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「男前」をテーマに床はウォー
ルナットの無垢材を。サブウェ
イタイルがお洒落なキッチン。
←憧れのイン
ナーガレージ
のある S 様邸。
本当にどこか
ら見てもカッ
コイイです！

←ダークブラウ
ンのドイツ漆喰
塗りと国産杉の
組み合わせで和
モダンな雰囲気
の外観に。

全国の「FP の家」ビルダーよりエントリー
された住まいから、投票でデザイン性の優
れた住まいを選ぶ、「FP の家デザインアワ
ード」。なんと!!セレクトホームは審査員
特別賞を頂きました＼(*^^*)／
断熱性・気密性に優れている「FP の家」だ
からこそ実現できるデザイン性の高さを
感じていただける施工例です。リクシルメ
ンバーズコンテスト２０１９のエコロジ
ー賞に続き、セレクトホームの家造りを評
価して頂くことができました☆彡
これからもデザインと性能を追求し、健康
で安全に暮らせる家、個性的で魅力的な家
をご提供していきたいと思っております。
「FP の家」の公式サイトに、受賞した
I 様邸が紹介されておりますので、
是非ご覧ください♪

セレクトホームが手掛けた
「ちょっと自慢したくなるお家」
ここでは紹介しきれないほど
たくさんの素敵なお家を手掛
けています。ホームページから
もご覧いただけます。新築・リ
フォーム、リノベーション等お
気軽にご連絡ください♪

◇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。

〒300-2436 茨城県つくばみらい市絹の台 2-18-1

←1 階と 2 階で完全分
離型の二世帯住宅に
リノベーションした N
様邸。勾配天井全体に
張ったレッドシダー
が美しいお家です。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

https://fp-ie.jp/fpda2020result/speci
al を検索し、「FP の家デザインアワード
2020 結果発表 | FP の家」にアクセスする
とご覧いただけます☆

市村先生

住まいと土地の総合相談センター代表理事であり、ホームインスペクターの市
村崇先生が出版なさった本に、セレクトホームが「工務店選びで後悔しないた
めの実例」としてご紹介頂きました♪なんと！全国実例の中でも、セレクトホーム
が掲載されているページは１ページ目！！社長熊谷の真面目に家づくりに向き合
う姿勢とこだわりを評価いただき、地域密着の安心・堅実な工務店としてご紹介頂きました。

評価頂いた社長のこだわりをいくつかご紹介します
社長のこだわり その一
社長自らの目が届く範囲で
しか仕事を請け負いません！
セレクト
ホーム社長
くまがい さとる

他にも、ここでは伝えきれな
いほどたくさんの家造りのこ
だわりがあります!!こだわり
をつぶやくブログもホームペ
ージにて毎日更新している
ので是非ご覧ください♪

施工エリアは主に茨城県南、
受注件数は戸建年間 15 棟以
上請け負いません。小さい会
社だからではなく、お客様のご
要望を一つずつ叶え、100％
ご満足頂ける家を提供してい
きたいからです。
1 棟 1 棟に思いを
込める家造り、それ
がセレクトホームの
ポリシーです！！

社長のこだわり その二
専任の担当者が全工程を一括管理
土地探しの段階から、間取りの設計、
実際の建築、アフターサービスまで、
お客様が満足できるよう、住宅に関す
る知識を熟知した専任の担当者が対
応させて頂きます。大手建築会社が
実現できない、きめ細やかで、柔軟な
対応が可能です。玄関ドアや水廻り
の設備器具はカタログだけでなく、シ
ョールームへ同行し、実際に見て触れ
てお選びいただけます。建築中は社
長自ら、現場を厳しい目で確認してお
りますのでご安心ください！

社長のこだわり その三
整理整頓！
いつでもご見学頂ける綺麗な現場
セレクトホーム自慢の社員大工は、
毎朝作業前に現場周辺のご近所
清掃を行います。その他、各休憩前
と作業終了後の計 5 回清掃時間
を決めて、現場内部清掃を行いま
す。現場に写真を
撮影に行くと、よく
清掃中の大工さん
にお会いしますが、
とっても丁寧に清掃
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 4 月
売電（48 円）

～建築中現場の進捗状況～
牛久市牛久町・・・③

つくばみらい市・・・④

2020 年 4 月

0円

20,784 円

電気代

17,349 円

14,527 円

収 支

－17,349 円

＋6,257 円

差 額

２３，６０６円 お得になってます!

工程段階
①地鎮祭
②基礎工事
③上棟
④木工事

野田市山崎新町・・・④

つくばみらい市・・・⑪

⑤設備工事
⑥外壁工事
⑦建具取付

浮いたお金で、番外編♪
先日お客様から「金柑のコン
ポート」をいただきました♪写
真を撮り忘れて、もう半分に
なってしまいました(;’∀’)
甘酸っぱさとほろ苦さが何と
も美味！ご馳走様でした!!

住まいを愉しむ

⑧造作工事
⑨ｸﾛｽ工事
⑩ﾀｲﾙ工事
ソーダやお酒と割って
も美味しいですよ♪

つくばみらい市・・リノベ打合中 守谷市・・・AP 打合中
筑西市・・・リフォーム中
守谷市・・・間取打合中
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「顔料」と「染料」ってどう違う？

～ 色を作り出すしくみのお話 ～

春真っ盛り。新緑も美しく、自然の景色はカラフルに彩られています。しかし、新型コロナウィルスの
影響による自粛生活により、その楽しみを味わうことも難しくなりました。でも、“色のすばらしさや
面白さ”は家の中でもたくさん感じることができます。今回は、「顔料」と「染料」の違い、テレビや
プリンタで表現される「混色の原理」に注目して、色を作り出すしくみについて紹介します。
＜顔料ってなあに？＞
顔料（pigment）とは、“不溶性”つまり水やアルコールなど溶剤に溶けない不透明な物質のこと。日本
画や油絵で使われる絵の具や、塗料、化粧品などが含まれます。顔料は、無機顔料・有機
顔料ほか、成分の違いにより多くの種類に分かれます。赤で代表的なベンガラ（弁柄）は、
赤色酸化鉄で赤褐色。古くから使われ、丈夫で安全な顔料として重宝されています。
＜染料ってなあに？＞
染料（dye）とは、“水溶性”つまり水に溶ける、色を持った物質のこと。糸や布、紙
などを着色するもので、染料インクや食紅などが含まれます。自然界の動植物から色素
を抽出した天然染料と、石油などから人工的に作られた合成染料に分けられます。植物
の「藍」から染めた藍染めは、古くから使われていた手法で、味わい深い青色が、現代
でも高い人気を得ています。
染色の方法には、「浸染（しんぜん）」と「捺染（なっせん）」の２種類があります。浸染は糸や布な
どの繊維を染料に浸して染める方法。捺染は、型版と染料が混ぜられた糊などを使って部分的に着色す
る方法で、一般的にプリントと呼ばれるものです。
＜テレビやプリンタの色はどう出るの？ 混色の原理とは＞
家の中で、色が表現されたものと言えば、染め布や絵画だけではありません。ちょっと視点を変えて、
テレビ画面やプリンタ印刷の例を考えてみましょう。
２色以上の色を混ぜることによって新たな色を作り出すことを混色（こんしょく）と言います。ただし、
この混色、カラーテレビに代表されるような“光”の場合と、カラープリンタのインクのような“色材
（顔料や染料）”の場合では、作り出される色が異なるのです。
「加法混色（かほうこんしょく）」・・・色を混ぜることによって、その結果が明るくなる色の混色の
こと。光の混色がこれに当たります。テレビ画面は、個々には見分けがつかないレベルの、
色のついた小さな光の点を集合させることによって色を混ぜる方法で表現されています。赤
（R）、緑（G）、青（B）を全て混ぜると、白色になるのです。
「減法混色（げんぽうこんしょく）」・・・色を混ぜることによって、その結果が暗くなる色の混色の
こと。色材の混色がこれに当たります。色の三原色と言われる、シアン（C）、
マゼンダ（M）、イエロー（Y）を全て混ぜると、黒色になるのです。
カラープリンタには、白黒印刷に必要な黒インクの他に、シアン（C）、マゼ
ンダ（M）、イエロー（Y）のインクカートリッジが用いられていますね。
皆様、コロナの脅威で気が滅入っている頃かと思います。こんな時は、お家でも楽しく幸せ
に過す工夫が必要ですよね！私のお勧めは・・・守谷にあるカフェドラパンのテイクアウトパ
スタです♪テイクアウト価格は店内飲食価格の 200 円引き!!お家で茹でて、セットのソース
をあえるだけであの味がお家で味わえちゃうなんて、幸せ～(*^^*)お勧めなので是非!!モ
リモリ食べて、元気な体をつくり、コロナに負けずに乗り越えましょう♪
おきく

発行 株式会社 セレクトホーム くまこ＆とぴこ＆おきく
●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 ☆☆
ヘルシーで新食感！
寒天入り味噌汁
豆腐・ネギ・ワカメのかきたま編

＜材料＞ 約４人分
●棒寒天・・・１本
●豆腐・・・小１丁（１５０g）
●長ネギ・・・１本（１００ｇ）
●乾燥ワカメ・・・２ｇ
●卵・・・１個
●だし入り味噌・・・４０ｇ
●水・・・８００ｃｃ
＜手順＞
① 棒寒天は水で洗って汚れをと
り、１０分程度水に浸して柔
らかくする。
② 豆腐は１．５㎝角のさいの目
切り、長ネギは１．５㎝幅の
斜め切り。
③ 鍋に乾燥ワカメを細かく砕い
て入れ、水を加える。
④ ③に②を追加して火にかけ、
沸騰したら火を止める。
⑤ だし入り味噌を溶き入れる。
⑥ 再び火にかけ、溶き卵をまわ
しかけて適度にほぐして火を
止める。
⑦ 椀に盛り、細かくちぎった寒
天をのせて、出来上がり！
食物繊維やミネラルが豊富な棒寒
天は、腸活に最適！炊飯器で米を
炊くときに、水に浸して絞った棒
寒天を加えると、ツヤッツヤで口
あたりも良くなりますよ。

◆次回は 6/11（木）
発行です。
どうぞお楽しみに！

