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ホームページからのご予約方法 
 
ホーム画面右側のモデルハウス

の画像をクリックしていただく

と、次の画面下側にカレンダーが

ございます。そちらから御日にち

をお選び頂き、コメント欄に「宿

泊希望」とご入力ください。  

コロナのこともあるし、今年の夏はあんまり遠出したくないなぁ・・・でも夏は楽し

んで有意義に過ごしたーい！とお考えのマイホーム計画中の方もいるのではな

いでしょうか？？そんなあなたの今年の夏に最適な過ごし方、それは・・・快適な

セレクトホームのモデルハウスに体感宿泊することです♪ムシムシの暑―い夏で

も、サラッと快適なセレクトホームのモデルハウス！秘密は高気密・高断熱の FP

工法にあります。百聞は一見にしかず!!ご自身の目や肌で直接ご確認ください☆

セレクトホームのこだわりがたくさん詰まった自慢のモデルハウスです！実際に

体験してみるからこそ分かる快適を、ご家族の皆様で感じてください! 無垢材

の床や漆喰の壁。自然素材に囲まれて過ごす 1 日は、素敵な夏の思い出に♪ 

は に泊まりに行こう♪

お家造りを考えている方必見！！！ 

セレクトホームが有意義な夏休みの過ごし方ご提案致します☆ 

小屋裏の暑さ
を全く感じさせ
ないロフト。間
取りの自由度
が広がります! 

なんと!実際に
使用できちゃ
うキッチン☆
家造りの参考
になります♪ 

体感宿泊はご予約制となってお

ります。お好きな御日にちで、

お電話またはホームページから

ご予約お受けしております。お

気軽にお問い合わせ下さい☆ 

◇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。 

 セレクトホーム自慢の社員大工さん 
なんと小学生の頃から大工仕事を
していたという K さん!!いつも明る
く、趣味は釣り。働くのが生きがい
のような人！(Y さん談)。他の大工
さんも一目置くほど、仕事は緻密で
気密測定の数値は驚異的です☆ 

いつもスタイリッシュな O さん！派
手な色が好きだそうで、御年６４歳
で、蛍光ピンクやイエローをカッコ
よく着こなします☆もちろん仕事も
丁寧で、スタッフの質問にも優しく
答えてくれる O さんです♪ 

K さん 

O さん 

Y さんの現場はいつも綺麗で、整理
整頓されていて気持ちがいいです
☆大工の中では一番若手ですが、
大工歴は 30 年!!仕事はお二人と
競い合うほど確かな腕前です！宅飲
みとガッキーが好きな Y さんです♪ Y さん 

 

セレクトホームの
現場監督は、トイ
レ清掃等も行い、
現場の衛生管理
もしています！ 

建築業界在籍２０年の実績をお持ちの 
S さんに 5 つの質問!!  

①現場監督になろうと思ったきっかけ 
A.素直にセレクトホームの家が好きだからです！ 

②仕事における S さんの強み 
A.職人さんとコミュニケーションをとってチーム 

になること 
(現場では絶対大事です！) 

③趣味・マイカラー 
A.ゴルフ(歴 3 年、スコア伸び悩み中・・・) 

愛車セレクトホームのトラックと同じ緑 
④抱負 

A.目指せ！オールラウンドプレイヤー☆彡 
⑤セレクトホームのお客様に一言 

A.綺麗な現場でお待ちしております!! 

 現場監督のお仕事とは 
現場監督は、「施工管理の 4 大管理」

を担っています。 
 

１、工程管理 

工期を守るため、全体の工期と各工

事のスケジュールを管理する。一つの

現場で様々な種類の工事が行われ、

多くの職人が関わっていくため、工事

を効率よく進めていくためには、作業

ごとの日程を調整することが必要。 

２、原価管理 

適切な利益を確保できるように 

努め、予算を管理する。 

３、品質管理 

品質を証明するため、施工写真を 

撮影すると共に施工記録をつける。 

４、安全管理 

現場で事故なく安全な環境で作業 

が行えるように、環境を整備する。 

New Face 

２４時間換気システムで 
空気が入れ替わるので安心♪ 

今回は社長お墨付きの社員をご紹介しましたが、他にもたくさんの信頼できる職人さんに支えられ、セレクトホームの確かな家造りが完成します。すべ

ての職人さん達が社長の熱い家造りを理解し、実現してくれます。あなたのこだわりも、家造りの熱い思いを持ったセレクトホームで叶えませんか?? 



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．60 

今夏のリゾート風インテリアのキーワード！  ～ 「パールシェル」＆「アタ」 ～ 

今年の夏は新型コロナの影響で、リゾート地への旅行が取りやめに…なんていう方も多

いのではないでしょうか。まだまだ油断ならない見えない敵との闘いの中、おうちで過

ごす夏を楽しいものにしたいですね。そんな時には、リゾート風インテリアにイメージ

チェンジしてみるのはいかがでしょうか。オススメは、「パールシェル」と「アタ」。ア

ジアンリゾートのホテルやスパを思い起こすような、素敵な空間が演出できます。 

＜パールシェルとは？＞ 

真珠貝の殻である、パールシェル。光沢のある美しい輝きがあり、上品な印象を与え

てくれます。貝殻を薄く削ってモザイク状に張り合わせると、独特な表情が出ます。

パールシェルで作られた製品は、高級リゾートのイメージにぴったりなのです。 

＜アタとは？＞ 

バリ島のおみやげ品としても人気の高い“アタ”。主にインドネシアに自生するシ

ダ植物で、アトゥとも呼ばれます。その茎を使って編み込んだものがアタ製品。

ファッション小物のカゴバックなども人気ですが、素敵なインテリア製品もたく

さん。リゾートホテルやスパ、エステサロンでも活用されています。自然の風合

いや色合いの美しさが魅力です。同じく夏らしいイメージである、ラタン（籐）

よりも目が細かく、編むのに手間がかかります。ツヤのあるアメ色は、燻したことによる自然の色。黒

色が模様に入った製品もありますが、その黒はアタの根の黒い部分を使ったもの。 

アタ製品は、害虫にも強く、耐久性に優れています。極上のアタ製品は、１００年の耐久性を持つ、と

言われるほど。グレードは、編目の細かさや作業の丁寧さによって決められるそうです。通常のお手入

れは、柔らかい布で乾拭きする程度でＯＫです。 

＜食卓の演出やアメニティグッズとして＞ 

「パールシェル」も「アタ」も、食卓の演出やアメニティグッズとして取り入れれ

ば、まるでアジアンリゾートにいるかのような気分にな

ることができます♪自然由来のものは、涼しさや癒しを

与えてくれるから不思議ですね。 

食卓には、ランチョンマット・コースター・ナプキンリ

ング・カトラリーケースなど。洗面所のアメニティグッズには、ティッテュ

ケースや綿棒・コットンケースの他、ヘアゴム入れなど。リビングや寝室の

チェストなどの上に、アクセサリー置きとして取り入れても素敵です。 

＜お好みの香りもプラスして＞ 

アジアンリゾートのような空間の演出には、ぜひ香りもプラスしてみましょう。心地

よくリラックスできる定番のラベンダーの他、南国の雰囲気が漂う、イランイランや

レモングラスなどもオススメです。お気に入りの香りで楽しんでみて下さい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

守谷市本町・・・③ 牛久市牛久・・・⑤ 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 

 

野田市 

山崎新田 

・・・⑩ 

つくばみらい市・・・⑪  

つくばみらい市・・・解体中 守谷市・・・地盤調査 

つくば市・・・間取打合中  流山市・・・間取り打合中 

つくばみらい市・・・間取打合中 

 

 2010 年 6 月 2020 年 6 月 

売電（48 円） 0 円 19,632 円 

電気代 -8,928 円 -5,713 円 

収 支 －8,928 円 13,919 円 

差 額 ２２，８４７円 お得になっています！ 

☆☆ おてがる cooking ☆☆ 

オイスターソースだけで！ 

食欲そそる、夏の味 

パプリカと牛肉炒め 

 

外食もなかなか行けな
いので、唯一の楽しみ♪ 

＜材料＞ 約３人分 

●パプリカ（赤）・・・１／２個 

パ●パプリカ（黄）・・・１／２個 

●ピーマン・・・１個 

●牛肉・・・２００ｇ 

（こま切れや切り落としでＯＫ）

●ごま油・・・小さじ２ 

●オイスターソース 

・・・大さじ１ 

＜手順＞ 

① パプリカ（赤・黄）は半分に

切り、種を取ったあと、それ

ぞれ１．５ｃｍ幅に切る。 

② ピーマンは種を取り、１ｃｍ

幅に切る。 

③ 牛肉は一口大に切る。 

④ フライパンにごま油を入れ

て熱し、③を炒めてほぼ火が

通ったら、①②を加えて炒め

る。 

⑤ ④にオイスターソースをま

わし入れ、よく混ぜて炒めた

ら、火を止め、お皿に盛って

完成！ 

 

パプリ～カ♪と思わず歌いたく

なりますね！カラフルな彩りと

ジューシーな甘み。ぜひ旬に楽し

みましょう。 

 

浮いたお金で・・・ 

YKK のショールーム見学の帰
りに総菜を爆買いました！
「DEAN&DELUCA」です。 
きっと美味しんだろうなぁ～と
思っていましたが、やっぱり美
味しい！ワインに合う～♪ 

◆次回は 8/6（木） 

発行です。 

どうぞお楽しみに！ 
 

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

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 

●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 

随時、ご予約
受付中♪ 

 自粛期間中に娘とハマっていたリップスティック。娘の誕生日に買ったまま二年ほど

経過していましたが、自粛期間の運動の時間に猛特訓！スケボーのような器具なん

ですが、これがなかなか上に立つまでも難しい・・・大コケして深い傷を負ったママを

追い越し、すぐ乗れるように・・・娘よ・・・大きくなったな・・・( ;∀;)       おきく 


