
 

 

最終５邸。オプション盛り沢山。 

限定モデルの為、家具照明付。 
ホームズのモデルハウスは『自由設計』のお手本となるよう工夫がたっぷり詰まっています。 
最終分譲ということで、その他 4 邸も、通常オプションの仕様が盛り沢山です。 
御成約のタイミングによっては、お好みに合わせて壁紙をお選びいただけるという特典もございます。 
まずは先行で、家具照明までがコーディネートされた一番お得な「Model No.44」をオススメいたします。 
 

建物の雰囲気はぜひＨＰをご覧ください 
https://www.homes-g.com/ 

〒611-0033 宇治市大久保町上ノ山 36-1 ホームズ本社ビル  
京都府知事免許(4)第 11477 号＜京宅員＞ 

株式 
会社 ホームズトラスト 

ＯＰＥＮ ＨＯＵＳＥ 
ホームズタウン陽光ヒルズ京田辺 

代理販売につき、仲介手数料かかりません 

毎日立つキッチンは『特別な場所』に。 
お料理しながらでも、大切な家族を出迎え、見
守ることができる配置。水回りを集結させ、家
事動線にも優れています。 
キッチン奥にはパントリーと勝手口を。 
ＬＤＫからは見えない場所に配置され、来客中
でもスマートに片付け、ゴミ出しができます。 

2 階の配置を工夫し、ＬＤＫに『光』。 
高さを上げトップライトを設けています。本来
ならば天井となる部分ですが、光が差し込む工
夫をすることで、ＬＤＫ全体の明るさだけでな
く、開放感やオシャレさも数段ＵＰします。室
内カラーと合わせた梁もこだわりの一つ。 

玄関には自由が利く収納をプラス。 
何かとごった返す玄関は、ただ沢山の靴を片付
けるだけでなく、大きめなものも収納できると
嬉しい。ベビーカーやお外用のおもちゃ、部活
用のボールやラケット、ゴルフバッグなど、世
代に合わせて便利に活用できます。 

各所に『あったらいいな』の収納を。 
家中の各所に便利な収納を配置しました。特に
リビング、洗面所、2 階廊下の収納は、家事効
率ＵＰに大活躍します。主寝室の大きなＷＣＬ
へは、2 階廊下からも直接出入りが可能。 

風の通り道 

陽だまりスポット 

Model  No.44  「光と風の家」 
大切なお家の顔となる外観は、パッと目を引く爽やかなベージュでコーディネート。 
内観と合わせた優しいナチュラルな印象がとっても素敵。 
開閉時のスペースを取らず、大きな荷物を持っていてもストレスフリーな引⼾の玄関ド
アが嬉しい。ほんのり可愛らしいポーチまわりの外構にもご注目を。 
ぜひ実際のモデルで、光と風をたっぷりご体感ください。 

セット販売価格 2,630 万円 
敷地面積：110.28 ㎡（33.35 坪）延床面積：96.59 ㎡（29.21 坪） 
 

限定モデルハウス・家具照明付き 

ホームズタウン陽光ヒルズ京田辺 
全 88 区画。最終 5 邸を特別分譲。 

Model No.44  
Model No.52  

Model No.58  

Model No.67  
Model No.85  

全 41 区画の街が誕生 「Bulbs バルブス」 
感性と個性がいっぱいに詰まった、ここにしかない、私の大好きな家。 

ホームズタウン同志社山手 

●販売価格（土地+価格）3,033 万円より ●土地 45 坪〜82 坪 

（税込） 

★ご来場者様には粗品プレゼント★ 

（お一人につきお一つ）※無くなり次第終了 
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ＬＡＳＴ５ＭＯＤＥＬ 
ホームズタウン陽光ヒルズ京田辺 最終分譲 

Model  No.52  「ぐるりできるお家」 
ぐるりと背面以外は道路に面した角地。 
建物の間口が 9ｍを超えていますので、威風堂々としたお家です。 
一工夫された 2 段上がるリビングは、なんと天井高 2.8ｍ。 
お部屋内をぐるりとできる動線も嬉しい。 

セット販売価格 2,680 万円 
敷地面積：101.03 ㎡（30.56 坪）延床面積：97.46 ㎡（29.48 坪） 

 
角地。3 方道路。間口 9ｍ超。 

Model  No.58  「高低差がいきるお家」 
ぐるりと玄関側以外は道路に面した角地。東側道路との高低差を 
活かし配置されたリビングは、勾配天井を設け特別な空間に。 
通行人の視線を意識することなく、プライバシーにも配慮された 
設計。独立した和室は来客時に大活躍します。 
 
 

セット販売価格 2,680 万円 
敷地面積：100.12 ㎡（30.28 坪）延床面積：92.64 ㎡（28.02 坪） 

 
角地。3 方道路。間口 9ｍ超。 

Model  No.67  「またカッコいいお家」 
最も反響の多かったモデルハウスにひと手間加え、インパクトある開放感たっぷ
りな LDK を再現します。ドカーンと大きな吹抜が印象的な広々空間がとっても贅
沢です。お客様を直接お通しできる和室、廊下に設けた広々収納、玄関の土間収
納など、見所たっぷり。前回なかったキッチン上部のトップライトにもご注目を。 

セット販売価格 2,780 万円 
敷地面積：108.65 ㎡（32.86 坪）延床面積：96.25 ㎡（29.11 坪） 

即完売したあのモデルがパワーアップして登場。 

Model  No.85  「ママがうれしいお家」 
LDK をカッコよく印象づける『ストリップ階段』がイチオシ。 
階段部分には縦⻑ FIX×2 が採用され、南の光がたっぷり。 
キッチンに立てば、お部屋全体をぐるりと見渡せます。 
家事動線を意識し、くるくるストレスフリーな間取りです。 
 
 

セット販売価格 2,780 万円 
敷地面積：103.63 ㎡（31.34 坪）延床面積：94.99 ㎡（28.73 坪） 

 
角地。2 方道路。間口 10ｍ超。 

1F 陽だまりスポット 

南の光を取り込む『勾配天井×トップライト』。 
2 階廊下から出入りができる『家事ラク』南向バルコニー。  
家事動線に沿って『隠せる』収納がたっぷり。 
お買い物帰りに玄関からパントリー＆キッチンへ直行できます。 
 

家族が集まるリビングは空間が広がる『勾配天井』。 
生活感をお見せすることなく客間としてお通しできます。  
家事動線に沿って『隠せる』収納がたっぷり。 
憧れだった主寝室の大きな WCL が嬉しいお家。 
 

お外用グッズがそのまましまえる土間収納 
家族が毎日通る廊下に便利な広々収納 

お料理をしながら洗濯機をまわし、インターホンが鳴れば 
すぐに玄関へ。日々の家事をイメージされた間取り。 
こちらも収納に自信あり。WCL×2 は嬉しいポイント。 
 

オシャレな子供部屋 

南向バルコニー 
  ガーデニングにも◎ 
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1F 陽だまりスポット 

1F 陽だまりスポット 

1F 陽だまりスポット 

くるくる動線 

家事ラクラク動線 

くるくる動線 

くるくる動線 

※写真は全て前モデルの施工例
写真です 

■ホームズタウン陽光ヒルズ〜京⽥辺〜 分譲概要●所在地／京⽥辺市薪堀切谷 4-49 他●交通／JR 学研都市線「大住」駅徒歩約 18 分、「京⽥辺」駅徒歩約 18 分、近鉄京都線「新⽥辺」駅徒歩約 22 分●地目
／宅地●用途地域／第一種低層住居専用地域●建ペイ率／60％●容積率／100％●道路幅員（公道）／6ｍ●私道負担／無●設備／関⻄電⼒、都市ガス、上下⽔道●総区画数／〔第 1 期〕65 区画、〔第 2 期〕23
区画●今回販売⼾数／5 ⼾●土地面積／100.12 ㎡〜110.28 ㎡●延床面積／92.64 ㎡〜97.46 ㎡●販売価格／2630 万円〜2780 万円（基本外構工事費 100 万円、⽔道負担金 80 万円別途要）●建築確認番号／52 号
地：H 第 31 認研府 0234 号、58 号地：第 H31 認研府 0235 号、67 号地：第 H31 認研府 0063 号、85 号地／第 H31 認研府 0238 号●構造／木造ガルバリウム鋼板葺 2 階建●現況／完成済（1 ⼾）、未完成（4
⼾）●完成時期／2019 年 3 ⽉末〜10 ⽉末●入居／即入居可（1 ⼾）、2019 年 10 ⽉末（4 ⼾）●広告有効期限／2019 年 10 ⽉末まで 

高級感とオシャレさ 
がグッと UP するストリップ
階段。吹抜部分の FIX 窓から 
光を取り入れ、特別な空間に。 
 

（税込） 

（税込） 

（税込） 

（税込） 

トップライト 
トップライト 

キッチン上部の 
トップライト（天窓） 










