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ごあいさつ

　トヨタホーム株式会社は1975年のトヨタ自動車株式会社住宅事業部設立を源

流に求め、2003年に設立されました。以来、「お客様第一」を掲げ、心を込めた

商品づくりと、販売、アフターサービスを提供してまいりました。その結果、2018年

には住宅専業会社としては初めてのデミング賞受賞という栄誉に浴することができま

した。しかし、住宅会社をめぐる環境はめまぐるしく変化しており、私どもはお客様のご

期待にお応えしていくために、現状に甘んじることなく、よりスピーディーに商品やサー

ビスをご提供していくことが求められております。

　トヨタホームの家づくりの根底にあるのは「日本の住まいをよくしたい」という創業の

精神です。そして当社のブランドビジョンに" S i nce re ly  f o r  You～人生を

ごいっしょに。～"の思いを込めて、お客様と生涯にわたるお付き合いを何よりも

大事にしております。

　今後、モノとサービスが情報でつながる“コネクティッド・シティ”など住宅会社に

新たな付加価値が求められる中、私たちは全社員、グループ社員が変わらぬ

創業の精神とブランドビジョンを胸に、お客様の「理想の住宅」の実現に全力を尽

くしてまいります。

　トヨタホームはお客様と社会に貢献する企業として、さらなる成長を目指して

まいります。今後ともご支援、ご愛顧を賜りますようよろしくお願いします。

後藤 裕司
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“Sincerely for You ～人生をごいっしょに。～”
● トヨタホームは最高のご満足を生涯にわたって提供し続けます。
● お客様満足度 No.1 の実現を目指します。

シンボルマーク

「日本の住まいをよくしたい」
トヨタの家づくり、その始まりは日本の家族を見つめた創業者の熱い思いでした。

創業の精神

ブランドビジョン

このシンボルマークは、全てのラインを円弧で構成することで、やさしく、快適な家づくりを表現しています。

また、親子が手をつないで仲良く踊っているようにみえる形は、そこに住まう人々の暖かい空間を表しています。

カラーは、多様な楽しさ、暖かさに加えて快適な居住環境を感じさせる

シンシアブルー、シンシアレッド、シンシアオレンジの3色を使用。

お客様とトヨタホーム店（含：協力施工店）、トヨタホーム株式会社という3者の結びつきも表現しました。

トヨタホームは会社設立以来、

お客さま、取引先などステークホルダーの皆様と歩みを進めてまいりました。

2015年9月、国連サミットで採択された持続可能で

よりよい世界を目指す国際目標「SDGs」は、

私たちトヨタホームのこれまでの取り組みや姿勢と思いを同じくするものです。
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「理想の暮らし」の実現のため、お客さまへ「3つの安心」の提供

トヨタホーム 3つの安心

建てるときの安心。 

建てたあとも安心。 

トヨタグループの総合力で支え続ける安心。

わたしたちは家族の幸せによりそい続けるという責任に

3つの安心でこたえます。
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目指したのは、地球と共生しながらいつまでも

住み続けられる「エコミライの家」。住まい

全体の85%を工場でつくり、現場での作業を

最小限に抑え、工場でつくり込んだ品質を

そのままカタチにしています。

今も未来も、家族が安心して暮らせる住まいの品質を
届け続けます。

※1 2018年3月当社調べ　
※2 60年長期保証は「初期保証+保証延長」の合算期間で保証延長には
　　トヨタホーム販売店による点検と適切なメンテナンスが必要となります。

建てるときの安心

生涯サポート「アトリスプラン」をご用意し、

「6 0年長期保証」「生涯点検」「ライフ

サポート」を通じて、安心を末永くお届けします。

今はもちろん将来も、笑顔で生き生きと暮ら

せる住まいを実現します。

60年長期保証と暮らしの変化に対応するノウハウで、
将来の暮らしを守り続けます。

建てたあとも安心

トヨタホームはトヨタグループの一員です。

健康で快適な環境づくり、エネルギー対策、

クルマとの連携、防犯対策などトヨタグループ

の高い技術力が住まいの随所に活かされて

おり、将来にわたる安心を支えます。

トヨタのモノづくりを受け継ぐ住宅会社として
家族の幸せを支え続けます。

支える安心
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強靱な構造体と二次被害防止策で、
万一、大地震が起きても安心です。

高層ビルにも採用されている強靭な
鉄骨ラーメン構造を採用。大地震
による大きな力に対しても、変わらぬ
強さを発揮します。

家庭で起こりうる事故を想定し、
子供からお年寄りまで守ります。
家中の温度ムラを抑えてヒートショックから守る
全館空調システム、より安全に昇り降りできる
超緩勾配階段、角部分にぶつけたときのリスクを
減らすラウンドコーナーなど、家庭内で起こりうる
様々な事故を想定し、家族を守ります。

トヨタホームは、様々な災害から
家族をしっかり守ります。

地震に強い

台風による瓦・外壁・ガラス被害を、
十分な備えで最小限に抑えます。

瓦を連結し屋根全体を一体化した
ロック工法、高耐久の外壁、高強度
の合わせ複層ガラスなどで確かな
耐風性能を追求しています。

風害に強い

真夏の猛暑でも快適に過ごせる、
様々な工夫を施しています。

夏でも冬でも一年中、家のどこにいても
快適に過ごせる全館空調システム。
真夏の猛暑による健康被害から
守ります。

猛暑に強い

「アトリスパーク豊田丸山」で災害後も
住み続けるためのレジリエンスを訴求

「アトリスパーク豊田丸山」（愛知県豊田市）に「災害にいちばん強い家を。」のコンセプトを取り入れ

た体験棟を完成し、一般公開しています。災害時に停電や断水が発生した状況を想定し、実際

にＰＨＶ（Ｐlug-in Ｈybrid Ｖehicle）から家全体に給電したり、飲料水や生活用水を供給すると

いったレジリエンスのデモンストレーションにより、災害後も安心して暮らせることを疑似体験できます。

火を広げない防耐火性能で、
近隣からの延焼なども防ぎます。

防耐火性能を追求し、延焼を防ぎ
ます。連動型火災報知器、断線火災
を防ぐ感震ブレーカーなどで対策も
充実しています。

火災に強い

あらゆる場所からの浸水を防ぎ、
激しい雨から家を守ります。

屋根のルーフィング材、外壁の二重
防水、水密性の高いサッシ、プール
と同じ工法のバルコニーなどあらゆる
場所から雨水の侵入を防ぎます。

豪雨に強い
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事業紹介

戸建・賃貸事業をメインに、
ストック事業、マンション事業、特建事業等

多角化を進めています。

　　　戸建事業

　　賃貸事業

ストック事業

　マンション事業

　　特建事業

海外事業

トヨタホーム
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「長く住める家」であること。 
そして、「環境にやさしい家」であること。 
それが、日本にふさわしい住まいのカタチであると、
トヨタホームは考えます。

戸建事業
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トヨタホームの「木造住宅」

街づくり

トヨタホームの街づくりが評価され、2015年に初応募して以来、4年間で3つの「グッドデザイン賞」を受賞

自然環境との調和、住民相互のコミュニティ形成、安全・安心を3本柱として
街全体をプロデュース。“オンリーワン”の街づくりを目指す。

星と時のVillage MIIYOSHI MIRAITO

シンセ・フィーラス エスパシオ LS 理想の邸宅

鉄骨ユニット工法 「シンセシリーズ」 鉄骨軸組工法 「エスパシオシリーズ」

工場生産化率が高く、短工期、
高い耐震性・耐久性を備える。
（2015年度グッドデザイン賞）

優れた性能と設計の自由度を融合。
耐火性能を確保し住宅密集地にも
対応。
（2016年度から3年連続グッドデザイン賞）

木の家には深い安らぎや寛ぎを誘う、
性質や機能性があります。トヨタホーム
ならではの生産技術を取り入れた誰も
がもっと暮らしやすい住まい。

（2018年度）

「星と時のVillage」

住戸間に配した官民連携の「遊歩道型開発
公園」を採用した戸建ての街づくり。

（2015年度）

「エリアスケープアクション」
（2015年度）

「北並みメソッド」

戸建街の「北側」景観革新×交流コミュニティの
仕掛け。

街並みと周囲環境を一体でデザインし、
地域交流を育む。

街づくり手法の事例 戸建ての、街づくり開発
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住まいづくりで培ったノウハウと、
的確な市場分析をもとに、長期安定と資産承継に
優れた賃貸住宅経営をご提案。
賃貸住宅経営の不安を解消する
一括借上システムなど、
多彩なサポートメニューをご用意しています。

都市の厳しい条件に対応する、「都市型賃貸住宅」
「高性能」と「自由度」を合わせ持つＥＳＴ工法の、
自由なプランニングで土地の有効活用が可能。

近郊～郊外向け、「戸建感覚の賃貸住宅」
工場生産で、高品質の賃貸住宅を安定して
つくり込み、工期を短縮して早期事業開始が可能。

「ゆとりが生まれる賢い選択」をコンセプトに、
都市部に暮らすご家族に賃貸併用という暮らし
方をご提案。

シンセ・スマートメゾン
（鉄骨ユニット工法）　

エスパシオ・アーバンメゾン
（鉄骨軸組工法）　

【賃貸併用住宅】
エスパシオ・ウィズメゾン（鉄骨軸組工法）　

賃貸事業



住宅を売却したいオーナー様に、適正な評価に基づく査定を
実施。ご購入を検討されるお客様に、信頼できる既存住宅の
提案に加えて、お客様のご要望に応じたリフォームも提案。

既存住宅流通

PHV・EV・FCV購入者様に安全・安心・快適に充電・給電できる設備を
お届けします。

充電・給電設備工事（V2H・クルマde給電）

全国のトヨタホーム販売店と連携して、リフォーム事業を推進。
さらにオーナーリフォームのみならず、木造住宅、マンションの
リフォームも対応。

リフォーム
建物の経年状況、ライフステージの変化、
今のライフスタイルにあわせた最適なリフォームを
ご提案します。

売る人にとっても、買う人にとっても安心な、
スムストックの流通システムに積極的に
取り組んでいます。

ストック事業
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ギリシア語で安心を意味する「アネシア」。
ご家族に安全・安心をもたらすところでありたい、
という想いが込められています。

マンション事業

アネシア築地ステーションレジデンス アネシア東京尾久Ⅱ

アネシア本山（2020年10月竣工済み）は、
2020年度グッドデザイン賞を受賞しました。

アネシア本山 THE GRAND RESIDENCE

アネシア八事緑ヶ岡

多様なライフスタイルに対応したコミュニティ形成、都市に生きる
快適な暮らしを創造します。
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法人・事業者向けに、オフィスや店舗事業を展開、
また、建設と不動産のノウハウを融合させ
トータルに事業を展開。

日野自動車㈱伊勢崎境寮

オフィス・店舗

セブン-イレブン店舗

岡崎信用金庫 福岡支店

法人・事業者向けのオフィスや店舗などの建築も、
住宅と同様に、企業・個人のお客様のご希望に
柔軟にお応えいたします。

特建事業

寮・社宅

企業の寮・社宅のご要望に、土地探しから建設・賃貸・仲介・家賃
支払い業務代行など幅広くサポート。

寮・社宅業務の総合コンサルティング、
企業の住宅制度構築から業務・コスト削減まで、
幅広いサービスで企業をサポート。
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トヨタホームインドネシア（株）がジャカルタ近郊の
ブカシ県、カワラン県で戸建て分譲を推進中。
日本の技術を用い、現地の住環境の向上に
貢献する住宅を提供します。

海外事業
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2020～2030年に向け、トヨタグループの一員として
「トヨタ地球環境憲章」の共有化の下、環境活動の方向性を
「低炭素社会の構築」「循環型社会の構築」
「環境保全と自然共生社会の構築」の3大重要テーマに分類。
地球環境と調和した家づくりと商品およびサービスの提供を通じ、
社会、地球の持続可能な発展に寄与していきます。

人に優しく快適でかつ地球に優しい家づくりに取り組んでいます。

トヨタ自動車の生産環境重点方針を継承して環境保全活動を展開しています。

輸送に関わるエネルギーの削減や、CO2低減活動に取り組んでいます。

建設副産物の低減やゼロ・エミッションの推進に取り組んでいます。

生態系保全のため、ビジネスパートナーと連携し、環境負荷低減に取り組んでいます。

トヨタグループのテクノロジーを結集して開発を進める

「賢美健寿Lab」。多様な世代が、健康・快適に、そして安心

して暮らせる毎日を提供するだけでなく、「適接同居」という

コンセプトのもと、二世帯家族の新たな住まい方もご提案

します。

環境への取り組み

環境にやさしい商品

生産工場での取り組み

輸送分野での取り組み

施工現場での取り組み

調達での取り組み

トヨタグループの一員として、環境異常苦情未然防止及び
CO2、廃棄物低減活動を重点方針として環境保全活動を
展開しています。環境マネジメントシステム・ISO14001の外部
認証登録を継続しています。

物流部門では改正省エネルギー法に
対応し、2006年度に輸送に関わるエネルギ
ー使用量の実績を把握し、その2006年度
数値を基準値に目標を掲げてCO2低減
活動に取り組んでいます。

・建設副産物量の削減（リデュース）

・建設副産物の再資源化（リサイクル） 

・建設副産物管理体制の強化

新築現場において以下の環境への取り
組みを推進しています。

環境異常未然防止活動 納入車両油漏れ点検（春日井事業所）
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■ ユニット工法の施工現場での建設副産物発生量の推移

※データは関東資源循環センターにおける建設副産物実測値
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・木材調達ルートの明確化推進（2020年度実績100％）
・森林破壊を引き起こす違法伐採等により、生態系へ影響を与える
 木材使用の排除
・ワシントン条約に基づく、絶滅危惧種使用の排除
・伐採時の合法性を確認できる木材、もしくは合法性の証明が不要な
木材・木質材料の調達を積極的に推進（2020年度実績100％）

・SDS（安全データシート）での

  安全性確認

・再生材の採用推進

■ 環境負荷低減 ■ 生態系の保全

■ 物流CO2排出量の推移
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1975 8月
トヨタ自動車工業㈱に
住宅事業部を新設

1998 10月
「エスパシオEF・ＥF3
（3階建て）」発売

2001 7月
「シンセ・スマートステージ」発売

2004 10月
「シンセ・カーダ」、「Mezzo」、
「アトリスパーク刈谷」が
グッドデザイン賞受賞

1999 4月

2000

「シンセAⅢ」発売

1977 2月
戸建住宅を販売開始
「鉄骨ラーメンユニットJA型・
鉄筋コンクリートユニットKC型」

1979 1月
「JC型」発売

1982 2月
「オーク」発売

1997 9月
㈱ユーエスケー
（現トヨタウッドユーホーム㈱）と
資本・業務提携

2003 4月
トヨタ自動車㈱の
営業機能を分離し、
トヨタホーム㈱を設立

2000 7月
マンション事業スタート

2004 12月
トヨタ夢の住宅「PAPI」完成

1990 6月
仙台営業所
開設

1987 4月
春日井事業所操業開始

1989 8月
栃木事業所
操業開始

1991 10月
山梨事業所操業開始

1995 10月
㈱トヨタホームテクノ設立

家族とその暮らしを見つめた想いが、創業の原点
戦後まもない混乱期、焼け野原と化した街を目にした

トヨタ自動車の創業者、豊田喜一郎はある想いを抱きました。

「人は皆、ある一定水準以上の住宅に住む権利を有すべきこと」。

この想いを受け継ぎ、トヨタホームは

これからも家族の幸せを満たす住まいを追求し続けます。

ト
ヨ
タ
ホ
ー
ム
の
歴
史

ト
ヨ
タ
ホ
ー
ム
の
商
品

KC型

オーク

JC型

シンセ・カーダ

アトリスパーク刈谷

シンセ・スマートステージ
シンセ・レゾン

エスパシオEF

シンセAⅢ

JA型

2021月6月現在

沿　革

19901975

「シンセ・レゾン」
「エスパシオGR」
発売

「Ｖie α」発売

4月

6月

2000
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2001
2000年度、
戸建販売戸数
愛知県No.1達成



2005 11月
「エスパシオ Mezzo」発売 2019

木造住宅「MOKUA」発売

2008 4月
「アトリスプラン」導入

2010 6月
「LQ」発売

2013 11月
「エスパシオ LX」
発売

2011 11月「シンセ・アスイエ」発売

2012

2018

2010 10月
トヨタ自動車㈱の全住宅事業を
統合、新生トヨタホーム㈱スタート

2013 
マンション事業
新ブランド「アネシア」導入

2015  4月
トヨタホームインドネシア㈱営業開始

2016 9月
賢美健寿Labオープン

2017 1月

2018

ミサワホーム㈱子会社化

2011 復興支援

トヨタホームリフォーム㈱
設立

シンセ・アスイエ MOKUA シンセ・withR

テクニカルセンター

2010 2015 2018 2019 2020

7月

8月

「エスパシオLS」発売1月
4月

「シンセ・フィーラス」発売、 
「Vie α・フリーサ」発売

4月

「エスパシオ GARAGE STYLE+」発売9月

2015 
「シンセ・スマイリズム」発売7月
「シンセ・ピアーナ 理想の
平屋」発売

9月

「エスパシオEF3 都市に
暮らす3階建」発売

9月

2014

「デミング賞」受賞10月

「2018年度グッドデザイン賞」
6年連続受賞

10月

2017年度戸建販売
18年連続No.1

8月

2019  8月
2018年度愛知県
戸建販売19年連続1位

2020
1月

10月
プライム ライフ テクノロジーズ㈱設立

「2020年度グッドデザイン賞」受賞

新コンセプト
「災害にいちばん強い家を。」
導入

4月

賃貸併用住宅
「エスパシオ ・ウィズメゾン」
発売

2020
4月「シンセMezzo」発売

「MOKUA-J」発売

6月「MIYOSHI MIRAITO」販売開始
9月非常時給電システム「クルマde給電」発売

9月「シンセ・withR」発売

1月
「3つの安心」訴求スタート

「シンセ・グレートソーラー」発売5月
サービス付き高齢者向け住宅
「T-グランシア水源」入居開始

11月

2005 3月
ミサワホーム㈱と資本・業務提携

テクニカルセンター竣工9月
熊本カンパニー
営業開始

11月
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トヨタホーム株式会社

2003年4月1日

129億円

759名〈連結3,381名〉

〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目23番22号

052-952-3111

住宅の技術開発・生産・販売・建設・アフターサービス

東京支社、大阪事務所

愛知（春日井）・山梨・栃木

建設業（建設業許可 国土交通大臣（特-30）第20325号）

宅地建物取引業（宅建業免許 国土交通大臣（4）第6467号）

建築士事務所（一級建築士事務所登録 愛知県知事（い-30）第10478号）他

プライム ライフ テクノロジーズ株式会社

■会社概要

■連結売上高、連結販売戸数の推移

■役員
社 名

設 立

資 本 金

従業員数

本 社

代表電話

事業内容

支 社 他

生産拠点

登 録

株 主

取 締 役 社 長

取締役副社長

常 務 取 締 役

常 務 取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

監 査 役

監 査 役

最 高 顧 問

後藤　裕司

横田　純夫

田 坂 　 寛

山 根 　 満

吉次　孝幸

都木　亮治

桑田　正規

西 村 　 祐

国島　憲雄

南 　 幸 治

豊田　章一郎
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企業情報

■ 連結売上高 ■ 連結販売戸数（マンション含む）
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■生産拠点・トヨタホーム展示施設

■ トヨタホーム展示施設

■ 生産拠点

アトリスプラザ栄
名古屋市東区泉　TEL 0800-500-1118 刈谷市昭和町  TEL 0077-75-809

アトリスパーク刈谷 アトリスプラザ広島
広島市中区中町（広島グリーンビル1F）
TEL 082-504-4480

豊田市丸山町  TEL 0800-500-2588
アトリスパーク豊田丸山

春日井事業所

愛知県春日井市神屋町
TEL 0568-88-0909

栃木県栃木市大光寺町
TEL 0282-28-1030

山梨県南アルプス市
TEL 055-285-5511

栃木事業所 山梨事業所

■トヨタホーム販売店
〈本　社〉

トヨタホームとうほく㈱ ※3

トヨタホーム茨城 ㈱

トヨタウッドユーホーム㈱トヨタホーム北関東

トヨタウッドユーホーム㈱トヨタホームさいたま

トヨタホームちば㈱ ※3

トヨタホーム東京㈱ ※3

仙台市泉区

茨城県小美玉市

宇都宮市駒生町

埼玉県白岡市

千葉市美浜区

東京都千代田区

〈本　社〉

トヨタホームしなの ㈱

トヨタホーム名古屋㈱ 信州カンパニー

トヨタホームふじ㈱ ※3

トヨタホーム岐阜 ㈱

トヨタホーム東海㈱

トヨタホーム愛知 ㈱

長野市真島町

長野県松本市

静岡県沼津市

岐阜市市橋

浜松市東区

名古屋市東区

〈本　社〉

トヨタホーム名古屋 ㈱

トヨタホーム三重㈱

トヨタホーム近畿㈱ ※3

トヨタホーム岡山㈱

トヨタホーム㈱中国カンパニー ※3

トヨタホーム九州㈱ ※3

名古屋市熱田区

三重県四日市市

大阪市西区

岡山市北区

広島市中区

福岡市東区
※3 トヨタホーム㈱の子会社、社内カンパニー

■主な子会社・関連会社（トヨタホーム販売店は除く）

お客様の大切なマイホームの夢を
体感・納得しながらカタチにしてゆく
創作拠点。

様々な生活スタイルを体感できる
モデルハウス、広さ・高さを体験できる
ミュージアムなど、自分らしい暮らしを
発見できる総合展示場。

トヨタホームの等身大モデルをライン
アップした総合展示場。テクノロジー
コーナーでは、トヨタホームの高い
性能・品質をご紹介。

「見て触れて実感できるショールーム」
をテーマに「PRエリア」「テクノロジー
エリア」、「プランニングエリア」の
3つのエリアで構成。
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宇都宮市一ノ沢町

愛知県豊田市

愛知県刈谷市

愛知県豊田市

インドネシア共和国 ジャカルタ

インドネシア共和国 ジャカルタ

ツーバイフォー住宅の開発・製造・販売・施工　等

トヨタホームの販売・施工、寮・社宅管理、人材派遣　等

住宅ローンの保証業務　等

住宅リフォーム

インドネシアでの戸建住宅販売

インドネシアでの建築用部材販売

100.0%

51.0%

100.0%
 100.0%

99.9％

67.0％

〈本　社〉 〈出資比率〉 〈事業内容〉

　※2. 間接所有を含む比率

トヨタウッドユーホーム㈱

トヨタすまいるライフ㈱

リビング・サポート㈱

トヨタホームリフォーム㈱

トヨタホームインドネシア㈱

トヨタホームマテリアル㈱

※2



（2021 06）

住宅専業メーカーで
デミング賞を初めて受賞

Deming Prize品質の高さが実証されました

品質管理の世界最高ランク「デミング賞」

1951年に創設された、TQM（総合品質管理）に関する

世界最高ランクの賞です。

経営理念、業種、業態、規模、経営環境にふさわしい

TQMが効果的に実施されている応募組織に対して授与されます。

2018年

※ 住宅専業メーカーとして初の受賞（2018年10月現在当社調べ）


