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※誠に勝手ながら
１２月２８日（土）から
１月５日（日）まで
冬季休暇とさせて
いただきます。
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Tel (0297)34-0010 Fax (0297)34-0012
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□■ 毎月 第２木曜日 発行 ■□

つくばみらい市 M 様邸 地鎮祭が執り行われました
地鎮祭は、建築工事の無事や家の繁栄を祈願する大切な
式典です。心に残る地鎮祭になりますよう、セレクトホーム
が誠心誠意お手伝いさせていただきます。

神主さん
が、土地の
四隅を清め
る「四方祓
いの儀」を
行います。
「栄！栄！栄！」

祭壇、土地、参列者、
お供え物にお祓いを
して清める儀式。続い
て、神様をお迎えし、
お供え物を差し上げ、
工事の安全や家の繁
栄を祈願します。

神主さんが、地鎮
祭について、一つ
一つ丁寧に説明
してくださいます。
分からないことは
遠慮なく聞いてく
ださい。

気持ちよく地鎮祭を行
っていただけるよう、祭
壇周りにブルーシート
を敷きます。前日が雨
だったため、足元が汚
れないよう、祭壇まで
のアプローチも準備。
「栄！栄！栄！(ｴｲ！ｴｲ！ｴｲ！)」

敷地の安定を願
い、工事が安全に
できることを祈る
「地鎮の儀」。社長
が、鎌で草を刈る
動作を行います。

「栄！栄！栄！」

おめでとう
ございます！

参列者が一人ず
つ玉串(榊に紙垂
をつけたもの)を
神に
捧げ
ます。

当社大工が
掛け声と共
に、鋤(す
き)で盛砂
を均等にな
らします。

FP の家は結露しにくいって本当??

結露の原因とは？

冬場に気になる「結露」。この厄介なお家の天敵はな
ぜ起こるのでしょうか？それは冬場の室内と室外の
気温差に関係しています。暖房器具等で温まった室
内、その空気に含まれる水蒸気が「飽和水蒸気量」
という限界値を超えると水に変わります。この水が結
露です。寒暖差の激しい冬によく窓際で起こります。
でも実は、この目に見える「表面結露」以外にも「見え
ない結露」＝「壁内結露」が存在します！！壁の中
には断熱材があり、そこでも結露は起こるのです。

鍬(くわ)で盛砂を崩
す動作をお施主様に
行っていただ
きます。

最後に、祭壇にお供
えしたお神酒を全員
で頂きます。M 様邸は
ロフトのある大きな平
屋になる予定です。
完成をお楽しみに！

なぜ結露が起こると良くないか？
表面結露と壁内結露はアレルギーの原
因となり得るカビやダニの繁殖につなが
り、健康被害を起こします。また壁内結
露は、柱や土台などを腐らせ住まいの
寿命を縮めてしまう事もあります。
結露による被害
カビてしまった
断熱材(左)と、
腐って穴があい
てしまった柱(右)

無結露 50 年保障で安心!!セレクトホームの家はサッシも窓も高性能☆結露にバイバイ♪
壁内結露を抑える秘密
その秘密は断熱材「FP パネル」に
あります。水にも湿気にも強く、経
年変化も性能劣化も少ない耐久
性に優れた FP ウレタンパネル。こ
の FP パネルを断
熱材として採用し
ているので、グラス
ウールのように湿
気を吸ってカビた
り、ずり落ちたりする
心配がありません。

結露知らずな窓の秘密
セレクトホームは高性能樹脂窓を標準採用！国内最高水準
の断熱性を持つ YKKap の真空トリプルガラスが、窓周りの不快
な結露を抑制!!アルミに比べ熱伝導率が約 1000 分の１高い
断熱効果を発揮する樹脂フレームと、従来アルミ製が一般的
だった樹脂スペーサー(※１)により結露ゼ
ロを実現☆コールドドラフト現象を抑え、床
が暖かい温度を保つことで、室内の暖かさ
を保ちます。
※１ スペーサー
サッシの複層ガラスに使用されている部材。乾
燥剤が入っており、中空層の内部結露を防ぐ。

安心の「無結露 50 年保障」！！
経年による品質劣化や性能劣化がきわめて少
ない FP ウレタン断熱パネルは高耐久性能の証
として壁体内の「無結露 50 年保証」をお約束
しています。保証書の発行においては、緻密な
徹底施工に加え、C 値（相当
隙間面積）、UA 値（外皮平均
熱貫流率）、室内環境測定な
ど、全て一定レベルをクリアし
なければ承認しないという高い
審査基準を設け、皆様に「安
心」をお届けしています。

我が家の太陽光発電と電気代情報
守谷市_オール電化住宅（セレクトホーム社長宅）

2010 年 11 月

13,248 円

電気代

13,240 円

7,814 円

収 支

－13,240 円

＋5,434 円

差 額

つくばみらい市・・・②

つくば市桜・・⑦

②基礎工事
③上棟
④木工事
神栖市高浜・・・⑪

守谷市本町・・・⑫

１８，６７４円 お得になっています！

⑤設備工事
⑥外壁工事
⑦建具取付
⑧造作工事

浮いたお金で・・♪

⑨ｸﾛｽ工事

忙しくて半年ぶりの外食でしょ
う か 。 守 谷 の 「 YAKINIKU
DINING 幸乃助」さんへ。疲れ
切った私たちに活力を与えてく
れます！常陸牛最高～♪

住まいを愉しむ

工程段階
①地鎮祭

2019 年 11 月

0円

売電（48 円）

～建築中現場の進捗状況～

⑩ﾀｲﾙ工事
下妻市南原・・・外構打合せ中 野田市・・・地盤改良
守谷市・・・間取り打合せ中
牛久市・・・AP 打合せ中
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インテリアに試験管？！

～ガラス管の中に表現する美しい世界～

「試験管」と言えば、理科の授業を思い出す方が多いのはないでしょうか。実は、この
試験管がおしゃれなインテリアに活用でき、昨今、静かなブームになっているのです。
＜一輪挿し・花瓶として＞
少量の水を入れて一輪挿しとして飾ると、シンプルでかわいらしいインテリアに。おしゃれな試験管立
てと組み合わせ、数本の一輪挿しを並べて楽しむ方法もあります。
試験管のインテリアとして有名なデザイン作品として、Tse & Tse associees（ツェツェ・アソシエ）
の「四月の花器」という花瓶があります。花を生ける人の感性を呼び起こすような、まさに名品です。
（https://www.hpfrance.com/items/dec_0000412-0080999?cc=015011）
また、手軽なところでは、DOLTON のリンクチューブベース LINK TUBE VASE も。
（https://www.dulton.jp/onlineshop/g/gCH03-V76GD/）
これらは、複数の試験管を留め金で連結させ、その組み合わせの妙を楽しむもので、とてもおしゃれ。
その他、ハンドメイドのショップでもユニークな一輪挿しが出品されているようです。
＜コルク栓をしてテラリウムのように＞
試験管の上部にコルクの栓をして、中にさまざまな材料を入れて、テラリウムのよ
うに飾るのも素敵です。ドライフラワー・ブリザーブドフラワー・ビーズ・カラー
サンド（砂）などを入れて、その色合いや素材感で管内を演出して楽しむものです。
香辛料やコーヒー豆、ドライハーブなどを入れて、キッチンに飾るのも素敵ですね。
＜手作りの試験管飾りで“クリスマスインテリア”＞
いよいよクリスマスシーズン。試験管を使ったインテリアアイテムを手作りして、クリス
マスを彩ることができます。試験管とコルク栓、中身の材料を揃えたら、道具はハサミと
ピンセットだけあれば簡単に作れるのです。材料は手芸店などのほか、
100 均で購入できるものも多々。手軽でリーズナブルに楽しむこと
ができますよ。
左の写真のものは、ティートゥリー（ブリザーブド）をツリーの
イメージでメインにし、白と黄色のラグラス（ブリザーブド）で
ふわふわとした雪や冬らしさ、そして、赤いローズ（ブリザーブ
ド）とパールビーズでクリスマスのゴージャス感を表現。コルク栓
の部分には、ゴールドのリボンをあしらってみました。
みなさまも、お好みの材料をセレクトして、オリジナルのクリスマ
ス飾りを作って楽しんでみてはいかがでしょうか。
我が家では、クリスマス前にシュトーレンを作って食べるのが楽しみになっています。少し
ずつ食べるつもりが、食べ始めると止まらず、気付くとなくなっています。あっという間に食
べてしまうので、今年は二人の娘に作り方を教えて、いつもの倍の量で作ってもらうことに
しました。美味しくできるかな？皆様も素敵なクリスマスをお過ごしください☆彡 こぱん

発行 株式会社 セレクトホーム くまこ＆とぴこ＆おきく＆こぱん
●本店：茨城県つくばみらい市絹の台 2-18-1（谷和原インターすぐそば）
Tel：0297-34-0010 Fax：0297-34-0012 E-mail： select1@select-home.co.jp
●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内 5-26-1
随時、ご予約
●リノベ体感宿泊ハウス：龍ケ崎市出し山町 48
受付中♪
●守谷体感ハウス：守谷市薬師台 6-2-8

http://www.select-home.co.jp/

⑪建物完成
⑫外構工事

☆☆ おてがる cooking ☆☆
旬のおいしさを包みこんだ！
ジューシーみかん大福

＜材料＞
６個分
●みかん（Ｓサイズ）・・・６個
●白あん・・・２４０ｇ
●白玉粉・・・１２０ｇ
●砂糖・・・２０ｇ
●水・・・１８０ｍｌ
●片栗粉・・・適量
＜手順＞
① みかんの皮をむく（白いスジ
もなるべくきれいにとる）。
② 白あんを４０ｇずつ、６個の
かたまりにしておく。
③ ラップに②をのせて、うすく
広げ、①のみかんを包み込む。
④ 耐熱ボウルに白玉粉と砂糖を
入れて混ぜ、水を少しずつ加
えながら、ダマにならないよ
うに混ぜる。
⑤ ④にラップをして、電子レン
ジで２分加熱した後、ヘラで
手早く混ぜて練る。
⑥ ⑤にもう一度ラップをしてさ
らに１分レンジ加熱した後、
練る。
⑦ ⑥をひとまとまりにし、片栗
粉を敷いたバットに出し、６
等分に切り分ける。
⑧ ⑦を適度にのばし、③の中身
をのせて包み込み、しっかり
とじて丸くできたら完成！
絶妙な食感と味わいをぜひお
楽しみくださいね！

◆次回は 1/9（木）
発行です。
どうぞお楽しみに！

