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◆セレクトホームでは
建築現場周辺に
ミニコミを配布しています。

□■ 毎月 第２木曜日 発行 ■□

ＦＰの家 とことん語り合ったこだわりの注文住宅 完成見学会開催決定！
超高気密の為、２時間に１回家中の汚れた空気・湿気を完全に排出し、外からの空気はフィルター通してホコリ
や湿気を除去してきれいな空気を取り入れるため梅雨のジメジメした時でも家の中はカラッとしており、部屋干しでも朝干して
夕方には乾くという夢のような家。是非、湿気が低いサラッとしている居心地を肌で感じて下さい。心地良さにビックリします！
プレゼントもご用意して皆様のご来場をお待ちしております。

ウォールナット色の杉板がアクセントで
目隠しの壁にも拘ったナチュラルモダンな住宅です

日時：６月６日(土)・７日(日)
会場：つくば市桜が丘３５－１
上横場

開催時間：ＡＭ１０：００～ＰＭ５：００
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玄関ホールを抜けると杉板の天井が木の香りとナチュラルな感じを演出
し、インパクトのある４枚ガラスの外にある素材を合わせた杉材の縁側が

一体感を醸し出すのが印象的。キッチンの造作もシナベニアで仕上げる事によっ
て全てが自然な感じを演出しております。また、今回お施主様が一番拘ったのが、
リビングの中心で存在感抜群の鉄骨階段。鉄骨のスタイリッシュさを緩和する為に
手すりを天然木と融合しました。子育て世代のパパ・ママがとことん語り合って作り
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上げた造作も見物ですよ♪
ご来場お待ちして
おります！

ナビの設定は
つくば市桜が丘 35-1 で
現地まで来られます。

現地

※日程は状況により変動いたします。
牛久市 Ｏ様邸 取り壊し～上棟まで
震災の影響でお住まいの家のあちこちにゆがみが出て、お風呂場の窓からはいつも隙間風が入って来ていました。と語る
牛久市のＯ様。高気密高断熱の良さを体感いただき、「高齢の両親を温度差のない気持ちの良い家に住まわせてあげたい」
と、セレクトホームで家を建てる決意をされました。
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更地になりました。

2/24

地鎮祭。新たな家の工事の
安全などを祈りました。

地盤調査。硬い地盤で
改良は不要でした。

基礎工事に入ります。

3/23
お施主様自らが家の四方に塩・
酒・米を撒きお清めをし、全員
でお神酒をいただきました。

配筋をし、コンクリー
トを流します。

基礎の立ち上がり
部分。

コンクリートが乾いて
枠を外します。

朝から職人総出で上棟の
作業です。

大切な家が雨などで濡れ
ないようにビニールシー
トで包みます。

無事、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）

守谷市百合ヶ丘・・・②

牛久市さくら台・・・④

工程段階

平成 22 年 4 月

平成 27 年 4 月

0円

19,968 円

②基礎工事

電気代

17,349 円

15,942 円

③上棟

収 支

－17,349 円

＋４，０２６円

差 額

２１，３７５円 お得になってます!

売電（48 円）

①地鎮祭

千葉県佐倉市・・・⑥

つくば市桜が丘・・・⑧

④木工事
⑤設備工事
⑥外壁工事

浮いたお金で・・・♪
秋葉原の「肉アバンギャルド」
さんで、今、流行の熟成肉を
味わってきました！六本木の
ウルフギャングは、敷居が高
いという方には、ビストロ感
覚で、こちらからＴＲＹ!

龍ヶ崎市貝原塚・・・⑩

⑦建具取付
石岡市若松・・ｼｮｰﾙｰﾑ見学
つくば市赤塚・・開発手続き中

赤身のお肉も柔らかく
ジューシーでした♪
お近くに行った際に是非

つくば市万博・・確認申請中

⑨ﾀｲﾙ工事

牛久市南・・間取り打合せ中

⑩完成

土浦市 Ｔ様邸

こだわりの注文住宅 完成見学会レポート

①

今回会場となりましたＴ様邸は、住宅街の中で
もひときわ目を引くブラックのモルタルと杉板の
組み合わせがクールなスタイリッシュモダン住宅
です(①)。
見学会の２日目は晴天でしたが、１日目は雨模
様。お足元の悪い中にもご来場いただき誠にあり ④
がとうございました。
ＦＰの家の特徴は高気密高断熱。室内の温度と
湿度も一定です。あいにくの雨の見学会でしたが、
ご来場いただいたお客様には 雨の日でもサラっ
として気持ちの良いＦＰの家を体感いただけた良
い機会となりました。
Ｔ様邸は リビングに入ってすぐに目に入る
キッチンをアイランド型にしたことによって(②)、
浴室→キッチン→和室と続き間が直線で移動でき
ます。料理や片付けの合間を活かし 洗濯や浴室 外は雨でもデッキでゴロ
掃除といった家事の同時進行がしやすい、生活動 ゴロ♪（上に少し写ってい
線にこだわった間取りです。ご覧いただいた方に るのは外のテントです）
は「こういう家で子育てがしたかった。」と言う
嬉しいお言葉をいただきました。
リビング吹き抜けと組み合わせた鉄骨階段は見
る角度によって壁面に溶け込み部屋を広く見せて
くれます(③)。リビング前面のウッドデッキは床面
の高さを合わせてあり、部屋に圧迫感がないと大
好評でした。雨が降っていても濡れた部分はごく
わずかで、ご来場のお子様の人気の場所となって
いました。バーベキューをしたり、日向ぼっこを
したり、とても気持ちの良い居場所になりそうで
このお部屋、実は壁紙
す(④)。会場をご提供して下さいましたＴ様に心よ
にキャラクターが♪
り感謝を申し上げます。
みつかるかな？

⑧ｸﾛｽ工事

★★ おてがるｃｏｏｋｉｎｇ ★★

②

今が旬！鯵のなめろう♪

キッチンの背面は職人手作
りのパントリー。
りのパントリー 。 冷蔵庫や
電子レンジ、買い置きも全
電子レンジ 、買い置きも全
て収納できます
納できます。
ます。

③

材料
●鯵
１尾
私は、鯵のたたきを
買います！超お手軽（笑）
●大葉
５枚
●長ネギ
１０㎝位
●生姜
ひとかけ
●味噌
大さじ 1
あれば、みょうが・いりごま
1
鯵は３枚に卸して、皮を取り、
細切りにしておく。
2
大葉２枚と長ネギ・生姜・みょ
うがは、みじん切りにする。
3
まな板の上に 1 と 2 を全部の
せ、いり胡麻を加えて包丁で
たたき、味噌を入れてからも、
ひた す らた た い て なじ ませ
る。

間接照明が素敵な
間接照明が素敵な寝室
が素敵な寝室

こんにちは。いつの間にか参加していたボスです！
先日、ＦＰの家全国会議で横浜グランドインターコンチネンタルホテルに行ってきました。２
日目の会議で南関東約４０社の内、第５位で表彰され粗品をゲットしてきました！これもＦＰ
の家の性能のすばらしさを多くのお客様と共感できた事が結果に繋がったんだと思いま
す。平成２７年度も一人でも多くの人に広めて行けるよう全力で頑張ります！そうする事
が、環境問題のため、何よりも家造りを考えているお客様のためになると考えております。

4
まんべんなく混ざったら、残り
の大葉を飾って盛り付けれ
ば、完成です！
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