,000 -1.1
秋葉5－1 新潟市秋葉区 新津本町２丁目２９３８番１外 「新津本町２－５－３４」 56,700 57,900 -2.1
秋葉5－2 新潟市秋葉区 小須戸字町浦３６２７番 25,400 26,100 -2.7
秋葉5－3 新潟市秋葉区 北上字長沼２０１５番外 28,600 28,800 -0.7
秋葉5－4 新潟市秋葉区 滝谷町６０９３番２外 「滝谷町３－２１」 17,100 17,300 -1.2
南－1 新潟市南区 上下諏訪木字前８１０番６ 43,600 44,000 -0.9
南－2 新潟市南区 七軒町１０３番１ 「七軒町９－７」 27,700 28,100 -1.4
南－3 新潟市南区 新生町１丁目１０９７番３３ 18,000 18,200 -1.1
西－1 新潟市西区 五十嵐一の町６７４８番９ 61,300 61,300 0.0
西－2 新潟市西区 鳥原字大明２５９９番４ 53,200 53,000 0.4
西－3 新潟市西区 寺尾東３丁目１７２１番８外「寺尾東３－７－２０」 70,500 69,700 1.1
西－4 新潟市西区 東青山１丁目１８番９ 104,000 102,000 2.0
西－5 新潟市西区 山田字西山田２６１１番２外 56,900 56,700 0.4
西－6 新潟市西区 新中浜４丁目３番８ 27,200 27,100 0.4
西－7 新潟市西区 大学南２丁目７２番１６ 「大学南２－９－８」 38,500 38,500 0.0
西－8 新潟市西区 青山４丁目１１９３番２４ 「青山４－８－４」 91,400 91,400 0.0
西－9 新潟市西区 寺尾朝日通１０２０番７ 「寺尾朝日通２４－３」 54,600 54,600 0.0
西－10 新潟市西区 小針６丁目５６１番５ 「小針６－２４－１５」 88,300 88,300 0.0
西－11 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－12 新潟市西区 真砂３丁目５８２１番１２７３ 「真砂３－１０－２０」 54,300 54,500 -0.4
西－13 新潟市西区 寺尾台２丁目８１１番２６ 70,900 71,100 -0.3
西－14 新潟市西区 寺尾上５丁目１９２番９ 外「寺尾上５－１－９」 49,100 49,200 -0.2
西－15 新潟市西区 浦山４丁目１４３６番３５４ 「浦山４－１２－３３」 49,700 50,000 -0.6
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西－16 新潟市西区 小新西１丁目１０８０番１０２ 「小新西１－２－１９」 56,200 55,800 0.7
西－17 新潟市西区 五十嵐三の町東９１６１番６９ 「五十嵐三の町東４－１０」 39,200 39,200 0.0
西－18 新潟市西区 坂井字村上６５０番６外 55,600 55,500 0.2
西－19 新潟市西区 青山新町２５番２ 111,000 110,000 0.9
西－20 新潟市西区 大野町９４２番１２外 46,900 46,900 0.0
西－21 新潟市西区 小針１丁目１１２９番１７外 「小針１－２６－１５」 91,500 91,300 0.2
西－22 新潟市西区 寺地字大仙坊５８０番３９ 63,700 63,600 0.2
西－23 新潟市西区 笠木字堤３１６１番 11,400 11,500 -0.9
西－24 新潟市西区 神山字屋敷添１２６番５外 9,650 9,700 -0.5
西－25 新潟市西区 北場字立野２０番１外 14,200 14,300 -0.7
西5－1 新潟市西区 小針上山２１１７番 「小針上山１０－２７」 76,600 76,600 0.0
西5－2 新潟市西区 小針４丁目７３０番５外 「小針４－１３－１０」 89,500 89,200 0.3
西蒲－1 新潟市西蒲区 和納字谷内７０７８番２１ 22,100 22,300 -0.9
西蒲－2 新潟市西蒲区 魲字浜道下２３２番７ 27,800 28,400 -2.1
西蒲－3 新潟市西蒲区 槇島字十三分５５３番４ 26,000 26,400 -1.5
西蒲－4 新潟市西蒲区 巻字割前表甲１３５７番７ 33,000 33,900 -2.7
西蒲－5 新潟市西蒲区 巻字主膳郷屋乙１７３７番７ 28,000 28,400 -1.4
西蒲－6 新潟市西蒲区 和納字三田２４７８番９ 26,600 26,800 -0.7
西蒲5－1 新潟市西蒲区 巻字本町通２番町甲２９２７番５外 40,900 42,300 -3.3
西蒲5－2 新潟市西蒲区 曽根字三ノ町２２５番５外 26,300 27,300 -3.7
西蒲5－3 新潟市西蒲区 岩室温泉字居掛６８１番外 31,500 32,300 -2.5
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