
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    白亜のこだわり住宅 完成しました 

  

 

   
 セレクトホームは、高気

密・高断熱の完全注文住

宅をお客様と共に一棟ず

つ、熱い思いを込めて創

っている会社です。土地

探しのお手伝いや、リフ

ォーム、住宅に関する全

ての工事を請け負ってい

ます。ご興味のある方は

お気軽にご相談ください 

 

最後はご夫婦とお子様 3 人のご
家族です。キッチン周りの最優
先はデザイン性と動線。淡い色
のキッチンと一部ブリックタイ
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こここだだだわわわりりりいいいろろろいいいろろろ キキキッッッチチチンンン周周周りりり特特特集集集  

るとノンステ
ップでそのま
まデッキに出
ることができ
て、ゴミ捨て
も楽です。キ
ッチン横に造
ったパントリ
ーには、ご愛
用の食器棚が
すっぽり入る
予定。さらに
は造作棚で収
納力ＵＰ。お
施主様が望ま
れた人にやさ
しいキッチン
周りが実現し
ました。 

奥には用途
別に造作さ
れたパント
リーがあり
ます。棚はも
ちろん、コン
セントの位
置・床や壁の
材質・外光の
取り入れ方
にいたるま
で細かく考
えられてい
ます。新生活
を思い描き
ながらひと
つひとつ作
り上げてい
きました。 

ル調クロス
の壁は、洗練
された印象
です。キッチ
ン周りの動
線はキッチ
ン、パントリ
ー、そして勝
手口へと続
く一直線。ゴ
ミ箱を置く
勝手口の土
間収納、手前
にはドアを
付けました。
明るく清潔
的なキッチ
ン周りにな
りました。 
 

まずはご夫婦お二人のお宅で
す。お二人だけということでキ
ッチン周りはシンプルにすっき
りと動線は短く。勝手口を開け

次はご夫婦とまだ小さいお子様 2
人の 4 人ご家族です。こちらは完
全にシステム化されたキッチン
周りといえるでしょう。キッチン 

注文建築で家を建てるとき、その家の数だけ個性があります。 

その個性がはっきりと表れるところのひとつ、キッチン周りについて比較してみます。 
 

ドイツ漆喰塗りの外壁がまぶしいこちらのお宅は、本郷の家、Ｍ様邸 
です。外装は、玄関・勝手口に配したアーチがアクセントになっています。 
リビングやキッチンの壁は一部をブリックタイル調のクロスにしたり、インテリア
壁材のエコカラットを施したことで、動きと風合いが出ました。インテリアでは、
棚受け金具やタオル掛けなどの小物にもこだわりが。施主様ご自身でご用意さ
れたそれらは、時間が経てば経つほど愛着を増していくアイテムとなることでし
ょう。お子様たちのためにご用意されたスタディーコーナーは、家族の集まるリビ
ングの奥。親の目が行き届き、お子様は安心して学びの時間を持つことができ
ます。壁には ます。壁には黒板も用意しました。さらに収納も十分備えているので、いずれお子様たちが大きくなっても、リ

ビングの奥なので活用方法は多彩です。内装のベーシックカラーはホワイト。そしてプラスされたエッセンスカ
ラーはすべてナチュラル系で統 
一された室内は、清涼感あふ 
れる空間となり、身も心もホッ 
とする家になりました。 
 

アーチ壁とタイル調のクロス。ア
ーチは奥行を感じさせる効果が 
 

トイレは明るいクロスで、さわや
かな印象になりました 
 

棚受けはロート
アイアン調金具 

リビング奥のス
タディーコーナー 

◇◇セセレレククトトホホーームムでではは  
建建築築現現場場周周辺辺ににミミニニココミミ
をを配配布布ししてていいまますす。。  



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） 

 

 

 

 

 

 

 住まいを愉しむ  Vol．16 

アートを素敵に飾ってみたい！ 

～飾る、楽しむ 壁の活用～  

海外ドラマに出てくる素敵なお宅、壁装飾が華やかだと思いませんか？家をつくる

構造体でもある“壁”ですが、実はおしゃれなお部屋づくりには欠かせない場所なのです。今回は、壁

装飾の様々な種類をご紹介しつつ、効果的な壁活用の方法をご紹介しましょう。 
 

＜壁装飾の種類＞壁に飾るアートと言っても、額装された絵画だけではありませ

ん。写真やポスター、ファブリックパネル、タペストリー（工芸品）の他、最近

では手軽に貼れるウォールデコシールも人気です。ちょっと変り種としては、お

子様が自由にお絵かきができるような「ホワイトボードシート」を貼る、なんて

いうのも面白いです。さらには、姿見などの機能面も備えた“鏡”も壁装飾のひ

とつになり、空間を広く明るく見せる効果も期待できます。 

＜お部屋にあった選び方を＞どんなに高価で素敵なアートでも、その空間に合った飾り方がされていな

ければ台無しです。逆にリーズナブルで手軽なものを用いても、飾り方によって効果的に生かされ、素

晴らしい空間が演出できることもあるのです。インテリアのイメージに合っているか、

飾る場所にふさわしいものかを考えながら飾っていきましょう。やはり、お部屋のテイ

ストにあったものを選ぶことが大切です。額装する場合には、アート作品そのものだけ

でなく、額のデザインやマット（額と絵の間の台紙）の種類や取り方なども考慮し

ましょう。同じ絵でも額装次第で雰囲気がかなり変わります。 

＜飾り方のポイント＞壁のどこに、どのように配置するかが重要です。高さは目線に合わ

せましょう。（立った場合：150 ㎝、座った場合：110 ㎝程度が標準）。同じ大きさの額を

複数飾る場合は、高さ・間隔を揃えましょう。大小様々な額を１か所に飾る場合には、整

然と飾らず大きなまとまりをつくるようにしていくのがポイントです。絵画の額装など重

量のあるものは、取付けはピクチャーレールでかけたり、額用フックを打ち付けたり。軽

いパネル等は市販の「ピンフック」を使うと壁に大きな穴を空けることなく引っ掛けることも可能です

（耐荷重に注意し危険の無いように）。また、照明（ダウンウンライト・ピクチャーライト・スポット

ライト等）を活用すると、さらにレベルアップです。 

今まで意識していなかった壁もぜひ活用して、お部屋の新たな“見せ場”を作ってみてくださいね！ 

 

まめ知識 ～絵画の種類とサイズ～ 

絵画のカンヴァス（木枠）には、人物型のＦ（フィギュール）、風景型のＰ（ペイサージュ）、海景型の

Ｍ（マリン）の３タイプがあり、号数が大きくなるほどサイズが大きくなります。Ｆ，Ｐ，Ｍは同じ号

数であれば長辺は同じ長さですが、短辺はそれぞれ異なるのです。 

例：Ｆ２号（24.0×19.0）、Ｐ２号（24.0×16.1）、Ｍ２号（24.0×13.9）※単位：ｃｍ 

そろそろ紅葉の時期ですね！ひたち海浜公園には、園内のいたるところに四季折々いろ

いろな植物が植えられています。この時期の見どころは、みはらしの丘のまーるいコキア

の紅葉とコスモスです。小さな遊園地もあり、お子様から、おじいちゃんおばあちゃんまで

満喫できる公園です。国営なので入場料もリーズナブル！是非、秋の行楽に♪ 

 

龍ヶ崎市白羽・・・④ 

 

守谷市百合ヶ丘・・・⑥ 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外構工事

⑪完成 

 

龍ヶ崎市緑町・・・⑧ 取手市本郷・・・⑩  

龍ヶ崎市リフォーム・・④ 行方市・・・リフォーム中 

取手市・・・古家解体中 

間取り打合せ中・・・4 組 

古河市・・リフォーム打合中 

つくば市・・アパート計画中 

 

 平成 22 年 9 月 平成 28 年 9 月 

売電（48 円） 0 円 12,672 円 

電気代 14,696 円 6,859 円 

収 支 —14,696 円 ＋5,813 円 

差 額 ２０，５１５円 お得になっています！ 

☆☆ おてがる cooking ☆☆ 

炊飯器でポン！ 

さつまいもの蒸しパン 

＜材料＞ 

●さつまいも・・・１本 

（３００ｇ程度） 

●ホットケーキミックス 

・・・１５０ｇ 

●牛乳・・・１００ｍｌ 

●卵・・・１個 

●バターｏｒオリーブオイル 

・・・適宜 

＜手順＞ 

① さつまいもを１ｃｍ角に切り、

水にさらしてあく抜きをする

（皮はついたままでも剥いて

もお好みでＯＫ） 

② ホットケーキミックス、牛乳、

卵をボールに入れ、だまになら

ないように混ぜ合わせる 

③ ②に①のさつまいもを入れて

軽く混ぜる 

④ 炊飯器の釜の内側にバター（ま

たはオリーブオイル）を塗って

おく 

⑤ ④に③の生地を流し入れ、炊飯

器のスイッチポン！（通常炊飯

用で） 

⑥ 焼き上がったら、ひっくり返し

て皿にのせ、ふっくらケーキを

召し上がれ～♪ 

 

ダイナミックで見栄えも良く、パ

ーティーでも活躍しそう！ 

浮いたお金で・・・♪ 

守谷市役所近くのラーメン
「こだま」さんへ。まぐろラー
メンなる変化球やミニサイズ
ラーメンもあり、あっさりおつ
まみと一緒にいただけます♪ 

◆次回は 11/12（木） 

発行です。 

どうぞお楽しみに！ 

http://www.select-home.co.jp/ 
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●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内 5-26-1（毎週 月・金・土 絶賛公開中！） 

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台 6-2-8（予約制で内覧可能です！） 

からあげは、豪快に丼
で提供。500ｇの大人
数用もありますよ! 

手軽な 

ピンフック 

スタイリッシュで

シャープな額装 


