
（公社）愛知県宅地建物取引業協会・東海不動産公正取引協議会　建設業許可/愛知県知事（特-3）第33211号
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全館空調＋床冷暖
全館空調＋床冷暖※1という新発想NEW

2 0 2 1 . 1 1 . 1 m o n  -  2 0 2 2 . 3 . 3 1 t h u

各月先着1 0棟限定

トヨタホームの

ZEHは
快適・安心
150ポイントOFF Pack

「スマート・エアーズPLUS」は、空調ダクトを配置する基礎空間まで断熱することで、熱損失を抑えながら住まいの温熱環境を床下から
整え、夏も冬も足もとから快適にする考え方。床下空間が有効に使える鉄骨ラーメンユニット構造ならではのアイデアです。

【150ポイントOFF Pack応募概要】■募集期間／2021年11月1日（月）～2022年3月31日（木）■募集方法／トヨタホーム愛知各展示場でご応募いただけます。■募集件数／毎月先着10棟限定
■150ポイントOFF／1ポイントを1万円（税別）に換算いたします。■募集締切り／当企画は毎月10棟に到達しだい当月の募集を終了させていただきます。予めご了承ください。■応募資格／トヨタホーム愛知
の施工エリアに建築可能な土地をお持ちの方（もしくは取得予定の方）で、応募月末日までにトヨタホーム愛知とZEH仕様住宅の建築工事請負契約を交わし、ご契約5か月後の月末日までに着工可能な方。
※敷地条件や法的制約、その他の理由で建築が不可能な場合、お申込みをお断りさせていただきます。※お申込みは1家族、1世帯、1敷地について1口のみで、建築されるご本人様に限ります。※他のキャン
ペーンとの併用はできません。※法人名義および、同業者の方、トヨタホーム店勤務の方のお申込みはご遠慮ください。※トヨタホーム愛知で実施する、現場見学会・完成見学会や、広告・販促物（新聞・雑誌・
チラシ・HPなど）への取材掲載（外観&室内写真・インタビューなど）にご協力いただきます。<注意事項>●含まれる費用について／建物本体工事（税別）以外の標準外工事（オプション）、標準付帯工事費、
基礎補強工事、外構造園工事、造成費、カーテン工事、照明器具、エアコン、建築確認申請料、登記費用等、その他諸経費及び消費税は別途必要となります。※準防火地域・寒冷地域及び積雪地域などでの
建築の場合の仕様変更、敷地形状・地盤状況により別途費用がかかる場合があります。詳しくは担当までお尋ねください。

エル・エス コーティング

※全ての菌・ウイルスへ同等効果を保証するものではございません。

99.9%
光のチカラでウイルスや菌を

分解除去※

接触抗菌バリアコーティング 接触抗菌バリア「LSコーティング」とは
手洗いだけでは防ぎきれない、モノを介しての菌やウイルスの付着を予防す
るために、よく触る「モノ」へ行う抗菌コーティングを指します。コーティン
グ面に光が当たることで、手が触れるモノの表面を継続的に抗菌し、キレイ

「LSコーティング」は接着剤を用いない特殊結合
「LSコーティング」は柱状微粒子結晶の酸化チタンを採用し、接着剤を用いずに強固なコーティン
グを実現。コーティング全面で効果を発揮します。

部屋間の温度差は4℃以内。室内上下間の温度差も
ほとんどありません。※4

住まい全体を、ムラなく快適な温度に。

常に空気を循環させて室内温度を保持。ほこりはフィ
ルターが除去し、拡散を抑えます。

一日中、安定した室内温度を保持。

エアコン・床暖房併用時と比較すると…年間の冷暖
房費が約2.8万円※5も節約可能。

冷暖房費やメンテナンス費も、お得。

※１ 床冷暖とは、スマート・エアーズに基礎断熱を組み合わせることで、従来よりも足もとを快適にする効果のことを示します。床に冷暖房装置がついているものではありません。 ※2 愛知県 1月末～2月頭、14時前後：屋外気温８～９℃の
実測値 ※3 愛知県 8月、14時前後：屋外気温30～35℃の実測値 ※4 愛知県に建つトヨタホーム実邸冬期の実測値。（外気：約7℃） 空調条件：24時間全館空調、定格運転20℃ 上記及び図中の数値は当社試験結果に基づく測定値
であり保証値ではありません。実際の室内温度は、建物条件・環境・使用状況によって異なります。 ※5 愛知県名古屋市に建つ123.94㎡のトヨタホーム実邸プランUA値0.52W/（㎡k）でのシミュレーション値。実際のランニングコストは、
建物条件・環境・使用状況等によって異なります。 電気料金は中部電力の2021年9月時点の料金体系。お住まいの地域によって料金体系は異なります。【スマート・エアーズ】 ●空調条件：24時間全館空調 ●設定温度（スケジュール運転
時）：[暖房]22℃（6-10時、16-23時）、20℃（10-16時）、17℃（23-6時）、[冷房]26℃（6-10時、16-23時）、28℃（23-6時、10-16時） ●電気料金（円/kWh）：（オール電化住宅を想定）中部電力スマートライフプランforスマート・エアーズ
（デイタイム35円、ホームタイム28円、ナイトタイム16円） ●冷暖房費はゆるやか運転有効時の値です。　【ルームエアコン6台（LDK2台）＋ガス温水式床暖房】 ●空調条件：断続運転（夏季：1階2階/ルームエアコン、冬季：1階/ルーム
エアコン＋ガス温水式床暖房、2階/ルームエアコン） ●設定温度：[暖房]22℃（6-10時、12-14時、16-22時）、[冷房]26℃（12-14時、16-22時） ●電気料金（円/kWh）：（ガス併用住宅を想定）従量電灯C（27.97円：300kWh超） ●
ガス料金（円/㎥）：（ガス併用住宅を想定）一般ガス供給約款C(161.16円）

突然の停電時でも、クルマから居室に最大電力����W※�の「電力」を確保。
一般家庭の約�.�日分※�を給電することが可能！
トヨタホームの「クルマde給電」は、クルマ※3を住まいとつなぎ電源として利用する業界初※4の非常
時給電システム。停電が長時間におよんだ場合でも、部屋の照明はもちろん、冷蔵庫や調理機器、電
気ヒーターなど、生活に必要最低限の電力を使用でき、安心の「在宅避難」をサポートします。
※1 車両が供給できる電力です。給電機能をお使いいただく際は、必ず各車両(トヨタ自動車)の取扱説明書をご確認くだ
さい。また電子レンジや電気ポットなど、消費電力の大きな機器を使用する際は、他の機器と同時に使用することは避けてく
ださい。また、1500W以下でも電気製品によっては正常に作動しない場合があります。 ※2 プリウスPHVが外部供給でき
る電力量(満充電・ガソリン満タン時)：約40kWh(＝約40,000Wh)。一般家庭が日常使用する電力量：１日あたり10kWhと
して試算した場合。(トヨタ自動車：防災給電ウェブサイトページ(https://toyota.jp/kyuden/)より引用) ※3 AC100V・
1500W/非常時給電システム付コンセントを搭載した自動車。AC100V・1500Wコンセントまたはヴィークルパワーコネク
ターをお使いいただく際は、事前に各車両（トヨタ自動車）の取扱説明書をご確認下さい。一部地域では駐車または停車中
にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意下さい。※4 2020年8月トヨタホーム調べ。            
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※2020年度愛知県戸建販売実績（建築確認ベース）2021年8月当社調べ

トヨタホーム愛知は、愛知県戸建実績No . 1 ※を記念して

ZEH住宅に全館空調「スマートエアーズ」や

「災害に強い」設備・仕様をセットした4つのパックを

1 5 0ポイントOFFにてご提供いたします。

トヨタホームの

ZEHは
快適・安心

　

150ポイントOFFPack
各月先着1 0棟限定

〈〈〈〈 　 安 心 　 〉〉〉〉

〈〈〈〈 　 快 適 　 〉〉〉〉

災害時も安心

APack

エネファーム typeS クルマde給電

 HeMS＋ リチウム蓄電池（4.2kWh）

太陽光発電

ガスと水で電気がつくれるエネファームtypeSと
蓄電池・クルマde給電をセットした災害時も安心のパック

150ポイントOFF

もっと 災害に強く

クルマde給電 エコキュート

 HeMS＋

太陽光発電

電動自動車に蓄えた電気をクルマから自宅に供給できる
クルマde給電をセットした災害に強いパック

クルマde給電

もっと
BPack

電気を使える

CPack

スマート・エアーズ PLUS クルマde給電

 HeMS＋ エコキュート

太陽光発電

全館空調+床冷暖 スマート・エアーズPLUSに
クルマde給電・エコキュートをセットした快適パック

もっと 健康で衛生的に

天井付イオン発生機（エアイー・エアイーX）（1台） LSコーティング

太陽光発電

エアイーや次世代の抗菌・防臭コーティング・全館空調+床冷暖 
スマート・エアーズPLUSをセットした健康で衛生的なパック

LSコーティング

LSコーティング LSコーティング

もっと
DPack

スマート・エアーズ PLUS

150ポイントOFF

150ポイントOFF 150ポイントOFF

リチウム蓄電池（4.2kWh）



※2020年度愛知県戸建販売実績（建築確認ベース）2021年8月当社調べ

トヨタホーム愛知は、愛知県戸建実績No . 1 ※を記念して

ZEH住宅に全館空調「スマートエアーズ」や

「災害に強い」設備・仕様をセットした4つのパックを

1 5 0ポイントOFFにてご提供いたします。

トヨタホームの

ZEHは
快適・安心

　

150ポイントOFFPack
各月先着1 0棟限定

〈〈〈〈 　 安 心 　 〉〉〉〉

〈〈〈〈 　 快 適 　 〉〉〉〉

災害時も安心

APack

エネファーム typeS クルマde給電

 HeMS＋ リチウム蓄電池（4.2kWh）

太陽光発電

ガスと水で電気がつくれるエネファームtypeSと
蓄電池・クルマde給電をセットした災害時も安心のパック

150ポイントOFF

もっと 災害に強く

クルマde給電 エコキュート

 HeMS＋

太陽光発電

電動自動車に蓄えた電気をクルマから自宅に供給できる
クルマde給電をセットした災害に強いパック

クルマde給電

もっと
BPack

電気を使える

CPack

スマート・エアーズ PLUS クルマde給電

 HeMS＋ エコキュート

太陽光発電

全館空調+床冷暖 スマート・エアーズPLUSに
クルマde給電・エコキュートをセットした快適パック

もっと 健康で衛生的に

天井付イオン発生機（エアイー・エアイーX）（1台） LSコーティング

太陽光発電

エアイーや次世代の抗菌・防臭コーティング・全館空調+床冷暖 
スマート・エアーズPLUSをセットした健康で衛生的なパック

LSコーティング
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全館空調＋床冷暖
全館空調＋床冷暖※1という新発想NEW

2 0 2 1 . 1 1 . 1 m o n  -  2 0 2 2 . 3 . 3 1 t h u

各月先着1 0棟限定

トヨタホームの

ZEHは
快適・安心
150ポイントOFF Pack

「スマート・エアーズPLUS」は、空調ダクトを配置する基礎空間まで断熱することで、熱損失を抑えながら住まいの温熱環境を床下から
整え、夏も冬も足もとから快適にする考え方。床下空間が有効に使える鉄骨ラーメンユニット構造ならではのアイデアです。

【150ポイントOFF Pack応募概要】■募集期間／2021年11月1日（月）～2022年3月31日（木）■募集方法／トヨタホーム愛知各展示場でご応募いただけます。■募集件数／毎月先着10棟限定
■150ポイントOFF／1ポイントを1万円（税別）に換算いたします。■募集締切り／当企画は毎月10棟に到達しだい当月の募集を終了させていただきます。予めご了承ください。■応募資格／トヨタホーム愛知
の施工エリアに建築可能な土地をお持ちの方（もしくは取得予定の方）で、応募月末日までにトヨタホーム愛知とZEH仕様住宅の建築工事請負契約を交わし、ご契約5か月後の月末日までに着工可能な方。
※敷地条件や法的制約、その他の理由で建築が不可能な場合、お申込みをお断りさせていただきます。※お申込みは1家族、1世帯、1敷地について1口のみで、建築されるご本人様に限ります。※他のキャン
ペーンとの併用はできません。※法人名義および、同業者の方、トヨタホーム店勤務の方のお申込みはご遠慮ください。※トヨタホーム愛知で実施する、現場見学会・完成見学会や、広告・販促物（新聞・雑誌・
チラシ・HPなど）への取材掲載（外観&室内写真・インタビューなど）にご協力いただきます。<注意事項>●含まれる費用について／建物本体工事（税別）以外の標準外工事（オプション）、標準付帯工事費、
基礎補強工事、外構造園工事、造成費、カーテン工事、照明器具、エアコン、建築確認申請料、登記費用等、その他諸経費及び消費税は別途必要となります。※準防火地域・寒冷地域及び積雪地域などでの
建築の場合の仕様変更、敷地形状・地盤状況により別途費用がかかる場合があります。詳しくは担当までお尋ねください。

エル・エス コーティング

※全ての菌・ウイルスへ同等効果を保証するものではございません。

99.9%
光のチカラでウイルスや菌を

分解除去※

接触抗菌バリアコーティング 接触抗菌バリア「LSコーティング」とは
手洗いだけでは防ぎきれない、モノを介しての菌やウイルスの付着を予防す
るために、よく触る「モノ」へ行う抗菌コーティングを指します。コーティン
グ面に光が当たることで、手が触れるモノの表面を継続的に抗菌し、キレイ

「LSコーティング」は接着剤を用いない特殊結合
「LSコーティング」は柱状微粒子結晶の酸化チタンを採用し、接着剤を用いずに強固なコーティン
グを実現。コーティング全面で効果を発揮します。

部屋間の温度差は4℃以内。室内上下間の温度差も
ほとんどありません。※4

住まい全体を、ムラなく快適な温度に。

常に空気を循環させて室内温度を保持。ほこりはフィ
ルターが除去し、拡散を抑えます。

一日中、安定した室内温度を保持。

エアコン・床暖房併用時と比較すると…年間の冷暖
房費が約2.8万円※5も節約可能。

冷暖房費やメンテナンス費も、お得。

※１ 床冷暖とは、スマート・エアーズに基礎断熱を組み合わせることで、従来よりも足もとを快適にする効果のことを示します。床に冷暖房装置がついているものではありません。 ※2 愛知県 1月末～2月頭、14時前後：屋外気温８～９℃の
実測値 ※3 愛知県 8月、14時前後：屋外気温30～35℃の実測値 ※4 愛知県に建つトヨタホーム実邸冬期の実測値。（外気：約7℃） 空調条件：24時間全館空調、定格運転20℃ 上記及び図中の数値は当社試験結果に基づく測定値
であり保証値ではありません。実際の室内温度は、建物条件・環境・使用状況によって異なります。 ※5 愛知県名古屋市に建つ123.94㎡のトヨタホーム実邸プランUA値0.52W/（㎡k）でのシミュレーション値。実際のランニングコストは、
建物条件・環境・使用状況等によって異なります。 電気料金は中部電力の2021年9月時点の料金体系。お住まいの地域によって料金体系は異なります。【スマート・エアーズ】 ●空調条件：24時間全館空調 ●設定温度（スケジュール運転
時）：[暖房]22℃（6-10時、16-23時）、20℃（10-16時）、17℃（23-6時）、[冷房]26℃（6-10時、16-23時）、28℃（23-6時、10-16時） ●電気料金（円/kWh）：（オール電化住宅を想定）中部電力スマートライフプランforスマート・エアーズ
（デイタイム35円、ホームタイム28円、ナイトタイム16円） ●冷暖房費はゆるやか運転有効時の値です。　【ルームエアコン6台（LDK2台）＋ガス温水式床暖房】 ●空調条件：断続運転（夏季：1階2階/ルームエアコン、冬季：1階/ルーム
エアコン＋ガス温水式床暖房、2階/ルームエアコン） ●設定温度：[暖房]22℃（6-10時、12-14時、16-22時）、[冷房]26℃（12-14時、16-22時） ●電気料金（円/kWh）：（ガス併用住宅を想定）従量電灯C（27.97円：300kWh超） ●
ガス料金（円/㎥）：（ガス併用住宅を想定）一般ガス供給約款C(161.16円）

突然の停電時でも、クルマから居室に最大電力����W※�の「電力」を確保。
一般家庭の約�.�日分※�を給電することが可能！
トヨタホームの「クルマde給電」は、クルマ※3を住まいとつなぎ電源として利用する業界初※4の非常
時給電システム。停電が長時間におよんだ場合でも、部屋の照明はもちろん、冷蔵庫や調理機器、電
気ヒーターなど、生活に必要最低限の電力を使用でき、安心の「在宅避難」をサポートします。
※1 車両が供給できる電力です。給電機能をお使いいただく際は、必ず各車両(トヨタ自動車)の取扱説明書をご確認くだ
さい。また電子レンジや電気ポットなど、消費電力の大きな機器を使用する際は、他の機器と同時に使用することは避けてく
ださい。また、1500W以下でも電気製品によっては正常に作動しない場合があります。 ※2 プリウスPHVが外部供給でき
る電力量(満充電・ガソリン満タン時)：約40kWh(＝約40,000Wh)。一般家庭が日常使用する電力量：１日あたり10kWhと
して試算した場合。(トヨタ自動車：防災給電ウェブサイトページ(https://toyota.jp/kyuden/)より引用) ※3 AC100V・
1500W/非常時給電システム付コンセントを搭載した自動車。AC100V・1500Wコンセントまたはヴィークルパワーコネク
ターをお使いいただく際は、事前に各車両（トヨタ自動車）の取扱説明書をご確認下さい。一部地域では駐車または停車中
にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意下さい。※4 2020年8月トヨタホーム調べ。            

2 0 2 1年度グッドデザイン賞
“ベスト10 0 ”を受賞しました。

（プリウスPHVの場合）

準備は

ケーブル1本
つなぐだけ!

最大

1500W※1

給電可能!

床冷暖で
足もとから快適に
床冷暖で

足もとから快適に
全館空調 基礎断熱

構造用合板

フローリング

硬質ウレタン
フォーム

防湿コンクリート

防湿シート

高性能
グラスウール

8℃ 19℃

8℃

床下に外気が通るため、
床が冷える

基礎断熱により床下が適温になり、
足もとも暖かい。

従来のエアコン+床断熱 スマート・エアーズPLUS

断熱ライン

冬 夏

27℃ 21℃

33℃

床下に外気が通るため
床が温まる

基礎断熱により床下が適温になり、
足もとも涼しい。

従来のエアコン+床断熱 スマート・エアーズPLUS

断熱ライン

28℃
床表面温度

28℃
23℃
床表面温度

24℃19℃
9℃
床表面温度

20℃
床表面温度

22℃

※2
※3

※1


