
：
山元

弊社ＨＰより詳細資料がダウンロードできます

PASS:　list365
https://listhomes.jp/login.html

リストホームズは直接販売は行っておりません

・図面と現況が異なる場合には、現況を優先させて頂きます。　・行政から指導があった場合には、図面を訂正させて頂きます。

3％（税込）
売主

イメージパース

建物の
保証

地盤の
保証

防蟻の
保証

住宅瑕疵担保責任保険加入5,980万円より

港 南 区 丸 山 台 2 丁 目

【新築分譲住宅全2棟】

丸 山 台
8分「上永谷」駅 徒歩

横浜市営地下鉄ブルーライン

〈税込〉
販売
価格

カーナビでお越しの際は「横浜市港南区丸山台2-22-27」とご入力ください。

丸山台中学校前
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現地案内図現地案内図
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横浜信用金庫横浜信用金庫
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メガロスメガロス
長田病院長田病院

港南消防署港南消防署
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上永谷西保育園上永谷西保育園

永野幼稚園
第２園舎
永野幼稚園
第２園舎

ファミリーマートファミリーマート

ファミリーマートファミリーマート

モスバーガーモスバーガー

港南幼稚園港南幼稚園

原口小児科原口小児科 セブンイレブンセブンイレブン

ネオ21ネオ21
郵便局郵便局

カウボーイ家族カウボーイ家族

ユーコープユーコープ

牛庵牛庵

ローソンストア100ローソンストア100
ガストガスト

ケンタッキーケンタッキー

ほっともっとほっともっと
味の民芸味の民芸

梅田内科小児科梅田内科小児科

笹山城跡笹山城跡

ブックオフブックオフ
丸山台中学校丸山台中学校

くわな歯科医院くわな歯科医院

港南歯科クリニック港南歯科クリニック

現 地

上永谷

OUTLINE　〔物件概要〕
■物件名／リストガーデン丸山台

■所在地／横浜市港南区丸山台2-22-27他

■交通／ ブルーライン「上永谷」駅徒歩8分

■土地面積／各130.18㎡（各39.37坪）

■建物面積／99.14㎡（29.98坪）～99.72㎡（30.16坪）

■販売価格／5,980万円～6,080万円（税込）

■間取り／3LDK～4LDK

■総棟数／2棟

■構造・規模／木造2階建（在来工法）

■用途地域／第1種低層住居専用地域

■地域・地区／緑化地域・第1種高度地区

■建築確認番号／第KBI-YKH19-10-1273号他

■地目／宅地

■建ぺい率・容積率／40％・80％

■設備／東京電力、東京ガス、公共上下水道

■道路幅員／北西側約6.5m

■土地の権利形態／所有権

■完成時期／2019年12月中旬予定

■引渡時期／2019年12月下旬予定

■学区／丸山台小学校・丸山台中学校

■その他／丸山台まちづくりガイドライン、今回販売2棟

全体区画図

道  路

No.2
PLAN

No.1
PLAN

食器洗い乾燥機 床暖房 24時間換気システム浴室換気暖房乾燥機 リビング階段 在来工法ウォークインクローゼット シューズインクローゼット
（1号棟） （2号棟）



■敷地面積／130.18㎡（39.37坪）　■建物面積／99.14㎡（29.98坪）

5,980〈税込〉
万円 3LDKNo.1

PLAN
+ウォークインクローゼット

■敷地面積／130.18㎡（39.37坪）　■建物面積／99.72㎡（30.16坪）

6,080〈税込〉
万円 4LDKNo.2

PLAN
+シューズインクローゼット
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LIST GARDEN MARUYAMADAI リストガ ー デ ン 丸 山 台【新築分譲住宅全2棟】

イメージパース ※パースと現況が異なる場合は現況を優先といたします。

シューズクローク 床暖房 対面式キッチン
お出かけ前のシューズ選びが楽しく
なるような大容量のシューズクロー
ク。 靴だけでなく、ベビーカーやアウ
トドア用品、ゴルフバッグも収納でき
ます。 すっきりした玄関がお出かけや
帰宅時の気分を爽快にしてくれます。

空気を汚さず、室内全体を
やさしくあたためる床暖房。
風がないのでホコリを舞い
上げたり、乾燥したりせず、
お子様やお年寄りの方にも
やさしい暖房設備です。

ご家族との大切なコミュニ
ケーションもはずむ、対面式
キッチンの採用や、いつまで
も心地よくキッチンワークを
スムーズにする、細やかな視
点からの快適仕様を採用。

対面式キッチン 床暖房 充実した収納力
ご家族との大切なコミュニ
ケーションもはずむ、対面式
キッチンの採用や、いつまで
も心地よくキッチンワークを
スムーズにする、細やかな視
点からの快適仕様を採用。

空気を汚さず、室内全体を
やさしくあたためる床暖房。
風がないのでホコリを舞い
上げたり、乾燥したりせず、
お子様やお年寄りの方にも
やさしい暖房設備です。

主寝室の大容量ウォークインク
ローゼットをはじめ、1階のキッチン
にはたっぷりとした収納力を誇るパ
ントリーや収納庫を2箇所プランニ
ングしスッキリスマートな暮らしを
演出します。


