
による Claudette Busuttil

公園 中庭 森か林
エアコン マルチストーリー エアコン
家具付き 公園 中庭
公園 中庭 アメリカ風台所
ゲーティッド・コミ
ュニティー

メディア室 ペット相談
高い天井 暖炉

フェンスで囲まれた エアコン 森か林
森か林 造園術で作られた 造園術で作られた
スパ 家具付き マルチストーリー
マルチストーリー アメリカ風台所 アメリカ風台所
ゲーティッド・コミ
ュニティー

メディア室 ペット相談
高い天井 暖炉

フェンスで囲まれた 造園術で作られた スパ
スパ 煙探知器 煙探知器
ゲーティッド・コミ
ュニティー

メディア室 ペット相談
高い天井 暖炉

フェンスで囲まれた ケーブルテレビ ケーブルテレビ

価格: $ 2,200,000 

数
ベッド数

7ベッドルー
ム

 

数
バスルーム

6ベッドルー
ム

 

単位 SQ FT.
エリア

5,920

 

単位 SQ FT.
敷地

9,903

 

参考
ナンバー

S5065978

 

築年数
築年

2008

Fully Furnished Home! This is where you leave your troubles behind as you enter through the decorative
arched gate into a quaint pavered courtyard, so reminiscent of the Old-World charm! You can't help but
appreciate the privacy of the DETACHED GUEST SUITE on your left and the serene patio as you proceed to the
main residence. As you enter, the grand circular foyer sets your expectations for the rest of this beautiful
home! High end �nishes throughout, will greet you around every corner. A leaded glass window teases you to
peek round to see the Wet-Bar, Butler's Pantry and Coffee Station that's opposite the formal dining-room.
Across the hallway you'll enter the spacious gourmet kitchen that offers a center island for additional seating,
a Gas stove top, GE pro�le Stainless Appliances, gorgeous granite atop solid wood cabinets and a decorative
granite backsplash. Views of the great room from the kitchen are quite grand with the towering coffered
ceiling, and the FLOOR TO CEILING CUSTOM DESIGNED CHIMNEY OVER THE GAS FIREPLACE with wooden
beam mantle. On the main level of this nearly 6000 sq. foot home you'll �nd the oversized Owners' Suite with
its beautiful bathroom, two guest rooms that share a bathroom, a generous work station for two, the laundry
room and the garage conversion to a STATE-OF-THE-ART HOME THEATER! Upstairs, this home offers an En-
Suite Guest Room and a Second Owners' Suite with a balcony overlooking the front courtyard. There's also a
huge Playroom/Bedroom with two custom built bunk beds, its private bathroom, and access to a large
covered balcony overlooking the pool and conservation views. Returning downstairs, we can stroll out to the
pool and lanai from either the Owners’ Suite or the Great Room. As you exit, you’ll feel the luxury surrounding
you with a crystal-clear pool/spa, the Pergola covered seating area with Gas Fireplace and outdoor kitchen, all
of which are provided PEACEFUL SECLUSION by the privacy screen and conservation views!
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