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神奈川県知事（３）第２６７２４号 神奈川県知事（般-２７）第８１４２０号 （公社）神奈川県宅地建物取引業協会 （公社）全国宅地建物取引業保証協会 

 

 

■取引態様：売主 ■手数料：３％（税込） 

広告要連絡 ジョーシンホームサービス株式会社  TEL 045-348-7020 
建売用地 

中古戸建 

買取ります 〒 240-0065 横 浜 市 保 土 ヶ 谷 区 和 田 1-18-12 古 川 ビ ル 1F  FAX 045-348-7021  E-mai l  in fo@josh in-hs.co. jp  

Green Villas Nishi-Kamakura 

【物件概要】■物件名・グリーンヴィラス西鎌倉（No.１） ■所在・鎌倉市西鎌倉３－３－３０ ■交通・湘南モノレール「片瀬山」駅徒歩３分 ■土地面積・168.27 ㎡（公簿）■建物面積・111.99 ㎡ ■構造・木造スレート葺 2 階建 ■駐車場・カースペース 2 台分 ■地目・宅地 

■土地権利・所有権 ■都市計画・市街化区域 ■用途地域・第１種低層住居専用地域（建ぺい率４０％、容積率８０％） ■接道状況・東側公道約 5.9ｍに約 3.0ｍ接する ■設備・都市ガス、公営水道、公共下水、東京電力 ■現況・建築中 ■建築年月・令和 1 年 7 月完成予定    ■

引渡日・相談 ■その他制限・第２種風致地区、防火指定なし、西鎌倉住宅地自治会住民協定、開発完了検査済 鎌倉市指令都調第 132 号、建築確認番号・第 18UDI1K 建 01419 号 ※図面と現況が異なる場合現況を優先させていただきます   

 

 

（ジョー シン SG シリーズ ）  

■外壁      ニチ ハ  モ エンエ ク セラード V 16mm  金具 留  

■屋  根     KMEW カラー ベス トコロニ アルク アッド  

■サッシ     LIXIL 複合サ ッシ  シンフ ォニー  Low-E ガラ ス  

■床       フロ ーリン グ  LIXIL ラシッサ D フロア（ウ ォル ナット） 

        玄関 ホール  DAIKEN ハピ アフロ ア石目 柄  

■床暖房     ガス 温水式 （TES）  

■洗面台     LIXIL MVW900  シングル レバー シャワ ー水栓  

■階段手 摺    フラ ットバ ー手摺  塗装仕上 げ  

■収納      ウォ ークイ ン玄関 収 納、ウォ ークイ ンクロ ーゼッ ト  

■キッチ ン    LIXILI 型  AIO 浄 水 器  食洗 機付  

■ユニッ トバス  LIXIL1616 サイ ズ   換気乾 燥暖房 機付  

■トイレ     LIXIL シャワ ート イレ一体 型（１ ，２階 共通）  

        2F トイレ 造作カ ウン ター洗面 付  

■給湯器     東京 ガス  TES 兼 用 熱源機（ エコジ ョーズ ）  

■玄関ド ア    LIXIL ジエス タ２  携帯や カード をかざ すだけ CAZAS＋       

■地盤保証 20 年   瑕疵担 保保険 （JIO）  

※家具家 電は付 属して おりま せん   
 

西鎌倉 3 丁目 

徒歩３分 

新築分譲  2 号棟 

湘南モノレール「片瀬山」駅 

【Life Information】 カッコ内は徒歩での所要時間 1 分／80ｍ 
★スズキヤ西鎌倉店（スーパー）850m（11 分） ★やまか片瀬山店 900ｍ（12 分） ★ユーコープ西鎌倉店（スーパー）1,100ｍ（14 分） ★ローソン西鎌倉 2 丁目店（コンビニ）1,000ｍ（13 分） ★西鎌倉小学校（学区）1,100ｍ（14 分） ★手広中学校（学区）1,300ｍ 
（17 分） ★レ・シュー（洋菓子）1,100ｍ（14 分） ★レ・ザンジュ西鎌倉店（洋菓子・喫茶）900ｍ（12 分） ★バーミヤン西鎌倉店（レストラン）1,100ｍ（14 分） ★西鎌倉 3 丁目公園 150ｍ（2 分） ★津西 1 丁目公園 400ｍ（5 分） ★西鎌倉郵便局 800ｍ（10 分）  
★片瀬山テニス（レジャー）400m（5 分） ★七里ガ浜ゴルフ場（レジャー）3,000ｍ 

【現地案内図】  

 セカンドリビングと広い玄関と吹抜けのある家 
            延床 111.99 ㎡ 大型 3ＬＤＫ 

１F  56.64 ㎡  

幅 3.6ｍワイドエントランス＆ホール、収納たっぷり（ウォークイン収納+下駄箱付）  

ニッチ（ホール＆リビング）モザイクタイル施工で彩りとアクセント、吹抜で解放感！ 

キッチンは奥様に人気のペニンシュラタイプです。 

 

No.2 
価格 5,380 

※価格に含まれる外構は車 2 台分土間、フェンス、玄関タイル、ポストです。オプション対応可 

 

２F 55.35 ㎡  

ホテルのお部屋をイメージしたセカンドリビング、造作カウンターデスク付きです。 

トイレにはカウンター洗面、全室収納（主寝室はウォークイン収納） 

●緑豊かな閑静な分譲地内 

●前面道路 5.9ｍ公道  

●高台につき 

陽当り眺望風通し良好 

●カースペース大型 2 台可 

客付会社様へ 


