春の新緑、
夏のそよ風、
秋の虫の音、
冬のぬくもり。
赤ちゃんからシニア世代まで
シンプルな間取りの総２階の建物となっており、どの季節でもど
の世代でも過ごしやすい空間を実現。子育ての段階に応じて使い
方を変えられる、可変性のある広がり間取りを採用しています。

仙台市青葉区愛子中央
建売分譲「杜そだつ家」
等身大のエコハウスで
暮らしてみませんか？

地域の無垢木材を使用

土日祝日
10 時 16 時
内覧受付中

もり

あなたと、杜とそだつ。

建物は、地元の杉などの無垢木材を使用し、暖房には再生・循環
可能な自然エネルギーである薪ストーブを採用しました。心地よ
い木の香りに包まれて毎日を過ごすことが出来ます。

庭の緑が心を癒す
高性能の幅 2.7m の大きな窓からウッドデッキ、心地よい緑のあ
る庭へとつながり、自然との一体感を感じられます。庭の緑は夏
の暑さの軽減にも役立ってくれます。

冬のあったかエコハウス
断熱性能は、長期優良住宅の基準（平成 25 年省エネルギー基準）
を超える HEAT20・Ｇ1 レベル（UA 値 0.38)。冬のエネルギー消
費量を大幅に削減できます。空気集熱式ソーラーシステム・びお
ソーラーが、部屋の温度を夏は涼しく、冬はあたたかくするのに
役立ち、どの季節でも快適に過ごすことが出来ます。

ハウス「杜育つ家」を販売いたします。建築工房零の標準仕様から性能をさらに向上させ、自然素材の家の
心地よさはそのままに、省エネで暮らせる体にもお財布にも優しいエコハウスです。木の香りに包まれなが
ら、窓から覗く季節の風景に癒される、自然とつながる、家族とつながる暮らしをご体感ください。

一次エネルギー消費量﹇ MJ/
年﹈

住宅版 BELS で五つ星を獲得！仙台・青森で自然素材の木の家づくりをする建築工房零（ゼロ）のモデル

暖房

25,000

HEAT20
G1
UA 値 0.46
ZEH 基準
UA 値 0.60
長期優良住宅
（H25 省エネ基準）
UA 値 0.75

冷房

約３０％削減

20,000
15,000

価格改

定しま

10,000

販売価格 :

土地・建物・外構・植栽込

5,000
0

3,800

万円（税込）

標準的設備
H25 省エネ基準

標準的設備
G１

敷地面積 : 約

200.61 ㎡（60.68 坪 )

延床面積 :

100.60 ㎡（30.36 坪）

コモンスペース含

※図やグラフは４地域（宮城県）の場合の表記
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した！

3,800

万円
(税込）土地、建物、外構、植栽込

愛子駅まで徒歩５分、
通学にも通勤にも利便性の高いエリアです！

道路（私道）
P

杜そだつ家

小径︶
ース︵杜の
コモンスペ

道路︵私道︶

ご成約済！

ご成約済！

大門寺

JR 仙山線愛子駅まで 400m

★

仙台市立愛子小学校まで 857m

卍

ヨークベニマル仙台愛子店まで 906m

ご成約済！
□所在／仙台市青葉区愛子中央３丁目 21-18 □交通／ JR 仙山線「愛子駅」徒歩５分 □学区／愛子小学校 徒歩
１０分／広瀬中学校 徒歩 ６分 □土地面積／約 200.61 ㎡（60.68 坪） □延床面積／ 100.60 ㎡（30.36 坪）
□地目／宅地 □区域／市街化区域 □用途／第二種中高層住居専用地域 □建ぺい率／６０％ □容積率／２０
０％ □構造／在来工法 □築年／ 2018 年 8 月 □引渡／相談 □取引／売主（仲介手数料不要）

P
P

格子がアクセントとなっている
「杜そだつ家」玄関。

玄関とリビング空間は引き戸で
隔てられ、風除室として機能。

１坪サイズの外物置
木の板でお化粧し直したキッチン
たっぷり収納で使い勝手も◎です。 ステンレス天板で掃除も楽です。

2.7m の幅の大きな窓。
室内からウッドデッキ、庭とつながる

空気集熱式ソーラーシステム
びおソーラーで、夏も冬も快適に

コンパクトで使いやすい
薪ストーブ（アスペクト５）

2 階の共有ホールは、暮らし方に
合わせて自由に間仕切り可能です。

清潔感あふれるユニットバス
タカラスタンダード社製

地窓のあるトイレ。
自然の明るさと通風にも効果的

□構造／木造在来工法
□木材／宮城・福島産の杉・桧・他（国産材 100%）
□基礎／ベタ基礎（基礎断熱）
□屋根／ガルバリウム鋼板
□外壁／ 1F ベルアート掻き落とし、2F 杉板貼り、1F 下屋杉板貼り
□内壁／湯布珪藻土
□床材／ 1F 杉 27mm、2F 赤松 18mm
□天井／湯布珪藻土
□建具／無垢のオリジナル造作建具
□窓／引き違い以外：YKK APW430( トリプルガラス、中空層アルゴンガス入り )
引き違いのみ：YKK APW330（トリプルガラス、中空層真空）
大開口サッシ：アルス（株）夢まど エコスライド
□畳／縁なし畳
□木部塗装／外部：ウッドロングエコ ＋ シオン U-OIL（クリア）
内部：植物性ウッドオイル（リボス）
□土間／コンクリート洗い出し
□玄関扉／ユダ木工 桧 -MIYAMA【断熱】 UA 値 0.38
□基礎断熱／スラブ下 スタイロフォーム AT t50mm
外：スタイロフォーム AT t75mm
□壁断熱／高性能グラスウール 16k t100mm + 32k t45mm（付加断熱）
□屋根断熱／高性能グラスウール 16k t200mm
【住設仕様】
□キッチン／システムキッチン（タカラ グランディア）
□洗面台／零オリジナル造作洗面台
□浴室／ユニットバス（タカラ リラクシア）
□トイレ／ TOTO（ZJ シリーズ）
【ボイラー／暖房】
□ボイラー／エコジョーズ（ガス）
□給湯／プロパンガス
□暖房／薪ストーブ パークレイ アスペクト 5
□空調システム／空気集熱式パッシブソーラーシステム びおソーラー
□熱交換型換気扇／ダクトレス呼吸型熱回収換気システム
森永エンジニアリング ルノサン e2 ショート
広告有効期限：2020 年 10 月 31 日

お気軽にお問合せください

株式会社 建築工房 零

http://www.zerocraft.com

メール / z@zerocraft.com
本社）宮城県仙台市泉区上谷刈 6-11-6

一級建築士事務所（宮城県知事登録 第 14510050 号）／建設業の許可（宮城県知事許可（特 -29）第 18142 号）
宅地建物取引業（宮城県知事（２）第 5797 号）／（社）宮城県宅地建物取引業協会会員／東北地区不動産公正取引協議会加盟
在籍スタッフ（一級建築士 5 名、二級建築士 5 名、宅地建物取引士 3 名、社員大工・専属大工 18 名

