
14東村山　　期
新築分譲住宅 ～全４邸～



敷地面積

販売価格
建物面積 販売価格（税込）

No.1　116.01 ㎡　  92.74 ㎡　4,680 万円

No.2　116.02 ㎡　  90.25 ㎡　4,480 万円

No.3　116.02 ㎡　  87.76 ㎡　4,280 万円

No.4　116.20 ㎡　 87.98 ㎡　4,280 万円

西武拝島線・西武多摩湖線　「萩山」駅 スーパーあまいけ 萩山四季の森公園

約4.5ｍ

約5.96ｍ

販売現地

＜物件概要＞

■所在地／東村山市萩山町一丁目38番41他（地番）■交通／西武多摩湖線「萩山」駅　徒歩4分、西武新宿線「小平」駅　徒歩11分■土

地権利／所有権■地目／宅地■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％■法

制限／1種高度地区・防火指定なし（法22条区域）■総棟数／4棟■今回販売戸数／4棟■土地面積／116.01㎡（35.09坪）～116.20㎡（

35.15坪）■建物面積／87.76㎡（26.54坪）～92.74㎡（28.05坪）■接道／西側私道幅員約4.5m　（開発道路：持ち分各1/5）■設備／都市

ガス、公営水道、公共下水、東京電力■構造／木造サイディング張り2階建シングル葺き■完成／令和2年10月中旬予定■引き渡し／令

和2年11月下旬予定※図面と現況が異なる場合は現況優先いたします。
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敷地面積

新築分譲エリア

区画図

宅地分譲エリア

建物面積 販売価格（税込）

No.1　118.01 ㎡　  91.40 ㎡　4,380 万円

No.2　118.02 ㎡　  92.02 ㎡　4,180 万円

敷地面積 販売価格

No.8　118.01 ㎡　  2,880 万円

No.9　118.02 ㎡ 　 2,680 万円

No.10　118.02 ㎡　  SOLD

No.12　118.01 ㎡　  2,780 万円

No.11　118.03 ㎡ 　 2,680 万円

No.3　118.65 ㎡　  92.53 ㎡　3,780 万円

No.4　118.22 ㎡　  91.08 ㎡　3,480 万円

No.6　118.01 ㎡　  92.02 ㎡　3,880 万円

No.7　118.03 ㎡　  92.53 ㎡　4,180 万円

No.13  145.38 ㎡　  91.08 ㎡　3,780 万円

No.5　118.02 ㎡　  93.57 ㎡　3,780 万円
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床暖房

床暖房

東村山14期

シューズインクロゼット
土間続きのシューズインクロゼット
には、靴はもちろん、ベビーカーや
アウトドア用品なども収納できます
。

２階で使う掃除用具や、家族で共有するもの
、季節家電の収納など、ご家族のスタイルに
合わせて様々な用途でご活用いただけます。

２階ホール収納

洗面室には3段の棚を設置
しました。
タオルや着替えを用意して
おけるほか、日用品の収納
にも便利です。

洗面棚 洗面室には3段の棚を設置
しました。
タオルや着替えを用意して
おけるほか、日用品の収納
にも便利です。

洗面棚

季節物など、普段は使わないけどとっておきた
い荷物を収納するのに最適です。

小屋裏収納

バスタオルや洗面用具、日用品などを
整理できる便利な３段の棚を設置しました。

キッチン横の収納は、ミネラルウォーターや
食品の保管にも大活躍です。

キッチン収納

１階ホールに設けた収納スペースには、玄関付近に
置いておきたい小物や掃除用具、トイレ用品のストッ
クなどの収納場所に便利です。

１階ホール収納

ペットボトルや乾物、缶詰など、食品のストック
に便利な収納スペースです。

パントリー

お母さんのために設計された
ママコーナー。
家計簿をつけたり、今日の献立
をパソコンで調べたりするのに
とても便利なカウンターです。

ママコーナー

ちょっとした家事や読書、パソコンでの調べ物など
にも重宝する、ママに嬉しいスペースです。

リビングにいることが多いママのために設けたカウンター。
ママに限らず、お子様の宿題、パパのパソコンなど、幅広い
用途で使える便利なスペースです。

家族のくつろぎの空間を常にきれいな状態に保てるよう、
リビングにもしっかりとした収納スペースを設けました。

リビング収納
家族のくつろぎの空間を常に
きれいな状態に保てるよう、リ
ビングにもしっかりとした収
納スペースを設けました。

リビング収納

リビングの隣にある和室は、お子様の遊び部屋として利用したり、
家事の合間の休憩スペースとしてもお使いいただけます。

和室
玄関へ回らなくても、ゴミ出しができるので便利です。
勝手口

収納力たっぷりのウォークインクロゼットを２ヶ所
設けました。お洋服はもちろん、色々な荷物を収納
でき、お部屋を整理整頓しやすくとても便利です。

お洋服はもちろん、色々な荷物を収納できる
ウォークインクロゼット。お部屋を整理整頓し
やすくとても便利です。

ウォークインクロゼット

ライフスタイルに合わせたお部屋の
間仕切り仕様。親子一緒の寝室として
使用したり、子どもが大きくなったら
個々のお部屋として使用するなど、多
様に対応できます。

フレックスウォール

ゆったりとした奥行きを確保したバルコニー。屋外の空気を
感じながら物干し以外にも様々な用途で愉しめます。

広々バルコニー

収納としてはもちろん、憧れのドレッサールームや
小さな趣味部屋としてもご利用いただけます。

納戸

奥行きのあるテラスバルコニー。
余裕を持って洗濯物を干せるのはもちろん、
カフェスペースとして楽しんだり、天体観測
など、様々な用途に使えるスペースです。

テラスバルコニー
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シューズインクロゼット
土間続きのシューズインクロゼット
には、靴はもちろん、ベビーカーや
アウトドア用品なども収納できます
。
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敷地面積

新築分譲エリア

区画図

宅地分譲エリア

建物面積 販売価格（税込）

No.1　118.01 ㎡　  91.40 ㎡　4,380 万円

No.2　118.02 ㎡　  92.02 ㎡　4,180 万円

敷地面積 販売価格

No.8　118.01 ㎡　  2,880 万円

No.9　118.02 ㎡ 　 2,680 万円

No.10　118.02 ㎡　  SOLD

No.12　118.01 ㎡　  2,780 万円

No.11　118.03 ㎡ 　 2,680 万円

No.3　118.65 ㎡　  92.53 ㎡　3,780 万円

No.4　118.22 ㎡　  91.08 ㎡　3,480 万円

No.6　118.01 ㎡　  92.02 ㎡　3,880 万円

No.7　118.03 ㎡　  92.53 ㎡　4,180 万円

No.13  145.38 ㎡　  91.08 ㎡　3,780 万円

No.5　118.02 ㎡　  93.57 ㎡　3,780 万円
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東村山14期

シューズインクロゼット
土間続きのシューズインクロゼットには、靴はもちろ
ん、ベビーカーやアウトドア用品なども収納できます。

洗面室には3段の棚を設置しました。
タオルや着替えを用意しておけるほか、日用品の収納にも便利です。 洗面室には3段の棚を設置しました。

タオルや着替えを用意しておけるほか、
日用品の収納にも便利です。

洗面棚
洗面棚

１階ホールに設けた収納スペースには、玄関付近に
置いておきたい小物や掃除用具、トイレ用品のストッ
クなどの収納場所に便利です。

１階ホール収納

お母さんのために設計された
ママコーナー。
家計簿をつけたり、今日の献立
をパソコンで調べたりするのに
とても便利なカウンターです。

ママコーナー

玄関へ回らなくても、ゴミ出
しができるので便利です。

勝手口
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土間続きのシューズインクロゼット
には、靴はもちろん、ベビーカーや
アウトドア用品なども収納できます
。
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お洋服はもちろん、色々な荷物を収納できる
ウォークインクロゼット。お部屋を整理整頓し
やすくとても便利です。

ウォークインクロゼット
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スマイルタウン

Kitchen



スマイルタウン

Sanitary

施工例 (スマイルタウン立川３４期）



室内建具標準仕様 『 Lasissa S 』

【ハンドル】 【表示錠】

Material

【引手】

Design Select

LDKLDK 洋室・和室・洗面室・トイレドア洋室・和室・洗面室・トイレドア クローゼット、収納納戸クローゼット、収納納戸

折戸

玄関収納玄関収納

W1200 コの字 ミラー付

Glass Select

カスミ透明 チェッカー アンティークエッチング モール

Detail

上質な仕上げの本框組構造

本框組ならではの重厚感を
持たせながら現在住宅のインテリア
になじむるっきりとした形状

サークルB サークルG

LGH
（チェッカー）

LGJ
（チェッカー）

LAA LAA

プレシャスホワイト クリエアイボリー クリエペール クリエラスク クリエモカ クリエダーク

※プレシャスホワイトにはLABデザイン（横木目）設定はありません

Color

空間をつないで
マルチに使える
クリエカラー



スマイルタウン






