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セレクトホームの水周り標準仕様レポート

キッチン

ＹＡＭＡＨＡ

ＴＯＴＯ

家を建築する際、重要なアイテムとなってくる水周り。当社

他にはない１２

人工大理石

ではいろいろなメーカーから選べますが、今回は当社で多く

ミリの厚さの人

に水ほうき

のお客様が選ぶヤマハとＴＯＴＯのショー

造大理石が熱

水栓と浄水

ルームを見学してきました。セレクトホーム

にもキズにも

器用水栓の

オリジナルの標準仕様を実際に目にしまし

強くできています。１ｍ以上

２つが標準装備。

たが…かなりグレードが高いです！

の高さから缶詰を落としても

ＴＯＴＯ独自の水ほ

大容量の収納はもちろん、なんと食器洗い乾燥機も付いて

シンクに掠り傷が付く程度。

うき水栓は、シャワ

います。トイレのウォシュレットだって付いています！

そのキズもヤスリで削ると元

節水効果のある商品もあり、地球にもお財布にも優しい商
品が標準なんて…うらやましいです！オプ

ーの穴が縦の列になっていて、水がほう

どおりになるすごい商品！そしてなんとい

きのように、パッと幅広く広がるので、今

っても、他社ではオプション扱いのピアノ塗

までに比べ２８％の節水になります。

ションの必要がないぐらい欲しいものが標

装の扉が当社では標準装

水の水圧の感触も柔らかく

準仕様になっているのはうれしいですね。

備！輝きが違います。

て気持ち良かったです。

システムバス

ＹＡＭＡＨＡ

トイレ・洗面化粧台(1 階)

天井にスピーカーが！入浴しながら音楽が聴

ＴＯＴＯ

けます。さすがヤマハ、音質もばっちりでした♪

水タンクレストイレが１階部分に標

お風呂と同じ人造大理

バスタブも人造大理石で汚れ

準装備！使用前には自動で霧を、

石のボウルで、お手入

使用後は除菌水を吹きかけるので

れ簡単。ミラーは５面

が付きにくく、排水口のお掃除も簡単。

ネオレストという超節

汚れが付きにくくなり、お掃除が楽になります。

ＴＯＴＯ

ＹＡＭＡＨＡ

鏡になり、下段の収納

床が冷たさを感じさせない、クッション性の

そして、超節水で 1 回の洗浄水

棚が網棚になっているので湿気

ある柔らかい素材で出来ていて、ひやっと

量３．８Ｌ！右の写真は上のペッ

がこもらず濡れたコップも安心し

しないし、ひざをついても痛くありません。

トボトルが３．８Ｌで、下が従来

ておけます。

そしてなんと、エアインシャワーという節水の

のトイレの 1 回の水量１３Ｌです
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シャワーヘッドが装備されています。従来より

が見た目歴然ですね。以前と比

お湯と水をカチッと

約３５％も節水できるんです。右の写真のよう

べ約７５％もの節水です。毎日数回使うものなの

使い分ける水栓で、

に１０秒間でこんなに差が出るとは…。節水効

で数年後の水道代の差はかなり大きい

給湯器の無駄な着

果で家計にも優しいですね。

はずです。これが標準装備とは…！

火を防ぎＣＯ2 も削減。

ショールームでセレクトホームの標準装備を見学してきて…
私が選ぶなら、キッチンは、かわいくて強くて高級感の

キッチンもお風呂も選べる色が多くて困っちゃいますね♪汚

ある、YAMAHA ですね！お風呂は、音楽をとるか、

れが付きにくかったり、丈夫だったり、お手入れしやすいのも

TOTO のソフトな床と節水シャワーで悩みます。

◎。TOTO のトイレは、超節水で水道代がグッと抑えられるかも

体にやさしく、環境にも優しい、この標準仕様は、

♪汚れ防止の装置も付いて、お掃除楽チンもありがたい♪標準

お客様にも優しいなーと改めて思いました。クミッキー

仕様がこんなにハイグレードでうらやましい限りです！くまこ

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 専務宅）

まだ、浮かないけど・・・（汗）

平成 23 年 2 月

平成 25 年 2 月

最近天気がよかったせいか、先月の倍以上、太陽光

太陽光発電量

0 kWh

303kWh

は発電してくれたようです！ダブルスコアだったので、

売電（\48 円）

0円

14,544 円

電気代

16,908 円

22,487 円

差 額

－16,908 円

－7,943 円

●我が家は、平成 23 年 6 月末から太陽光を設置
●寄棟の為、東西をメインにパネルを設置 5.66ｋｗ

マイナス度合も、軽減されています！先月の数値は、表
をよく見たら、過去最低でした・・・。もう少しの辛抱

３月の住宅ローン金利

●エアコン 5k クラス 1 台・蓄熱暖房（双方 24H 稼働）

変動金利は、先月と同様。

●床面積 165 ㎡（50 坪）、高気密・高断熱（FP 住宅）

固定金利も、

●C 値：0.3 ｃｍ２/㎡、Q 値：1.65 ｗ/㎡ k

特に変動あり

※一般公開しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい！

くまこ

だ・・・。春よ～来い♪早く来いっ！

ませんでした。

タイプ
適用金利
変動金利型 年1.275%

守谷市内でＦＰの家の
守谷市内でＦＰの家の上棟式を行いました♪
ＦＰの家の上棟式を行いました♪

★ おてがる cooking ★

寒さがまだまだ続く２月、当社で建築を任せて

『パリパリ明太子』

頂く新築住宅の上棟式のご紹介です♪
早朝から職人さん達が総出で作業を行いました！
今回はＦＰの家
ＦＰの家の上棟式となります！
ＦＰの家
ＦＰの家は通常と流れは一緒だそうですが通常の

材

棟上よりも時間がかかるんだそうです(ﾟｰﾟ;A

・
･
・
・

昨年の「はぁと vol.7」にてご紹介した流れで
午前、午後と分かれて作業を行いました♪

料 (３～４人分)
春巻きの皮
２枚
焼きのり 全形１枚
明太子
１腹
サラダ油
適宜

お施主様も当日は現場にお越し頂きまして
職人さん達を見守りながら見学されていました♪

作 り 方
① 春巻きの皮を４等分
に、焼きのりは８等分
に切る。明太子は中
身をしごきだす。

午後の作業も着々と進み迅速、丁寧に職人さん達
の手によって家の姿が形を表してきました！
素材一つにしても繋ぎ目など力のかかる場所には
念入りに補強プレートを打っていきます！

② 焼きのりに明太子を
等分してのせ、端から
巻く。

作業も終盤を迎えると前回同様ブルーシートで
包んでいきます♪最後はみんなで上棟を祝っての
乾杯をし無事上棟式を終えることができました♪
高気密、高断熱、そして耐震性などに優れたＦＰの家♪出来上がりが楽しみですね～＾＾

③ 春巻きの皮にサラダ
油を塗り、②をのせて
巻く。トースターで焼
き色がつくまで焼いて
完成☆

ＴＡＲＯです！今回のＦＰの家の上棟特集いかがだったでしょうか？実は僕が現場の
特集に参加するのもこの上棟式が最後となります(ﾉ_･｡)実 は 昨 年 お か げ 様 で 僕 も
独身から脱出できまして遠方に引越す事になりました！今まで沢山の素敵
な家を拝見させて頂きましたが皆様に負けないくらいの家をいつか建てた
いと思います！どこかでまたお会いできることを祈って♪

ＴＡＲＯ

◆ 次回は、４/１１（木）発行です。どうぞお楽しみに！ ◆
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★餃子の皮でもおいしく
代用できます
★明太子にマヨネーズを
混ぜても美味しいで
す

