
による Aaron Hawkins

共通のキッチン エリ
ア

車庫/屋根付き駐車ス
ペース

エアコン
管理組合

中庭 屋上デック Red inalámbrica

Salón de �estas ヨガデック Vestidor

袋小路 天井ファン 散歩道
バーベキューエリア 屋上テラス パーティールーム
Biblioteca 浄水器 Salón de juegos

高台 Sistema de seguridad エアコン
ゲストパーキングエ
リア

子供部屋 Casa club

Outdoor swimming pool Circuito cerrado

陳列窓 特大扉 マルチストーリー
電話 火災用スプリンクラ

ー
屋外チェア
屋根付き駐車場

Sala de tv ガレージ サン デッキ
アメリカ風台所 Jacuzzi ゲーティッド・コミ

ュニティー
Balcony / deck メディア室 1階
アウトドア グリル ペット相談 キッチンエリア
高い天井 暖炉 セキュリティカメラ
静かな場所 炉 アウトドア キッチン
グルメキッチン 駐車 ミーティングルーム
インターネット接続 天窓 煙探知器
セントラル掃除機 支配的な地位 Calefacción

共有スーペース エレベーター スポーツジム

価格: $ 3,500,000 

数
ベッド数

6ベッドルー
ム

 

数
バスルーム

8.5ベッドル
ーム

 

単位 SQ FT.
エリア

10,926.0

 

単位 SQ FT.
敷地

178,178.0

 

参考
ナンバー

5932040

 

築年数
築年

1994

Designed in 1994 by renowned architect Kevin Bain, the catalyst for this home is a study in angles and
planes. Surrounded by the jagged aesthetics of the Arizona desert, the re�ned geometric architecture appears
as if sculpted by nature in the rugged, craggy sloped lot. The two meld together to embrace the natural
textures and beauty of the Arizona desert with the re�nements of sophisticated contemporary design and
luxury living. The centerpiece of the home is an atrium with clerestory windows soaring three stories high,
adding light and the sounds of cascading water throughout. Designed as a summer home, there are several
layers of decks and patios to take in the natural desert setting and city lights or slip inside for a meal around
the dining room table that generously seats 20.And when it comes time to relax, gather around the
freestanding �re pit, �oat in the negative-edge pool or swim against the Endless Pool Fastlane as it jets water
against you. Take in a movie in the plush theater room, or retire in one of six bedrooms; all with their own
exceptional views. VR 360 Tour available at https://www.BuyCanyonReserve.com

アメニティー設備

Aaron Hawkins
aaron@hawkinsstainton.com
602-316-9292
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この Web サイトの情報は、不動
産業専門家、住宅建設業者、ま
たはその担当者から提供されています。価格、詳

変

Canyon Reserve
14004 South Rockhill Road, Phoenix, AZ, 85048



テラス 遊び場 プライベートエレベ
ーター

細、販売状況は変更されている場合があります。不
動産専門家または建設業者に確認してください。
Proxio はエラーや不作為に関する責任を負いませ
ん。ここでは販売を行っていません。


