
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④基礎工事 ①地鎮祭 

戸建だけじゃない!?セレクトホームが手掛ける COOL なアパート 
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◇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。 

はぁと 
2020 October Vol.102 

測定士Kさん
も驚きの結果
C 値 0.36!!! 
セレクトホー
ムはアパート
も 高 気 密 高
断 熱 施 工 が
マストです！ 

地盤調査の結
果を受け「湿
式柱状工法」
で地盤改良工
事スタート! 

アパートでも、地鎮祭は
必須。お施主様にもご参
加頂き、鍬(くわ)で盛り
砂を崩して頂きました。 

社長自ら必ず立ち
会う地盤調査。今回
も真剣な眼差しで、
作業を見守ります。 

イメージ図 

地盤改良の際も大活躍し
た職人Fさんの職人技によ
り、今回も高精度の素晴ら
しい基礎が完成しました! 

⑤気密測定 

②地盤調査 
④基礎工事 

③
地
盤
改
良 

①地鎮祭 

アパートでも、北海道の厳しい基準
の倍の C 値１．０をお約束します!! 

２階吹抜けに設置した
鋳物フェンスはエクス
テリア商品を採用する
ことでコストダウンかつ
お洒落な仕上がりに。 

ランタン型のモザイク
タイル「コラベル」を採
用したキッチンの背面
収納壁。レトロでエス
ニックな空間を演出。 

吹抜けから温かい陽が差す大空間リ
ビング。リビングからフラットに続く和
室コーナーには、吊り押入れとお手
入れ簡単な和紙畳を採用。キッチン
横には大容量のパントリーを造作。 

玄関から一直線に脱衣室に
繋がる大容量のウォークイン
クローゼット。脱衣室は洗濯
室を兼ねているので、室内
干しやアイロンがけもでき、
家事動線も考えた間取り。 

close up 

to entrance 

 

to WIC 

WIC(ウォークインクローゼット) 

リビング アイアン×無垢の
スケルトン階段と
スタディーコーナ
ー。本棚下にはダ
ウンライト、カウン
ターとの間の壁に
は磁石が付くよう
に工夫した造作。 

吹抜け 

キッチン 脱衣室 

スタディー 
コーナー

ドキドキの気密

測定。結果は…C

値０．２!!!素晴ら

しい結果です☆ 

④上棟 

①地鎮祭 ③基礎工事 

⑥お引渡し ⑤気密測定 

S様にもお立合い頂き、地

盤調査を見守ります。結

果は…改良の必要なし♪ 

信頼できる職人さんと

社長の入念なチェック

で高精度の基礎が完成! 

社長の厳しい目が光

る竣工検査を突破し、

ついにお引渡し♪お

めでとうございます!! 

二日に渡る上棟作業を終え、

無事上棟完了!大事なお家を

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄで丁寧に覆います。 

②地盤調査 

お天気にも恵まれ、

絶好のお家造りス

タート日でした。 

外壁はブラックを基調にしたガルバリウム鋼板。アクセン
トにホワイトと木目サイディングでオンリーワンなデザインに。 

スタイリッシュ
な千本格子
で圧迫感の
ない目隠しフ
ェンスを設置 

２階は広々とした１LDK。リビング横は２枚引き戸で、開け放つとオープンな空間に。天
井の高さまであるハイドアを採用することで、限られた空間をより広く・明るく、居心地の
良い空間に仕上げました。高級感のあるスタイリッシュモダンなアパートの完成です! 

インテリアのようにお洒落な室内干し 
器具「アイアンハンガーパイプ」を採用。 

キャスター付きワゴン椅子があ
るキッチン。疲れた日も座りな
がらクッキングを楽しめます。 

２階 １LDK 

１階 １DK 

キッチン 



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．63 

「秋の七草」をご存知ですか？  ～ 自然の秋色を愉しむ ～ 

日に日に秋の風を感じるようになり、自然の景色も落ち着いた色合いに移り変わってきました。 

この季節の野の景色に見られる「秋の七草」をご存知でしょうか？ 春に広く知られている七草ですが、

秋の七草もぜひ覚えておきたい、日本の美しい草花たちです。万葉集の山上憶良（やまのうえのおくら）

の歌が起源とされる、「秋の七草」をそれぞれ紹介していきます。 

＜萩（ハギ）＞ 

漢字で“草かんむり”に“秋“と書く、文字通り秋を代表する花のひとつ。万葉集

で最も多く詠まれている植物です。花と小豆の形が似ていることから、秋のお彼岸

にお供えする「おはぎ」の由来になっていると言われます。マメ科の植物で、代表

種は山萩（ヤマハギ）。赤紫色の花は、日本人に好まれる美しさがあります。 

＜尾花（オバナ）＞ 

ススキのこと。お月見に用いられる植物として有名です。イネ科の植物で、群生して草原

になります。山や草原、川原などでよく目にすることができます。暑さや寒さに強く、生

命力のある植物です。穂に生えた毛が銀色に光る様子は、日本の秋を思わせる光景ですね。 

＜葛（クズ）＞ 

繁殖力の強いつる植物。太い根から葛粉を取り、それで作られる和菓子が葛餅です。根を乾燥させた「葛

根（かっこん）」は、漢方薬として風邪症状などに用いられます。 

＜撫子（ナデシコ）＞ 

花びらが細かく割けた独特の形状をしている、カワラナデシコ。「大和撫子」という言

葉の由来にもなっているほど、昔から日本で愛された可憐で美しい花です。 

＜女郎花（オミナエシ）＞ 

難読漢字としても有名な女郎花。日当たりの良い野原に咲く、鮮やかな黄色の小花が傘

状に連なった花。敗醤（ハイショウ）と呼ばれる根には、利尿作用があるとされ、漢方

で用いられています。 

＜藤袴（フジバカマ）＞ 

藤のように淡い紫色で、花弁の形が袴のように筒状になっていることから、藤袴と名付けられたと言わ

れています。現在では自生する環境が減り、絶滅危惧種となっています。 

＜桔梗（キキョウ）＞ 

キキョウ科の植物で、野生のものは絶滅危惧種になっています。生花店などで入手できるもの

は、自宅でも簡単に植えて育てることができ、秋の庭を彩ります。花は淡い青紫が愛らしく、

形の美しさから武将の家紋にも用いられました。 

＜季節感を家の中にも取り入れて＞ 

庭木や花壇に植えて楽しむのはもちろんのこと、生け花として家の中でも楽しみたいですね。陶器の花

瓶や一輪挿しと共に、季節の花を愛でてみてはいかがでしょう。「秋の七草」で心落ち着くひとときを。 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくば市・・・② 守谷市本町・・・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 

 

守谷市 

本町・・・⑦ 

つくばみらい市 

マンション 

リノベ・・・⑨ 

 

つくばみらい市・・・地盤改良 龍ヶ崎市・・・地盤調査 

守谷市・・間取打合中 守谷市・・・アパート計画中  

流山市・・・ｼｮｰﾙｰﾑ見学 守谷市・・・間取打合中 

 

 2010 年 9 月 2020 年 9 月 

売電（48 円） 0 円 14,112 円 

電気代 14,696 円 8,567 円 

収 支 —14,696 円 ＋5,545 円 

差 額 ２０，２４１円 お得になっています！ 

☆☆ おてがる cooking ☆☆ 

甘酸っぱくさっぱり 

旬のりんごと水菜のサラダ 

クルミで大人味に！ 

 

浮いたお金で・・・大失態(;’∀’) 

スリムで大容量の水筒を探していたら、サー
モス 0.75ℓ を発見！いざ購入・・・なんと、ド
リンクホルダーに入らない！サイズ確認した
のになぁ、表記と実寸に差があったのね・・・ 
使う人→社長。ゴメンねゴメンねー。実物 
見ないとね！はい、、、気を付けます(>_<) 

＜材料＞ ４人分 

●りんご・・・１／２個 

●水菜・・・３束 

●素焼きクルミ・・・１５ｇ 

●オリーブオイル・・・大さじ２

●酢・・・大さじ２ 

●砂糖・・・小さじ１ 

●塩・・・３つまみ 

●ブラックペッパー・・・適量 
 

＜手順＞ 

① 林檎は皮をむき、厚さ５ｍｍ

のイチョウ切りにし、塩水に

つけて色どめする。 

② 水菜はよく洗って、５ｃｍ幅

に切る。 

③ クルミはビニール袋に入れ

て麺棒などでたたいて細か

く砕く。 

④ オリーブオイル・酢・砂糖・

塩をカップなどの容器に入

れ、よく混ぜてドレッシング

を作る。 

⑤ ボールに、①②③を入れ、④

をかけて、さっと混ぜ合わせ

たら完成！ 
 
りんごと水菜は、ドレッシングを

混ぜ合わせる前に、キッチンペー

パー等でよく水気を拭き取って

おきましょう！  

◆次回は 11/12（木） 

発行です。 

どうぞお楽しみに！ 

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 

●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 

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

内覧ご予約 
受付中♪ 

 
新型コロナウイルス感染の危険性は今もまだ続いていますね。セレクトホームで
は、事務所・モデルハウス・建築現場全てで、コロナウイルス対策を実施してい
ます。建築現場では、換気・手洗い・うがい等を実施し、事務所やモデルハウス
では、手指の消毒液を設置し、テーブルやドアノブなどの消毒を行っております。


