
ホームITシステム

総合カタログ  2011-12

本カタログの掲載商品の価格には、配送費、配置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用は含まれていません。

フェミニティ（戸建用・集合住宅用）

お家のいろいろ ケータイで操作。
フェミニティ（戸建用・集合住宅用）

お家のいろいろ ケータイで操作。
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家庭内の消費電力の状況を「電力モニター」で確認する。
そんな生活を実現するのが「フェミニティ」です。

フェミニティとは東芝がご提供する
生活を便利にする

ホームITシステムのことです。

※表示画面はイメージです。サービスの組み合わせにより異なります。
※1 対応エアコン、およびエアコン用Bluetooth®接続アダプタが必要です。対応エアコンは、東芝ホームITシステムのホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）をご確認ください。 ※2 温度設定は変更できます。
※3 主幹ブレーカ、および10系統（発電機器を接続している場合8系統）までの分岐ブレーカを計測できます。電力測定器ではありません。数値は、目安としてご覧ください。
※4 使用電気料金は目安です。基本料金は含まれません。 ※5 CO2排出量は目安です。

ご利用ITエアコン※1に対応して、暖房、冷房の一括温度設定※2ができます。

「eco」を選択

「設定する」
を選択

電気をどのくらい使っているのか
一目で分かる
「見える化」ではじまる
エコ生活！！

「電力モニター」を選択

※テレビ画面例です。 ※テレビ画面例です。

ピピッ♪
24℃
設定 28℃

設定に
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［CO2］ボタンを押す

変化が見える。

（消費電力量グラフ表示） ※パソコン画面例です。

改善点を見つける

※対応機種は、東芝ホームITシステムのホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）をご確認ください。

ここ数日、かなり電気を
消費してたわ…。

見込みが目標にしている去年の
数値をこえちゃったので、

節電しないと！

［料金］ボタンを押す［電力量］ボタンを押す

電力量※3を表示します。 使用電力の電気料金※4を表示します。 使用電力に対するCO2排出量※5を
表示します。

なんとか目標値を
下回りそうね！

「履歴」を選択

● 今月実績と先月（または、
昨年同月）実績との比較

● 今月積算    ● 目標値

履歴 表示内容

消費電力量が見える。
CO2排出量が見える。
そして、見つける。

（電力量表示）

（CO2排出量表示）

パソコン、デジタルテレビ、携帯電話で
消費電力量を確認できます。

改善して、環境貢献
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外出先から
ケータイでお家のいろいろ
カンタン遠隔操作！！
照明の消し忘れ、
エアコンの消し忘れも
ケータイでOFF！！
あなたの暮らしにあったら便利なもの・・・
フェミニティならあとから追加できます。便利に使って、かしこい生活。
フェミニティはそんな暮らしを応援します。

パソコン、デジタルテレビ、携帯電話での
家電操作や情報の取得ができます。

※表示画面はイメージです。サービスの組み合わせにより異なります。 ※外出先からの遠隔操作は、携帯電話のみになります。
※対応機種は、東芝ホームITシステムのホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）をご確認ください。
※携帯電話からの遠隔操作には、別途パケット通信が発生します。パケット通信料は、フェミニティ倶楽部サービス料に含まれません。
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あっ！ もうすぐお家に
着くから

お風呂を沸かして
おこうかしら！

フェミニティなら、上記サービスを自由に組み合わせてご利用いただけます。
無線接続なので新築だけではなく、

既築への設置や増設も可能です（一部サービス除く）。

夏の暑い日にエアコンONで
ペットも快適。

照明の演出による防犯対策や
明るい部屋が出迎えてくれる安
心感を得られます。

来訪者をメールでお知らせし
ます。また、来訪者の画像（静止
画）も見ることができます。

帰宅時間に合わせてお風呂を
沸かせば、帰宅後すぐにお風呂に
入れます。

インターホンに接続した火災
警報器が煙や熱を感知した時、
またはコールボタンが押され
た時、メールで通知します。

エアコンエアコン 照明操作照明操作 電 気 錠電 気 錠

インターホンインターホン

給湯機操作給湯機操作 警報通知警報通知

主幹、および分岐ブレーカーごと
の消費電力量がひと目で分かり
ます。

電力モニター電力モニター

帰宅に合わせて携帯電話で床暖
房の運転・停止操作ができます。

床暖房操作床暖房操作

玄関の施錠状態を確認できます。
施錠もできるので、万が一の
閉め忘れにも対応できます。
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携帯電話での

操作も簡単だから

本当に便利！

5

フェミニティのある
便利な生活を知ったら
お家の“いろいろ”が“ラクラク”に
あなたのご自宅は
戸建住宅？
それとも
集合住宅？
フェミニティは戸建住宅、集合住宅
どちらにも対応しております。

たとえば外出中にエアコンの運転状態を確認したい場合・・・ インターネット経由で
操作・確認

フェミニティなら外出先から、携帯電話で家庭内の家電操作や情報を取得できます。

MENUから操作したい内容や表示したい情報を選ぶだけ。
③「運転確認」選択 ④確認①ログイン ②「エアコンサービス」選択

ITアクセスポイント

※表示画面はイメージです。サービスの組み合わせにより異なります。
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電気錠操作電気錠操作床暖房操作床暖房操作

床暖房操作床暖房操作

エアコン操作エアコン操作

エアコン操作エアコン操作

インターホン操作インターホン操作照明操作照明操作

照明操作照明操作 電気錠操作電気錠操作給湯機操作給湯機操作

来訪通知来訪通知

※フェミニティ倶楽部は全戸一括加入の有料サービスとなります。
　ご利用頂くためには、オンラインによる登録が必要です。
　詳しくは本カタログ記載の東芝ライテック照明ご相談センター、または弊社営業担当にご確認ください。
※携帯電話からの遠隔操作には、別途パケット通信料が発生します。
　プロバイダ利用料と携帯電話のパケット通信料などは、フェミニティ倶楽部サービス料に含まれません。

戸建住宅
設置イメージ

インターホン操作インターホン操作

電力計測電力計測

※携帯電話からの遠隔操作には、別途パケット通信料が発生します。
　プロバイダ利用料と携帯電話のパケット通信料などは、フェミニティ倶楽部
　サービス料に含まれません。

集合住宅
設置イメージ

6

来訪通知来訪通知
宅配通知宅配通知

房操ーー 房ホ 暖ンホンホン 暖ンンンン 床作作ンンン操操作

給湯機操作給湯機操作

電力計測電力計測
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機器接続図

主幹、および分岐ブレーカーごとの
消費電力量の
見える化を実現します。

89,040円（税抜：84,800円）

IT電力計測ユニット
NWDNP-BX02
本体希望小売価格

東芝エコキュートのフェミニティ
対応機種に接続して、お風呂の
湯はりON／OFF、湯はり予約、
沸増しができます。

47,250円（税抜：45,000円）

IT給湯機用アダプタ
HWH-BTA1
本体希望小売価格

外出先から照明操作できます。

38,325円（税抜：36,500円）

IT照明コントローラ
NWDNC02
本体希望小売価格

IT照明コントローラ、
HA機器に接続して、
無線化を実現します。

52,290円（税抜：49,800円）

IT拡張アダプタ
NWDNA01
本体希望小売価格

東芝エアコンのフェミニティ
対応機種に接続して、
エアコンのON／OFF、
温度調整ができます。

オープン価格

エアコン用Bluetooth®接続アダプタ
RB-H42BT
本体希望小売価格

電力計測
ＩＴ電力計測ユニット

エアコン

無線機器

IT照明コントローラに接続できる照明器具は、1系統です。

エアコン1台につきエアコン用Bluetooth®接続
アダプタは1つ必要です。

床暖房

給湯用
リモコン

戸建用カラーテレビ
ドアホンシステム

床暖房リモコン

IT給湯機用アダプタ

ＩＴ給湯機用
メインリモコン

照明スイッチ

IT照明
コントローラ

ＩＴ拡張
アダプタ

HA端子
延長ユニット

HA端子
延長ユニット

エアコン用
Bluetooth®
接続アダプタ

給湯機

HA機器

IT拡張アダプタ1つにつき
ＨＡ機器が2つ接続できます。

ＩＴ拡張アダプタ

HA端子
延長ユニット ITカラーテレビ

ドアホン 親機

ITカラーテレビ
ドアホン 子機

給湯機

電気錠

HA接続機器を接続する場合に、
必要です。

4,725円（税抜：4,500円）

HA端子延長ユニット
NDG8701（WW）
本体希望小売価格

分電盤

照明
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集合住宅のインターホンと
接続して来訪通知・
着荷通知・各種警報通知を
行います。

102,900円（税抜：98,000円）
インターホン拡張ユニット HTV711A
本体希望小売価格

戸建住宅のインターホン。
Bluetooth®接続だから
後付も可能です。
写真付き来訪通知や
火災警報通知を行います。

86,730円（税抜：82,600円）

ITカラーテレビドアホン 親機 
HTV8001M
本体希望小売価格

16,170円（税抜：15,400円）

ITカラーテレビドアホン 子機
HTV8002D
本体希望小売価格

インターネットへブロードバンド
ルータ

携帯電話

操作用機器

住宅情報盤
非常ボタン

インターホン 子機

防犯センサ

制御装置

宅配ボックス 集合玄関機

ガス漏れ警報器

各種センサ

火災警報器

HUB

マンションの共用部

※パソコンでの操作は、ITアクセスポイント（またはITホームゲートウェイ）に接続されているパソコン
　でのみ操作が可能です。外部からパソコンで家庭内の家電は操作できません。
※配送料、配置調整費、工事費、設定費、使用済みの商品引き取り費用別。

ブロ
ル

ITアクセスポイント

インターホン
拡張ユニット

集合住宅用インターホンシステム

デジタルテレビパソコン

インターネット経由でフェミニティ倶楽部に
接続して、ホームIT機器をコントロールします。

102,900円（税抜：98,000円）

オープン価格

ITホームゲートウェイ BTR-3005AZ
本体希望小売価格

本体希望小売価格

LAN LAN

インターネット経由で
フェミニティ倶楽部に
接続して、ホームIT機器
をコントロールします。

ITアクセスポイント BTR-4010AZ

※在庫限り
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サービスプラン例

インターホン、電気錠
PLAN 1

形名
BTR-4010AZ
HTV8001M
HTV8002D
NDG8701（WW）

本体希望小売価格
オープン価格

  86,730円（税抜 82,600円）
  16,170円（税抜 15,400円）
    4,725円（税抜   4,500円）

■ 火災警報器本体、電気錠本体は価格に含まれていません。
■ 配送費、配置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用別。

外出先から電気錠の施錠状態の確認と施錠が
できます。来訪があったことをメールで通知
します。

電気錠※

■必要な機器構成

ITカラーテレビ
ドアホン 親機

ITカラーテレビ
ドアホン 子機

携帯電話

インターネット

HA端子
延長
ユニット

ブロードバンド
ルータ

火災警報器

給湯機、床暖房、エアコン
PLAN 2

形名
BTR-4010AZ
NWDNA01
HWH-BTA1
NDG8701（WW）
RB-H42BT

本体希望小売価格
オープン価格

  52,290円（税抜 49,800円）
  47,250円（税抜 45,000円）
    4,725円（税抜   4,500円）

オープン価格

携帯電話で床暖房やエコキュート（お風呂の
湯はり、沸増しなど）を遠隔操作することが
できます。

商品名
ITアクセスポイント
ITカラーテレビドアホン 親機
ITカラーテレビドアホン 子機
HA端子延長ユニット

商品名
ITアクセスポイント
IT拡張アダプタ
IT給湯機用アダプタ
HA端子延長ユニット
エアコン用Bluetooth®接続アダプタ

■必要な機器構成

HA端子
延長ユニット

フェミニティ対応
エアコン※

フェミニティ
対応給湯機※

床暖房※

エアコン用Bluetooth®

接続アダプタ

IT給湯機用
アダプタ

IT拡張
アダプタ

携帯電話

インターネット

ブロードバンド
ルータ

月額525円（税込）
標準サービスです
※詳しくは14ページをご覧ください。

月額525円（税込）
標準サービスです
※詳しくは14ページをご覧ください。

■ フェミニティ対応給湯機本体、床暖房本体、フェミニティ対応エアコン本体は価格に含まれていません。
■ 配送費、配置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用別。

ITアクセスポイント

ITアクセスポイント
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商品名
ITアクセスポイント
HA端子延長ユニット
IT照明コントローラ
IT拡張アダプタ
ITカラーテレビドアホン 親機
ITカラーテレビドアホン 子機
エアコン用Bluetooth®接続アダプタ

形名
BTR-4010AZ
NDG8701（WW）
NWDNC02
NWDNA01
HTV8001M
HTV8002D
RB-H42BT

本体希望小売価格
オープン価格

4,725円（税抜  4,500円）
38,325円（税抜 36,500円）
52,290円（税抜 49,800円）
86,730円（税抜 82,600円）
16,170円（税抜 15,400円）

オープン価格

インターホン、電気錠、照明、エアコン
PLAN 3 携帯電話から電気錠の施錠ができたり、照明

点灯による防犯対策、来訪や各種センサの発報
を通知します。

■必要な機器構成

HA端子延長ユニット

照明※IT照明
コントローラ

フェミニティ対応
エアコン※

エアコン用Bluetooth®
接続アダプタ

ITカラーテレビドアホン 親機

携帯電話

インターネット

ブロードバンド
ルータ

ITカラー
テレビドアホン
子機

■ 火災警報器本体、電気錠本体、照明本体、フェミニティ対応エアコン本体は価格に含まれていません。
■ 配送費、配置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用別。

電力計測
PLAN 4 主幹、および分岐ブレーカごとの消費電力量

がわかります。

●サービスプランの組み合わせは一例です。必要な機器を組み合わせて頂くことができます。

■ 分電盤本体は価格に含まれていません。
■ 配送費、配置調整費、工事費、設定費、使用済み商品の引き取り費用別。

商品名
ITアクセスポイント
IT電力計測ユニット

形名
BTR-4010AZ
NWDNP-BX02

本体希望小売価格
オープン価格

  89,040円（税抜 84,800円）

■必要な機器構成

分電盤

ＩＴ電力計測
ユニット

携帯電話

インターネット

ブロードバンド
ルータ

電気錠※

IT拡張
アダプタ

火災警報器

月額525円（税込）
標準サービスです
※詳しくは14ページをご覧ください。

月額525円（税込）
標準サービスです
※詳しくは14ページをご覧ください。

※ フェミニティ対応メーカ・機器から選定ください。

ITアクセスポイント

ITアクセスポイント
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フェミニティ機器仕様、および対応機種
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※1 在庫限り。　※2 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づくエネルギー消費効率です。区分名：C,24ギガヘルツ帯の無線出力：1.25［mW/MH2］　※3 Bluetooth® Version 1.1 以降のBluetooth®
ワイヤレステクノロジを用いた機器と互換性があります。　※4 最大通信速度は理論値です。無線通信距離は障害物がない場合の見通し距離です。電波の特性上、環境条件により通信距離、および通信速度は異なります。

ITカラーテレビ
ドアホン

形名
外形寸法／質量
設置場所
外観色調
電源
消費電力

通達距離

通信方式
呼出信号
画面
カメラ
無線通信
無線通信距離※4

組み合わせて使用できる機器

ITカラーテレビドアホン 親機
HTV8001M
155mm（幅）×35mm（奥行き）×197mm（高さ）／約640g
室内専用
ホワイト
AC100V 50Hz／60Hz
12W（待機時：2W）
0.65mm　　　　　　　　　　　　0.9mm

50m　　　　　　　　　　　　　　100m

150m　　　　　　　　　　　　　300m

自動交互通話／手動交互通話（プレストーク）選択式
電子チャイム音（ピンポーン2回）　（呼出音量調節器：3段切替式）
TFT液晶
　　　　　　　　　 　   ー
Bluetooth® Version 2.0※3

見通し100m

● 増設親機： HTV8000M、またはHTV8002M　1台まで
● 呼出増設用スピーカ： HJS1002（WW）、またはTFS-803（フラッシュ付）　親機／増設親機にそれぞれ1台まで
● 住宅用火災警報器： TKRG／TCRG／TKRH／TCRH／TKRJ／TCRJシリーズ　10台まで
● 電気錠： フェミニティ対応電気錠システムと接続するには、別売りのHA端子延長ユニット「NDG8701（WW）」が必要です

ITカラーテレビドアホン 子機
HTV8002D
94mm（幅）×37mm（奥行き）×127mm（高さ）／約210g
室内、室外兼用（防雨形、JIS C 0920、保護等級3相当）
オフブラック

1.2mm

120m

600m

　　　　　　　　　 　   ー
CMOS型個体撮像素子
　　　　　　　　　 　   ー
　　　　　　　　　 　   ー

線種

距離

単芯線： 線径 φ

＜トータル距離＞
親機～子機
親機～増設親機間

＜トータル距離＞
親機～呼出増設用スピーカ
増設親機～呼出増設用スピーカ

ITアクセスポイント・
ITホームゲートウェイ

形名

外形寸法／質量

動作環境温度／湿度
設置場所

電源（ACアダプタ）

消費電力

ネットワーク
インターフェース

無線通信
最大通信速度※4

無線通信距離※4

Bluetooth®対応
プロトコル

マルチポイント接続

BTR-4010AZ
115mm（幅）×115mm（奥行き）×31mm（高さ）／約200g
70mm（幅）×49mm（奥行き）×32mm（高さ）／約130g
温度5℃～35℃／湿度30％～80％（但し結露無きこと） 
屋内 
AC100V 50Hz／60Hz
12V 600mA
3.6W※2

10BASE-T／100BASE-TX　1ポート
10BASE-T／100BASE-TX　2ポート
　　　　　　　　　 　   ー
Bluetooth® Version 2.1＋EDR※3

約 2.1Mbps
見通し 100m

GAP （Generic Access Profile）、SDP （Service Discovery Application Profile）、
PAN （Personal Area Networking Profile）、SPP （Serial Port Profile）、OPP （Object Push Profile）

7台

本体
アダプタ

入力
出力

WAN
LAN
Contact I/O

BTR-3005AZ
169mm（幅）×133mm（奥行き）×49mm（高さ）／380g
65mm（幅）×58mm（奥行き）×51mm（高さ）／410g

7.2W

入出力2ch
Bluetooth® Version1.2※3

約720Kｂｐｓ（非対称型通信時）　約430Kｂｐｓ（対称型通信時）

BTR-4010AZ

NWDNP-BX02

BTR-3005AZ

ITアクセスポイント

ITアクセスポイント

HTV8001M

HTV8002D

ITカラーテレビ
ドアホン 親機

ITカラーテレビ
ドアホン 子機

ITホームゲートウェイ※1

ITホームゲートウェイ

IT電力計測ユニット
形名
外形寸法／質量
動作環境温度／湿度
設置場所
電源
消費電力
無線通信
無線通信距離※4

付属品

その他

NWDNP-BX02
150mm（幅）×110mm（奥行き）×320mm（高さ）／1200g以下
温度0℃～40℃／湿度85%以下（但し結露無きこと）
屋内用（非防水）
AC100V 50Hz／60Hz
4.0W以下
Bluetooth® Version 2.0※3

見通し100m
電流センサ　主幹用（2個）・分岐用（10個）

電流検出：専用電流検出センサ（CT）　主幹用（2個）・分岐用（10個）
電源配線：速結端子台（3極）　VVF線φ1.6～2.0mm

受注生産品（受注後約4ヵ月）

受注生産品（受注後約4ヵ月）

受注生産品（受注後約4ヵ月）
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HA端子延長ユニット
形名
外形寸法／質量
動作環境温度／湿度
設置場所
入出力　I ／ F

NDG8701（WW）
42mm（幅）×35mm（奥行き）×46mm（高さ）／約200g
温度0℃～40℃／湿度85％以下（但し結露無きこと）
屋内
JEM1427適合

IT給湯機用アダプタ
形名
外形寸法
動作環境温度／湿度
設置場所
電源
消費電力
無線通信
無線通信距離※4

HWH-BTA1
88mm（幅）×32.5mm（奥行き）×83.5mm（高さ）
温度0℃～40℃／湿度85%以下（但し結露無きこと）
屋内専用
AC100V 50Hz／60Hz
2W以下
Bluetooth® Version 2.0※3

見通し100m

受注生産品（受注後約3ヵ月）

受注生産品（受注後約4ヵ月）

受注生産品（受注後約4ヵ月）

受注生産品（受注後約4ヵ月）

受注生産品（受注後約4ヵ月）

IT拡張アダプタ
形名
外形寸法
動作環境温度／湿度
設置場所
電源
消費電力
無線通信
無線通信距離※4

NWDNA01
88mm（幅）×32.5mm（奥行き）×83.5mm（高さ）
温度0℃～40℃／湿度85%以下（但し結露無きこと）
屋内
AC100V 50Hz／60Hz
2W以下
Bluetooth® Version 2.0※3

見通し100m

エアコン用Bluetooth®接続アダプタ
形名
外形寸法／質量
動作環境温度／湿度
設置場所
消費電力
無線通信
無線通信距離※4

RB-H42BT
90mm（幅）×32mm（奥行き）×147mm（高さ）／147g
ご使用になるエアコンの使用環境に合わせてお使いください
屋内
1W
Bluetooth® Version1.2※3

見通し100m

IT照明コントローラ
形名
外形寸法／質量
動作環境温度／湿度
設置場所
消費電力

NWDNC02
168mm（幅）×53.6mm（奥行き）×209.4mm（高さ）／780g
温度0℃～40℃／湿度85％以下（但し結露無きこと）
屋内
4W

インターホン拡張ユニット
形名
外形寸法／質量
動作環境温度／湿度
設置場所
電源
消費電力
入出力　I ／ F

HTV711A
約169mm（幅）×49mm（奥行き）×約140mm（高さ）／約550g
温度0℃～40℃／湿度85％以下（但し結露無きこと）
屋内
AC100V 50Hz／60Hz
2.5W（待機時：1W）
インターホン接続端子×1／LANポート（10BASE-T（RJ45））×1

RB-H42BT

HWH-BTA1

NWDNC02

NWDNA01

NDG8701（WW）

HTV711A

受注生産品（受注後約4ヵ月）

東芝ライテック株式会社　ホーム IT システム「フェミニティ」総合カタログ　2012年 10月
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フェミニティサービス

●フェミニティ倶楽部サービス料

※サービス内容の詳細は､14ページ「フェミニティ倶楽部 料金・サービス」をご覧ください。
※サービス料金、サービス内容については、フェミニティ規約に基づき、変更される場合があります。

フェミニティは､有料のフェミニティ倶楽部会員様向けサービスです。ご利用には、オンライン登録による契約が必要です。
　・ご利用は、クレジットカード（VISA、MASTER、JCB）にて2ヶ月分をまとめてお支払い（後払い）頂きます。
　・初期登録料は初回登録月に課金させて頂きます。 
　・初期登録月から月額サービス料を課金させて頂きます。
　・携帯電話からの遠隔操作には別途パケット通信料などが発生します。
　　プロバイダ利用料と携帯電話のパケット通信料など、フェミニティ倶楽部サービス料に含まれません。

●お支払い方法について

登録時にご用意頂くもの
　・ITアクセスポイント、またはITホームゲートウェイ
　・インターネット環境（ブロードバンドルータなどのネットワーク機器）及びパソコン、携帯電話のメールアドレスをご用意ください。
　・オンライン登録には、動作条件に合ったパソコン（下記「●動作条件について」を参照）が必要となります。
　・お支払いは、クレジットカード決済のため、ご本人名義のクレジットカード（VISA、MASTER、JCB）が必要となります。 
　・フェミニティ対応機器（エアコン、エコキュート、インターホンなど）
　 ※エアコン、エコキュート、インターホンについては、「　」マークのついた機種がフェミニティ対応モデルです。

●フェミニティ導入の流れ

フェミニティ倶楽部の退会手続きについては、フェミニティ倶楽部事務局、または東芝ライテック照明ご相談センターにご連絡ください。
退会手続きの処理完了後に退会となります。退会にあたり、次の点にご注意ください。
　・月の途中退会であっても、当該月の月額利用料は発生いたします。
　・既に支払われた料金などは、払い戻しをいたしません。

●フェミニティ倶楽部の退会手続きについて

・常時接続ブロードバンド環境のインターネットが必要です。インターネットサービスの契約はお客様ご自身でお願いします。
※本製品は、ルーターの設置が必要です。プロバイダの指定はありませんが、ルータの設置を認めていない一部プロバイダでは使用できません。
※インターネットについては、ご利用の回線業者、またはプロバイダに問い合せてください。
・携帯電話はNTTドコモ i-mode、au EZweb、SoftBank Yahoo!ケータイの対応機種で、インターネットに接続ができ、ＳＳＬ通信対応かつ個体識別
番号の送信に対応した機種に限られます。
（個体識別番号とは携帯電話の一台一台を識別するための番号であり、具体的な名称は携帯電話各社により異なります）
携帯電話は5台まで登録できます。
・パソコンのご利用には、次の動作環境が必要です。
① OS（オペレーティングシステム）、およびWebブラウザ

② Sun MicrosystemsのJava VMがインストールされ、かつ、Webブラウザの設定で、JavaScript、およびJavaAppletが有効になっている必要があります。 
・デジタルテレビはフェミニティ対応機種となります。詳しくは、東芝ホームITシステムのホームページ（http://feminity.toshiba.co.jp）をご確認ください。

●動作条件について

初期登録料 1,050円（税込） 月額サービス料 標準サービス　525円（税込） 拡張サービス1,050円（税込）

「　」「　

Windows® 7 Home Premium／Windows® 7 Professional／Windows® 7 Enterprise／Windows® 7 Ultimate／
Windows Vista® Home Basic／Windows Vista® Home Premium／Windows Vista® Business／
Microsoft Windows® XP Professional operating system 日本語版／
Microsoft Windows® XP Home Edition operating system 日本語版／
Microsoft Windows® 2000 Professional operating system 日本語版
Microsoft® Internet Explorer 9／Microsoft® Internet Explorer 8／
Microsoft® Internet Explorer 7／Microsoft® Internet Explorer 6
Mac OS X 10.6
Safari 5

OS

Webブラウザ

OS
Webブラウザ

Windows®

Mac
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※1 フェミニティ対応機器に限ります。詳細はホームITシステムのホームページ http://feminity.toshiba.co.jp を参照ください。　※2 IT拡張アダブタ「NWDNA01」との接続になります。
※3 接続方法によって、「拡張サービス」になる場合があります。　※4 HA接続（有線接続）の一部商品は「標準サービス」になります。
※5 ITカラーテレビドアホン「HTV8001M」に接続した電気錠を対象としたサービスです。　※6 導入にあたり仕様確認と接続検証が必要になる場合があります。
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フェミニティ倶楽部 料金・サービス

標準サービス 初期登録料：1,050円（税込）　月額サービス料金：525円（税込）
※組み合わせや台数は自由です。【一部機器においては接続台数制限があります】（例：ITカラーテレビドアホン、電気錠）

※拡張サービスは、「標準サービス」も含まれます。
※組み合わせや台数は自由です。【一部機器においては接続台数制限があります】（例：ITカラーテレビドアホン、電気錠）

拡張サービス 初期登録料：1,050円（税込）　月額サービス料金：1,050円（税込）

●標準サービスと拡張サービスの月額サービス料金の違い

月額サービス料金：

525円（税込）

月額サービス料金：

1,050円（税込）

HA端子延長ユニット

HA端子延長ユニット

IT拡張アダプタ

ITホームゲートウェイ

IT拡張アダプタによるBluetooth®無線接続

HA接続による有線接続

集合住宅用のサービスです。戸建住宅用のサービスです。

エアコン操作

運転/停止操作と運転モード、温度、風量、
運転状態の確認と設定変更ができます。
（※1）

電力計測

主幹、および分岐ブレーカごとの消費電力
量の確認ができます。

照明操作

点灯/消灯操作と点灯状態の確認ができ
ます。（※1）

警報通知

火災警報器の警報、またはコールボタンの
操作をメールで通知します。（※1）

来訪通知

来訪者があったことをメールで通知します。 
また、 画像と履歴の確認ができます。（※1）

床暖房操作

ON/OFF操作と運転状態の確認ができます。
（※1）（※2）（※3）（※4）

HA接続（無線接続）

床暖房操作

ON/OFF操作と運転状態の確認ができ
ます。（※1）（※4）（※6）

HA接続（有線接続）
電気錠操作

施錠確認と施錠操作ができます。
（※1）（※6）

HA接続（有線接続）

電気錠操作

ITカラーテレビドアホン「HTV8001M」に接続
した電気錠の施錠確認と施錠ができます。
（※1）（※5）

お風呂操作

湯はり運転開始/停止、湯はり予約、沸増し、
沸上げ停止操作と運転状態の確認ができ
ます。（※1）

湯はり運転開始/停止、 沸上げ停止操作と
運転状態の確認ができます。（※1）（※4）（※6）

宅配通知

宅配ボックスへ荷物が届いたことを通知
します。

お風呂操作
HA接続（有線接続）

給湯機 床暖房 電気錠

戸建
住宅
戸建
住宅

集合
住宅
集合
住宅

戸建
住宅
戸建
住宅

集合
住宅
集合
住宅

戸建
住宅
戸建
住宅

集合
住宅
集合
住宅

戸建
住宅
戸建
住宅

集合
住宅
集合
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●ブロードバンドを利用するには、「プロバイダ」と呼ばれるインターネット接続業者と契約をする必要があります。利用には、プロバイダ利用料が別途必要となります。サービス内容や費用については、各プロバイダにお問い合わ
せください。●各フェミニティ製品には2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されているものもあります。　●電波の特性上、設置場所によって通信距離や通信速度が異なります。
●無線区間では故意に第三者によるデータ傍受がされることがあります。　●ITアクセスポイント、およびITホームゲートウェイは通常の電話回線には接続できません。　●ネットワークへの接続については、ご利用の回線業
者またはプロバイダにお問い合わせください。　●ホームＩＴシステムはセキュリティシステムではありません。　●インターネットを使ったサービスのため、回線の状態によってはメール通知に時間がかかる場合があります。

●「エコーネット」、「ECHONET」と 　は、エコーネットコンソーシアムの商標です。　●Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。　●i-mode ／アイモードは、株式会社NTT
ドコモの登録商標または商標です。　●EZwebは、株式会社KDDIの登録商標です。　●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。　
●「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。　●Microsoft®､Windows®、Windows Vista®は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における
登録商標または商標です。 ●Mac、Safariは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。　●Ｓｕｎ、Ｓｕｎのロゴ、Ｓｕｎ Microsystemｓ、Javaは、米国およびその他の国における米国Ｓｕｎ 
Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。●その他、各会社名、各商品名は、各社の商標または登録商標です。

■ Web Information

安全に関するご注意
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。　●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災
の原因となります。　●設備機器、資材の取付工事、配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が義務付けられています。　●植込み型心臓ペース
メーカー及び植込み型除細動器を装着されている方は、本製品および他Bluetooth®対応機器をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。　●航空機内や病
院内などでは、本製品のご使用はお控えください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載の
ないものは無効となります（一部、保証書が添付されていない製品もございます）。　●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの
際には商品本体に製造番号が表示されているか、また保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。　●ITアクセスポイント、および
ITホームゲートウェイの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。その他の製品については、各製品の保証書をご覧ください。 

保 証書に
関 す る
お 願 い

●このカタログの内容詳細については、右記の販売店にお問い合わせください。
　または、下記におたずねください。
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。
●説明画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

HEMS事業統括部
〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

★長年ご使用のホームITシステムは早めの点検をおすすめします!
このような
症状は
ありませんか

ご使用
中止

●「こげくさい」などの異常な臭い、または異常な音や振動がする。
●スイッチを入れても動かないときがある。　●電源コードに深いキズや変形がある。 　
●ビリビリと電気を感じる。　●電源コード、プラグ、AC アダプターが異常に熱い。 
●通信ができない。　●そのほかの異常、故障がある。 

このような場合、事故防止のためスイッチを切り、コンセン
トから差込プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店に移
設・点検・修理をご相談ください。ご自分での修理・移設は
危険な場合がありますので、絶対になさらないでください。

東芝ホームITシステム
ホームページ http://feminity.toshiba.co.jp

検索フェミニティ

東芝ホームITシステム ホームページでは、
「フェミニティ対応機器」の紹介や「対応
携帯電話一覧」などフェミニティの詳しい
情報が掲載されております。
QRコードをお手持ちの携帯電話で読み
取っていただければ「東芝ホームITシス
テム携帯電話専用サイト」にアクセスでき
「今週の料理レシピ」や「季節のテーブル
紹介」など生活に役立つ情報が満載です。

東芝ホームITシステム携帯電話専用サイト

http://femini.net

〈QRコード〉

「東芝ライテック照明ご相談センター」0120-66-1048
046-862-2772 0570-000-661

http://www.tlt.co.jp

このカタログの内容は平成23年12月現在のものです。
ABC3552 5t1012

東芝ライテック株式会社　ホーム IT システム「フェミニティ」総合カタログ　2012年 10月
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