
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＦＰの家 こだわりの注文住宅 完成見学会 開催決定！ 
気密性、断熱性に優れ、冬は暖かく夏は涼しいＦＰの家。冬でも家中、温度差がなく快適という断熱の効果を実感できます。当社オリ
ジナルの床暖もこの機械に是非肌で感じてください。省エネとは思えない、心地よい暖かさにビックリします！  

日時：４月１１日（土）・１２日（日） 

会場：土浦市右籾 (詳細はお問い合わせください) 

時間：１０：００～１７：００ 

 

ブラックのモルタルと杉板がカッコイイ シンプルモダン住宅です 
 
玄関、ホールを抜けてＬＤＫに入るとすぐに、オシャレなアイランドキッチ

ンがお目見え！背面には、大容量のパントリーもあり、調理家電や食器

類を急なお客様の際は、扉を閉じれば、生活感を隠すことができます。ま

た、リビングに設置された鉄骨階段は、吹抜けと一体にすることで、１階

と２階の空間がつながり、より解放感が増します。また、ＬＤＫと続き間の

和室は、戸を全開にすれば、大空間が楽しめます！リビング前にウッド

デッキにも、杉板をはり、家族が自然と集まる、素敵な空間がそこには、

あります。ご来場お待ちしております！ 
 

 

 

 

龍ヶ崎市Ｔ様邸地鎮祭レポート 

龍ヶ崎市で建築中のＴ様邸は、弊社のモデルハウスを見学されて お気に召したお施主様から 是
非同様の平屋で建築を とのご要望をいただきました。 
 地鎮祭は、晴天に恵まれた 9 月の下旬に行われ、お施主様のゆかりの神主様に願いされました。 
神主様が違うと地鎮祭の作法も違うということがわかりました。そのいくつかをレポートしたいと思います。

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  当社はこの様な 
高気密・高断熱の 
完全注文住宅を 

お客様と共に一棟 
づつ、熱い思いを 
込めて創っている 

会社です。 
また注文住宅だ 

けでなく、不動産 
売買、リフォーム、
外構工事なども 
行っておりますで、
興味のある方は 
お気軽にご相談 
下さい。 
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ナビの設定は 

土浦市右籾 
2611-3 で 

近くまで来られます 

 

浅間神社 
右籾小 

阿見美浦 

バイパス 

食い物処 

一源さん 

現
地 

清浄な神域となる笹（斎竹）
に囲まれた空間。中央だけ
でなく、水周り・鬼門・裏鬼門
などすべてに立てられまし
た。枯れるまでそのままにし
ておくそうです。 

祝詞が終わり、玉串奉奠・鍬

入れ儀のあとに全員で祭壇
周りをぐるぐると回ります。 

お施主様と棟梁と弊社担当の
三人で がっちり 握手をしま  
した。 

祝詞は座って唱えられていま
した。丁寧に一つ一つの部屋
について神様に無事を祈りま
す。 

式が終わったあとに、「地面
のガス抜き」として 
クワで数箇所掘っていまし
た。 

献杯の後に全員にお供えし
たアメが配られ、舐めます。
なぜアメを舐めるのかは聞けませ

んでした。 

まずは外の井戸部分をお祓い。
建築の敷地に入る前には一人
づつ一礼します。 

作法は違っても無事を
祈る気持ちは同じなんだ
なとも感じました。  

無事に素敵なお家が建ち
ますように。 



 我が家の太陽光発電と電気代情報        ～建築中現場の進捗状況～   

       守谷市_オール電化住宅（セレクトホーム社長宅） 

 

 

 

 

 

 

建築のギモンあれこれ 
①省エネポイントってみんな対象になるの？ 

～従来の住宅エコポイントと新制度の「省エネ」住宅ポイントの主な違い～ 

●対象期間…従来の制度は閣議決定後、工事未着手物件についても対象
となりましたが、新制度は閣議決定日平成 26 年 12 月 27 日以降の契約で
すので、未着工でも閣議決定前に契約したものは対象となりません。 

●リフォーム対象…従来の制度はエコ設備（節水トイレ、節水シャワー等）
の単体リフォームでも対象でしたが、新制度は設備エコ改修3種類以上リフ
ォームしないと対象となりません。トイレを 2 カ所リフォームしてもカウントは
1 種類となりますのでご注意ください。 

●交換商品…従来の制度は東日本大震災の関係から、最大 30 万ポイント
のうち半分以上のポイントを被災地支援にポイント利用と規制されておりま
したが、新制度は特に規制がなく全て商品券に変えることも可能ですし、全
て即時交換（追加工事と相殺）という形も取れます。 
次に、対象住宅について新築とリフォームを分けて注目してみます。 

●新築工事について…自ら居住する住宅のみ対象となりますのでご注意く
ださい。「省エネ」住宅ポイントと名前の通り、省エネ性能に優れている住宅
のみが対象となります。下記表をご参照ください。 

②エコ住宅の新築における省エネ基準の考え⽅ 
内容はとても厳しく登録性能評価機関によって審査され
ます。まだあまり知られておりませんが、2020 年に住宅
省エネ基準がとても厳しくなります。上記表の厳しい基準
を満たされてない住宅は許可がおりなくなります。今は満
たされてなくても許可がおりますが、たった 5 年で性能不
足住宅となってしまいますのでご検討されている住宅会
社に確認する事をお勧めします。早い段階から取り組ま
れている優良住宅には還元するというのが基本的な考え
です。もちろん、セレクトホームの「FP の家」は木造で上
記表の1 次エネルギー消費等級 5の一番上のラインを満
たしておりますので満額の 30 万ポイントをお客様に還元
させていただきます。 

●リフォーム工事について…新築と大きく違うのが、全て
の住宅が対象となりますので、賃貸でも対象となります。対象となる工事につきましては、従来と変わらず、窓の断熱
改修、外壁・屋根・天井・床の断熱改修、設備エコ改修、その他の工事（バリアフリー、エコ住宅設備）の合計最大 30
万ポイントで耐震改修工事も併用された場合は最大 45 万ポイントとなります。 
この中で設備エコ改修について冒頭でも説明しましたが、もう少し加えたいと思います。設備エコ改修は5種類ありま
す。1.太陽熱利用システム2.節水トイレ3.高断熱浴槽4.高効率給湯機5.節湯水栓です。設備エコ改修工事のみの場
合は 3 種類以上の工事が必要ですが、その他工事と併用すると箇所数にかかわらず、対象となります。 
最後に、ポイント交換申請の期間   平成 27 年 3 月上旬～平成 28 年 1 月 15 日となります。 
完了報告の期限〈工事完了前のポイント発行申請を行った場合のみ必要〉 
新築 平成 28 年 9 月 30 日      リフォーム（1,000 万円以上のリフォーム） 平成 28 年 6 月 30 日 
※即時交換を利用できるのは、平成 28 年 2 月 15 日までに完了報告 

 

千葉県佐倉市・・・③ 

 

つくば市桜が丘・・・⑤ 

 
工程段階 

①地鎮祭 

②基礎工事 

③上棟 

④木工事 

⑤設備工事 

⑥外壁工事 

⑦建具取付 

⑧ｸﾛｽ工事 

⑨ﾀｲﾙ工事 

⑩完成 

 

龍ヶ崎市貝原塚・・・④ 

 

土浦市右籾・・・⑧ 

 

 

つくば市万博・・・⑧ 

 
牛久市さくら台・・・② 

石岡市若松・・・地盤調査 

つくば市赤塚・・・開発手続き中 

 

 

 平成 22 年 2 月 平成 27 年 2 月 

売電（48 円） 0 円 12,288 円 

電気代 16,908 円 28,068 円 

収 支 －16,908 円 —15,780 円 

差 額 １，１２８円 お得になってます! 

★★おてがるｃｏｏｋｉｎｇ★★ 

甘さ控えめゆであずき 
   

 

 

 

材 料 
あずき １カップ（約 160ｇ） 

砂糖     １/２カップ 

塩          少々 
 
作 り 方 
①まずはしぶ抜き。あずきは軽

く洗ってたっぷりの水と共
に鍋で強火にかけます。２～
３分ゆでたらゆで汁を捨て
ます。 

②①のあずきと水３カップを
圧力鍋に入れ、圧力がかかっ
たら弱火で 15 分加熱。火を
止めて自然放置して圧力が
抜けるのを待ちます。 

■普通の鍋で煮る場合■ 

 一時間～水を足しながらつ
まんで軽くつぶれる位のや
わらかさまで煮ます。 

③水気を切りながら普通の鍋
にあずきを移し、砂糖の半量
を加えて中火で鍋底にへら
のあとがつくくらいになる
まで煮ます。 

④残りの砂糖と塩を加え、水気
がなくなるまで煮てできあ
がり。冷凍保存も可能です。 

●3/18～3/24 はお彼岸です● 

米２カップ＋餅米１/２カップ

を 2.5 合分の水で炊いたお米を
出来上がった あんこで包め
ばぼたもちに♪ 

 
●中にイチゴを
入れて『いちご
ぼたもち』もお
すすめ。白ゴマ
を炒ってまぶし
ても美味しいで
すよ。 

 

●電気代が高かった先月の問題について 

つい先日、エコキュートに取説にも載ってないエラーが
発生！交換かと焦りました（^o^;）サービスを呼んでみる
と、バルブが緩んでいたようで、お湯がダダ漏れのようで
した。これで、マイナスから解放されるかな!? 

しかし、別の要因もあるかも・・・。①昨年、お風呂をワ
イド浴槽に交換 ②発電量が、たまたま悪かった。etc 
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◆次回は、4/9（木） 

発行です。 

どうぞお楽しみに！ 

※画像の脇の文章（見落しがちな注意点） 

ぼたもち 
9～11 個分の 
あずきの 
煮方です♪ 


