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LIXIL MEMBERS CONTEST 2019
特別部門 エコロジー賞 受賞

Before

ＬＩＸＩＬジャパンの大
坪社長から直々に
表彰いただきました!!

ＬＩＸＩＬメンバーズコンテスト
全国で 14,000 社以上（2019
年 4 月時点）の工務店、リフ
ォーム店が、お客様にとって
の“いい住まい、いい暮ら
し”をいかに実現するかを競
う、住宅施工例コンテスト

雑誌 「
心地よい暮らしの間
取りとデザイン２０２０」
に掲載されました

龍 ケ 崎 市 の リ ノ ベ ー シ ョ ン ハ ウ ス 「 heart
house(はぁとハウス)」がリクシルメンバーズ
コンテストで特別部門のエコロジー賞を受
賞いたしました!!ＬＩＸＩＬの GOOD LIVING 友
の会入会 1 年目にしての受賞という事で、
現場では話題になったそうです♪コンテス
トにエントリーしたのが約 1700 社。エントリ
ー物件数は約 2800 物件のうちでの受賞
です！セレクトホームの「デザイン・性能に
一切妥協しない家造り」という理念に高い
評価をいただきましたので、今後もお客様
に、より一層個性的で魅力的な家をご提
案できると確信しています (*^▽^*)

◇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。

特大パネル
も贈呈頂き
審査員長 伊礼先生等による総評
ました。城ノ
内壁・天井・床をすべてスケルトン状態に戻し、独立発砲ウレタンで屋根と壁、床に断熱
内モデルハ
工事を施工。さらに気密テープ処理を行った断熱改修例。性能が後まわしにされがち
ウスの階段
なリフォームで断熱性能を十分高めている点、さらに、木造住宅と異なり、気密が取りに
と比較してこ
くい軽量鉄骨造の問題点を改善するための努力を重ね、C 値 1.0 を切った点が高く評
の大きさ！
価された。気密の重要性を知ってもらううえでも評価されるべき作品だと言えるだろう。
既存住宅現況検査技術者の資格を持つ社長自ら、しっかりと家屋の状態を確認し、気密性もデザイン性も高いリノベーションハウスに大変身させちゃ
います♪リノベーション・リフォームをご検討の方はお気軽にご相談ください。今後もお客様に個性的で魅力的な家をご提供していきます(*^^*)
セレクトホームの標準仕様になるかもしれない!?つくば市
みどりのにオープンした「GRAFTEKT(グラフテクト)」の
ショールームに見学にいて参りました。暮らしに寄り添う
家具のようなキッチンを、お求めやすく、より選びや
すく、多くの方へとお届けしたい。GRAFTEKT は、
そんな想いから誕生したブランドです。11 レイアウト
と 2 つの価格帯から選択できる本格派キッチンで
す！つくばショールームには新色の 2 色を加えたベ
ーシックカラーすべての色を採用した様々なレイア
キッチンハウスのパッケージ型キッチン
ウトを展示しているため、自分にあった理想のキッ
ショールーム見学レポート♪
チンがイメージしやいショールームでした♪

シンクとのつなぎ目
が一体形成のように
なめらかで、汚れが
たまることなく衛生的

人気色のダークカラーを採用したキッチン

人気の海外製食洗器
「ミーレ」
サイズ規格が合いにくい
ため、他社のシステムキ
ッチンでは採用するのが
難しいミーレもオプショ
ンとして採用可能です！

実際に触れることが
扉・ワークトップ面材
できる体験エリア
ヨーロッパ直輸入の「エバルト」
キズ、摩耗、汚れ、水、衝撃に強く セレクトホームならあなたの理想に合わせて、採用する仕様も柔軟にご対応
キッチンに最適な高機能素材。 致します!性能・デザイン共に妥協しない家造りはセレクトホームにお任せを♪

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）

牛久市牛久町・・地盤改良

2010 年 2 月

つくばみらい市・・・②

工程段階
①地鎮祭

2020 年 2 月

②基礎工事

0円

10,272 円

③上棟

電気代

16,908 円

18,995 円

④木工事

収 支

－16,908 円

-8,723 円

売電（48 円）

差 額

野田市山崎新町・・・④

つくばみらい市・・・⑧

８，１８５円 お得になっています！

住まいを愉しむ

⑥外壁工事
⑦建具取付
⑧造作工事

浮いたお金で・・番外編♪
お 客様か ら「ふきのとうの天ぷ
ら」を頂きました！揚げてあるな
んて、ウレシイ～♪苦みがたまり
ません(’∀’) お庭で採れるなん
て、ステキすぎます♪

⑤設備工事

⑨ｸﾛｽ工事
⑩ﾀｲﾙ工事
春はすぐそこ♪
待ち遠しい～

守谷市・・・間取打合中 つくばみらい市・・・間取打合中
守谷市・・・AP 打合せ中 龍ヶ崎市・・・リフォーム中

Vol．56

春の庭づくりが待ち遠しい！

この春、一段と素敵なわが家の庭に出会えるよう、今から準備を始めてみてはいかがでしょうか。
私の家の近くにとってもおススメなカフェがあります！「ｐｒｉｓｍｅ」というとっても可愛くてオシ
ャレなカフェなんですが、この場所で過ごすひと時はとっても幸せです(●＾＾●)料理やお菓子
はもちろん、素敵な店員さんや可愛い小物に囲まれた素敵な空間なんです☆テイクアウトのお
菓子のスコーンは、美味しすぎてとろけてしまいます！！是非お試しあれ☆
おきく
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●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
●体感ハウス：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/

⑫外構工事

☆☆ おてがる cooking ☆☆
旬の味と香り
きぬさやとちくわの
簡単ごま炒め

～エクステリアを彩るアイテムたち～

日ごと、暖かい風と春らしい陽ざしに出会えるようになってきました。本格的な
春の到来に向けて、庭づくりプランを練るのによいタイミングです。今回は、洋
風の庭（エクステリア）を彩る様々なアイテムたちをご紹介します。ＤＩＹでも、
プロのデザイナーに依頼する場合にも、基礎知識として知っておくとよいですね。
＜トレリス・アーチ・ラティス・プランター＞
トレリス（格子垣）は、格子状に組まれた金属などに植物を絡ませたもの。絡ませや
すいツタ類はもちろん、バラなども美しいです。トンネル状のアーチと共に、庭の立
体感を生み出す優秀なアイテムです。ラティス（斜め格子）は、数センチ幅の木材を
格子状に組んだ板のことで、簡単な仕切りや目隠しなどに使われます。プランターを
吊るすベースとして楽しむ方法も。
なお、植物を植えるのに使われる、プランター・鉢・コンテナには、明確な定義の差
はないですが、コンテナは比較的大型の寄せ植えに適した容器を指すことが多いです。
素材は、素焼き（釉薬なしの焼き物）は通気性や通水性に優れており、その素朴な土
の色に味わいがあります。プラスチックは温度変化が根に影響することが少ないと言われています。
＜ツリーサークル・ペイビング＞
樹木の根元の周りの土を円形に囲み、樹木を保護するのが、ツリーサークル。レンガや
石などを並べて作ります。ペイピング（舗装材）は、レンガやテラコッタ・石などを用
い、庭に通路やステップを作るためのものです。
＜トピアリー＞
樹木を装飾的に刈り込んで動物などの特定の形に仕上げたり、あらかじめワイヤーなど
で型を作ったところにツル科の植物を這わせたりして、オブジェとして楽しむものです。
＜ガゼボ・パーゴラ＞
英国式庭園などに造られる屋根付きの休憩所をガゼボと呼びます。パーゴラという洋風藤棚は、ツル科
の植物を這わせる台としてだけでなく、直射日光を遮る日よけとしての役割や、差し込む光と影の美し
さを味わえる、空間美を作る役割も果たしてくれます。
＜ガーデンファニチャー＞
テーブルやチェア、ベンチなどの屋外用の家具。庭を存分に楽しむために、
また空間の演出としても、ぜひ置いてみたいものです。家具店やホームセン
ター、雑貨店などで販売されていますが、よく吟味してセレクトして下さい。
デザイン性はもちろん、耐候性も考慮し、手入れの方法
ドイツ RAUCORD 社
もよく確認しておくことをおすすめします。
のテーブル＆チェア

⑪建物完成

＜材料＞ 約２人分
●きぬさや・・・６０ｇ
●ちくわ・・・２本
●ごま油・・・小さじ１／２
●中華だし（顆粒）
・・・小さじ１／２
●いりごま・・・小さじ１／２

①
②
③

④

＜手順＞
きぬさやはヘタとスジを取っ
て洗い、斜めに３つに切る。
ちくわは４ミリ程度の斜め切
り。
フライパンにごま油を入れて
熱し、①②を入れて炒め、中
華だしを加えて手早く混ぜ炒
める。
③に入りごまをふり、さっと
混ぜて火を止め、皿に盛って
完成！
きぬさやの香りと食感が春の訪
れを感じさせます！
中華だしを使わず、塩コショウ
でアレンジしてもＯＫです。

◆次回は 4/9（木）
発行です。
どうぞお楽しみに！

