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つくばみらい市 M 様邸

上棟式レポート

◇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 ■□

１２月の吉日、M 様邸の上棟が 2 日間に渡って行われました！１日目は土台から棟をあげる
までの作業。2 日目はＦＰパネルのはめ込みと上棟式です。寒い中気合を入れてスタート!!

パンツ一丁で過ごせる快適なお家にしか住めないＦＰキャラクターパンイチ君が上棟式についてご紹介します☆上棟式とは、柱・棟・梁等
の基本構造が完成して棟木(屋根のてっぺんの柱)を上げるときに安全祈願を行うものです。セレクトホームでは、お施主様に建物が立ち
上がっていく工程を間近でご覧頂き、確かな技術で妥協のない家づくりをご確認頂いております。貴重なご経験になりますよ♪
ドドーンと大きくて立派な土台からの上棟作業スタート！しっかりとした基礎の下に秘密が・・・！？
外周面に映っている水色の
部分。こちらは断熱材で
す。砕石の下の底面にも敷
いてます。ここに断熱材が
入るだけで全然違います!!
冬場の冷気をシャットアウト!

床の断熱材厚さなんと１０５mm!!ホームメ
ーカーさんの断熱材の倍の厚みがありま
す。セレクトホームは床の断熱をとっても重
要視しています。床・壁・屋根全てにＦＰパ
ネルという最強の断熱材を採用することで
魔法瓶のような快適な室温に保たれるお家が完成するのです☆
お施主様に建物の四方に酒・米・
塩をまく【四方固めの儀】を行ってい
ただき、上棟を祝して乾杯します♪

☆上棟おめでとうございます☆

セレクトホーム自慢の職人が
迅速且つ丁寧に仕上げていき
ます。一日かけてロフト部分ま
で見事に立ち上がりました！

２日目はＦＰパネルのはめ込みか 屋根部分専用のＦＰパネ
らスタート!!ウンと力の要る作業な ルとアルミ遮熱シートで高
ので、お昼休憩のお施主様おもて 性能なＦＰの家を作り上げ
なしのお弁当でパワーチャージ!!
ていきます。
無事Ｍ様邸のカッコいいお家が立ち上がりました♪Ｍ様にとって、ちょっと自慢したくなる素敵なお家になりますように・・・☆完成が楽しみです！

ＦＰの家は床暖房やｴｱｺﾝ１台だけで家中が暖かいって本当!?
快適なお家の秘密をＦＰキャラクターﾊﾟﾝｲﾁ君が探ります☆

ハザードマップの確認と地盤調査

そもそもお家の暖かさは何で決まるのかな？
やぁ、ﾊﾟﾝｲﾁ君！その質問お答えいたしましょう！お家の暖かさには気密性と断
熱性が深く関係しています！断熱は分かりやすいと思いますが、気密は分かり
にくいかな？気密とは住宅の隙間を出来るだけ減らし、家の中の空気を外に漏
らさないようにすることです。気密性が高いほど、外の気温に左右されない室温
を保つことが出来るんですよ。だから質問の答えは…

本当です!!ＦＰの家は魔法瓶構造＋高気密・高断熱
だからｴｱｺﾝ１台でも家中ポカポカなんです♪
ＦＰの家がそんなに暖かいお家になる秘密は何？

災害のリスクの低い 安全な土地探し
セレクトホームにご相談ください

社長

ズバリ!!高性能な断熱材「ＦＰﾊﾟﾈﾙ」なんです！ＦＰﾊﾟﾈﾙに採用されている硬質ｳﾚﾀﾝﾌ
ｫｰﾑの「断熱力(熱抵抗値)」はｸﾞﾗｽｳｰﾙの約２倍。このｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑを注入発泡、３０トン
の圧力で木枠と一体成型したのが「ＦＰﾊﾟﾈﾙ」です。屋根、壁、床それぞれを専用のＦＰ
ﾊﾟﾈﾙで施工することで、魔法瓶のような高気密・高断熱の快適なお家が完成します。
さ～ら～に～ｾﾚｸﾄﾎｰﾑにはさらに暖かいお家にするための秘密があります!!それは・・・
ｾﾚｸﾄﾎｰﾑｵﾘｼﾞﾅﾙ床暖房です♪ﾒﾝﾃﾅﾝｽﾌﾘｰに加え、温水式で安心安全な上に空気
も汚さない。なんといっても嬉しいのは、電気式に比べて約４割も使用コスト削減！(１８
畳で比較)床専用のＦＰﾊﾟﾈﾙも、厚さはｾﾚｸﾄﾎｰﾑｵﾘｼﾞﾅﾙの１０５mm。だから熱を漏ら
さず保温し、陽だまりのような心地良い暖かさを実現します。
先日お引渡ししたＹ様邸はこんなに大空間なのに、お邪魔して一歩の
玄関ﾎｰﾙからあったか～い！なんと!ｴｱｺﾝ設置前だったので、６畳用の
暖房機器のみ!!ＦＰの性能を実感しました。少量の暖房機器の稼
動で家中暖かいんです!!快適な上に光熱費の削減に繋がりますﾈ♪

ハザードマップとは災害の被害が発生
する可能性が高い予測範囲を地図上に
表したもの。ハザードマップを参考にすることで、その
土地にはどのようなリスクがあるのかを知ることができ
ます。少しでも災害のリスクを下げ、安全に暮らすため
には、さらに地盤調査を行い、地震があっても耐えられ
る土地か、その土地の強度を調べることが必須です。
セレクトホームでは、土地探しからお手伝いし、建物を
建てる全ての土地で地盤調査を実施しています。地盤
調査の結果、地盤が弱いことが判明した場合、地盤改
良工事を行います。地盤改良工事をすることで、災害
に強い土地にすることができます。
ハザードマップは各市町村で配布されています。調べ
る際には各市町村にお問い合わせください。

守谷駅まで徒歩 11 分の分譲地
セレクトスタイル・ビレッジ（Select Style Village）

1,760 万円～1,920 万円
全区画 50 坪以上

5 区画を分譲中

セレクトスタイル・ビレッジは、守谷市防災ハザードマッ
プで洪水浸水想定区域外になっています。
セレクトスタイル・ビレッジ内ですでに建築済みの区画
では、地盤調査の結果、地盤改良の必要なしとの結果
が出ています。 詳細はお気軽にお問合せください♪

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 12 月

6,576 円

電気代

13,240 円

15,570 円

収 支

－13,240 円

－8,994 円

差 額

野田山崎新町・・・①

つくばみらい市・・④

②基礎工事
③上棟
④木工事
つくば市桜・・⑨

守谷市本町・・・⑫

４，２４６円 お得になっています！

先日、お客様から御札を頂きました！
遠くまで行ったのに、セレクトホームを
思ってくださったのですね！ウレシイ
ですっ♪('▽'*)今後も、より良いお家
をご提供できるよう精進いたします!!

住まいを愉しむ

⑥外壁工事
⑧造作工事
⑨ｸﾛｽ工事
⑩ﾀｲﾙ工事

守谷市・・間取打合中 つくばみらい市・・ｼｮｰﾙｰﾑ見学
龍ヶ崎市・・リフォーム打合中 牛久市・・・AP 打合せ中
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「かさねの色目」と「和柄」

⑤設備工事
⑦建具取付

ありがとう
ございました♪

浮いたお金で・・・番外編♪

工程段階
①地鎮祭

2019 年 12 月

0円

売電（48 円）

～建築中現場の進捗状況～

～令和の時代 日本文化を身近に～

お正月や成人式など、着物姿の美しさを目にすることも多い時期ですね。
万葉集に由来するという、元号「令和」の時代も２年目。改めて、日本文化「和」
に注目です。今回は「かさねの色目（いろめ）」と「和柄」について、ご紹介します。
＜かさねの色目とは？＞
平安時代の後期から始まった、着物の配色美を「かさねの色目」といいます。かさねは“重ね”とも“襲
ね”とも表記されます。四季折々の自然の色を取り入れながら、貴族の衣装の表地と裏地の配色（重ね）
や、十二単衣のように下着から上着への複数の衣の配色（襲ね）として、優れた美
的感覚が配色美として確立されていきました。その配色は２００種類以上。例とし
て、春は桜【表：白、裏：赤花】、夏は菖蒲【表：青、裏：濃紅梅】、秋は紅葉【表：
赤、裏：濃赤】、冬は移菊(うつろいぎく)【表：紫、裏：黄】など。その他、四季
通用として年中使える松重【表：青、裏：紫】などがあります。
＜和柄の種類と特徴＞
世界にはさまざまな装飾模様があり、西洋やイスラム文化を象徴し、つる植物をモチーフに幾何学化さ
れたアラベスク模様（唐草模様）などが代表的です。
日本にも「和柄」と言われる装飾模様（文様）が数多くありま
す。中でも有名な「市松」模様は、今年２０２０年に開催され
る、東京オリンピック・パラリンピックのエンブレムに活かさ
れています。
その他、「麻の葉」正六角形の幾何学模様で構成され、麻の葉
に見立てた柄、
「ヱ霞（えがすみ）」実際には形のない霞を“ヱ”
の字のように表現した柄、
「鱗形（うろこがた）」三角形と逆三
角形を鱗が重なったように表現した柄、
「青海波（せいがいは）」
同心の半円を連ね、海の波を表現した柄、「七宝（しっぽう）」
同じ大きさの円または楕円を四分の一ずつ重ねた柄など、多様
に工夫されています。
＜「和」のブームをインテリアにも取り入れる＞
着物などファッションだけでなく、お部屋のインテリアにも「和」を取り入れてみては
いかがでしょうか。「かさねの色目」や「和柄」を生かしたコーディネートにチャレン
ジです。純粋な和室だけでなく、ナチュラルやシンプルモダンなテイストのリビングや
ダイニングでもＯＫ。ちょっとしたアクセントとして取り入れるのは“技あり”といっ
た感じで素敵ですよ。クッションカバーやランチョンマットなどの小物なら、手軽に取
り入れやすいですね。ぜひ、わが家らしいオリジナルの「令和」コーディネートを楽し
んでみてください！
お正月はついつい食べ過ぎてしまいますよね(＾＾；)私は毎年増えすぎた体重に悩む時期に
なります・・・。そして余ったお餅にも・・・汗。
でも最近のブームは、お餅をオリーブオイルで焼いてお醤油と海苔で食べるという
方法！これハマリます！！是非お試しくださいね♪♪
おきく
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⑪建物完成
⑫外構工事

☆☆ おてがる cooking ☆☆
初午（はつうま）にカラフルいなり

＜材料＞
１６個分
●油揚げ・・・８枚
●濃縮めんつゆ・・・大さじ５
●しょうゆ・・・大さじ１
●みりん・・・大さじ１
●砂糖・・・大さじ１
●酒・・・大さじ１
●酢飯・・・８００ｇ（１個５０ｇ）
●鶏挽肉・・・１００ｇ
●しょうゆ・・・大さじ１
●砂糖・・・小さじ２
●酒・・・小さじ２
●ごま油・・・小さじ１／２
●卵・・・２個
●濃縮めんつゆ・・・小さじ２
●砂糖・・・小さじ１
●紅しょうが・・・適量
＜手順＞
※米を炊いて酢飯を作り冷ましておく
（合わせ酢 or 市販の酢飯の素でも）
。
① 油揚げの表面を綿棒で数回のばす
ように軽くつぶし、熱湯をかけて
油抜きをする。
② ①の水分を切り、半分にカット。
③ 大きめの耐熱容器に②・めんつ
ゆ・しょうゆ・みりん・砂糖を入
れ、レンジで４分、裏返してさら
に４分加熱し、冷ます。
④ フライパンにごま油を入れて熱
し、鶏挽肉を炒め、しょうゆ・砂
糖・酒を加えてパラパラになるよ
うに炒ってそぼろをつくる。
⑤ 溶き卵・めんつゆ・砂糖を混ぜ、
フライパンで炒り卵をつくる。
⑥ ③の油揚げの中を開き、酢飯を詰
め、④と⑤をのせ、紅しょうがを
添える。
初午は２月の最初の午の日。各地
の稲荷神社で「商売繁盛」を祈願
します。

◆次回は 2/13（木）発行です。
どうぞお楽しみに！

