
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物干し 
スペースへ 

干す 

和テイストを取り入れた 
なごみの家 完成 

脱衣室、物干しスペース、
ファミリークローゼットは仕
切らずオープンに。洗濯→
干す→そのままクローゼッ
トに収納、で家事の効率ア
ップ！温度や湿度を一定
に保つ FP 工法だからこそ
実現が可能な間取りです。 

高気密・高断熱の「FP の家」 
一年中温度や湿度が一定で 

オープンで快適な住まい 

引込み戸を開け放つと
オープンになる和室。
存在感のあるヒノキの
化粧柱は、玄関やLDK
からも眺められます。
吊り押し入れの下に設
けた地窓から、柔らか
な光が広がります。 

LDK の真ん中に配置したキッ
チンは回遊できる動線に。家
事が楽なのはもちろん、家族
みんなが使いやすい！フロー
リングは木目が美しいチェリ
ー材。1 階の床は全て当社オ
リジナル床暖房を設置。オー
プンな大空間も冬は床暖房
だけで快適な暖かさです。 

外壁は、白のガルバ
リウム、アクセントの
カラマツ、ブラックの
モルタルの組み合わ
せで、和モダンの雰
囲気。ウッドデッキ
は隣の母屋と繋げ、
行き来しやすいよう
に設計しました。 

自分の思うがまま！自由に安

全な建築基準でお家を作りた

い新築派のあなたには・・・ 

和室の隣の手
洗 い 鉢 と ア ク
セントクロスが
空間を引き締
めています。 

はぁと 
2019July Vol.87 

価格を抑えてオシャレな

マイホームを建てたい中

古 物 件 派 の あ な た に

高気密・高断熱のＦＰの家が
おすすめ！魔法瓶のように一
年中快適なマイホームを！ 

-heart- 

 

 

マイホーム建てるならどっち！？ 

 新築 VS 中古(ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ) 

ぐるっと回れる 
動線で家事が楽！ 

新築  ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

○ 自由度 △ 

△ 価格 ○ 

○ 家の性能 △ 

△ 立地の選択肢 ○ 

 

お気づきですか！？セレクトホームなら、家造りの選択肢を増やしたまま、マイホームの道を進むことができるんです！何故なら土地・

物件探しからお引渡しまで専任担当者が一括管理しているから。何度でもとことん語り合いながらお客さまのライフプラン、資金計画を

踏まえて理想を実現します！工務店の専任担当者制だからこそ出来る決め細やかな且つ柔軟な対応は大手のハウスメーカーでは真似出

来ません。あなたの理想の住まいはどちらでしょうか?分からないことだらけで大丈夫です。是非お気軽にご相談ください♪ 

既存の建物を利用して、好
みのﾏｲﾎｰﾑへリノベーショ
ンしちゃいましょう♪ 

「憧れのマイホーム」＝新築だけじゃ
ない！選択肢を増やした家造りを考え
てみませんか？今回は今流行のリノベ
ーションと新築を比較してみました。 
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LDK 

でも、古いお家の基礎や断熱性
だと心配・・・ 

インスぺクション(住宅診断)資格
を持つ担当者が正確に建物の現状
を把握、そして社員大工の確かな技
術によって工事が進むため、安全
性・気密性等性能は◎！施工例では
茨城県基準の１０倍の機密性能値
をたたき出した例もあるんです♪ 

 

セレクトホームの見学・宿泊体感できる、
平屋モデルハウス、リノベーションモデ
ルハウスで是非体感してください！！ 

家族みんなが 
使いやすい 

あなたの資金計画に合わせて、何度もと
ことん話し合いあなただけの理想の家
を造ります♪イメージしにくい部分も、
きちんとショールームで実物をご覧頂
き決めて頂きます。実際の現場見学の際
の変更にも柔軟に対応いたします！ 

 

高気密・高断熱＋床暖房で快適 

新築は材料費がかさんで高額にな
ったり、間取りも図面上だから暮ら
しをイメージしにくく悩む・・・ 

それ、セレクトホームが解決します！！ 
それ、セレクトホームが解決します！！ 

キッチンにも床暖房♪ 

◇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。 

和室 
ヒノキの化粧柱 

洗う 脱衣室 

パントリー 

2 階の書斎
は、機能的
な L 字の集
成 カウンタ
ーと引き出
し 、 壁 面 に
大容量の書
棚を造作。 

天井までの 3 枚扉を
引き込むとオープンに
なる使い勝手の良い
パントリー。食器や調
理 器 具 、 食 材 ス ト ッ
ク、置き場所に困るゴ
ミ箱もスッキリ収納で
きるよう設計しました。 

外観 

書斎 脱衣室 

ファミ リ ーク
ローゼットへ 

しまう 



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．48 

色のふしぎ・目のふしぎ  その１ 「残像」  ～ オリジナル不思議絵本も作れちゃう ～ 

インテリアやファッションをセンス良くおしゃれに！そんなとき学びたくなる「色」の世界。色を語

るには、目の作用・目の不思議に触れていくことが必要です。とても奥深い世界ですが、今回はその中

から、ひとつのふしぎな現象「残像（ざんぞう）」について、ご紹介します。 

＜残像現象ってどんなもの？＞ 

明るい光の下である物を見た後、目をそらしてもその物の形や影のようなものが見える

感覚を味わったことはないでしょうか？実際にそこにその物体はないのに…。この不思

議な現象が「残像」なのです。残像には、①陽性残像…初めに見たものと同じ色・明る

さに見える、➁陰性残像…鮮やかな色の物を見た後に明るい灰色を見ると、明るさも色

味も反対の物が見える、という２種類があります。色味が反対とは、赤↔緑、黄↔紫といった「補色（ほ

しょく）」を意味します。そのため、補色残像という言葉も使われるのです。 

 

＜エリック・カールの絵本でも使われた不思議な世界が、おうちでも再現できる！＞ 

「はらぺこあおむし」で有名な絵本作家、エリッ

ク・カール。彼の絵本に現れる色遣いはとても魅力

的。その彼の作品の中に、「こんにちは あがきつ

ね！」という絵本があるのをご存知でしょうか。こ

の絵本には、小さな子も楽しめる「残像」のふしぎ

さと面白さが詰まっています。難しい理屈は抜きに、

楽しく実体験ができるステキな本です。 

また、この現象はオリジナル手作り絵本でも再現することができるの

です！白い画用紙に好きな色・形のおりがみを貼り、中央に黒い点を

書きます。黒い点を１分間じーっと見た後に、隣の白い紙を見てみると…？！何が見えるでしょうか。 

小・中学生のお子さんたちには、自由研究のテーマとしても面白そうですよ。 

 

＊＊＊ 詩人ゲーテと科学者ニュートンが、色彩論で大論争？？ ＊＊＊＊ 

「若きウェルテルの悩み」などの小説を発表し、多くの名言を残して詩人としても著

名な“ゲーテ”。一方、りんごが木から落ちる様子をみたのがきっかけで、万有引力の

法則を発見したことで知られ、物理学者や科学者として著名な“ニュートン”。 

実は、この２人、意外にも「色」の考え方をめぐって、かなり熱い論争を繰り広げて

いたそうです。ゲーテは、色の心理的な効果に注目し、視覚の精神作用を重要視して

いました。しかし、ニュートンは、実験的な手法を用いて、光の物質的な本性に注目。

「色」の不思議さ、複雑さを改めて感じさせる、歴史的な論争ですね。ゲーテの主張は「色彩論」とい

う書籍に掲載されています。とても難しい話ではありますが、ご興味のある方は、ご一読を。 

守谷市本町・・・④ 

 

神栖市高浜・・・④ 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造作工事 

⑨ｸﾛｽ工事 

⑩ﾀｲﾙ工事 

⑪建物完成

⑫外構工事 

 

下妻市南原・・・⑥ つくば市田倉・・・⑫  

つくば市・・・間取り打合中  龍ヶ崎市・・・リフォーム中

常総市・・・ガレージ打合中  常総市・・・増築工事     

 

 2010 年 6 月 2019 年 6 月 

売電（48 円） 0 円 22,656 円 

電気代 -8,928 円 -4,946 円 

収 支 －8,928 円 17,710 円 

差 額 ２６，６３８円 お得になっています！ 

☆☆ おてがる cooking ☆☆ 

ネバネバ大集合！ 

夏のスタミナ補給に 

オクラ納豆なめこの味噌汁 

浮いたお金で・・・ 

先日、気になっていた「レモン 
ヨーグルト 発酵フラペチーノ」
をスタバでいただきました。き
っと、あまぁ～い感じだろうっ
て思っていましたが、意外とさ
わやかで美味しい！ 

＜材料＞  ４人分 

●オクラ・・・１袋（７本） 

●納豆・・・１パック 

●なめこ・・・１袋（１００ｇ） 

●豆腐・・・小１パック 

（１５０ｇ） 

●だし入り味噌・・・大さじ４ 

●水・・・８００ｃｃ 

 

＜手順＞ 

① オクラを５ｍｍ幅の薄い小口

切りにする。 

② 納豆は包丁で粗くたたいてお

く。 

③ 豆腐は１.５ｃｍ角にカット。

④ 鍋に水を入れて沸騰させ、火

を弱めて味噌を溶き入れる。 

⑤ ④に①～③と、なめこを入れ

て、ひと煮たちさせる。 

⑥ 椀に注いで、頂きます♪ 

 

いよいよ暑い夏がやってきまし

た！ 

栄養たっぷりのネバネバ味噌汁

で、元気に乗りきっていきましょ

う（＾＾） 

チーズサブレのアク

セントも◎ 是非♪ 

◆次回は 8/1（木）発行です。 

どうぞお楽しみに！ 
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●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内 5-26-1 
●リノベ体感宿泊ハウス：龍ケ崎市出し山町 48  
●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！） 

先日、家の外壁に生き物を発見！トカゲのような・・・すると、庭にもトカゲがいました。じ

ゃあ、外壁にいるのは何だ？指先が丸くて、かわいい顔をしている。ふと、頭をよぎったの

が「ヤモリ」。家を守ってくれるとかいうアレか？検索してみるとやはりヤモリさんでした。

縁起物らしい�いいことあるといいなぁ。とりあえず、宝くじ買いましょ！くまこ 

 


