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リビングの隣に設計した洋室は、

３枚の引戸で書斎に早変わり。家

族の存在を感じながら過ごせる

お洒落なプライベート空間。 

社長 熊谷 

 

こだわりの強—い私が、

細部までこだわった書斎

をご提案致します! 

コンパクトな空間に

ぴったりとサイズを

合わせた、機能的な

カウンターと書棚を

造作。オリーブグリー

ンのアクセントクロス

とヘリンボーン柄の

床で、良いアイディア

が生まれそうな上質

な雰囲気の書斎に。 

◇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。 

リビングに直結したスタデ

ィーコーナーはご両親の

書斎にも活用☆家事や育

児をしながらの忙しいマ

マも、お子様を見守りなが

らお仕事ができそう♪ 

大人心をくすぐる憧れ

のガレージの奥には、

大きな窓から出入り

できる書斎。お仕事に

疲れたときは、趣味で

癒しの時間を… 

カウンターは、存

在感のある「けや

き」の一枚板を加

工して設置。自分

のお気に入りに囲

まれた自分だけの

特別な空間でなら

仕事もはかどるこ

と間違いなし！ 

夫婦仲良く並んで座れる趣味部屋。使

い勝手を考え、可動棚にし、カウンター

上部にはフック等を使用し魅せる収納

を楽しめる有孔ボードを設置。窓の位

置、明るさまでも考え抜かれた設計。 

家族の繋がりを感じられる 
平屋住宅を提供いたします

セレクトホームでは FP の家仕様の平屋で宿泊体験型モデル
ハウスをご用意しております。ご予約お待ちしております♪

 

平屋の大空間で

のびのびお過ご

し頂き、家事・

生活動線のコン

パクトさを体感

してください♪ 

他にも素敵な施工事

例をたくさんホーム

ページに公開中(^^)

是非ご覧ください♪ ホームページ インスタ 

 在宅勤務でのイライラを吹っ飛ばせッ!! 

快適な書斎のススメ 
コロナ禍で在宅勤務になった皆さん!思うように仕事が進ま

ないのは、お家の環境のせいではありませんか？お家にい

る時間が増え、「寒さ」「暑さ」「光熱費」のストレスが感じて

いる方に朗報!!それセレクトホームが解決します!!「FP の

家」を採用しているセレクトホームは室温が２４時間、３６５日

一定で快適♪２４時間計画換気だから家の空気は綺麗で

安心！これからは、快適なお家が常識になりますよ～♪ 

近年ますます人気の平屋。セレクトホームが提供する 
「大空間でも家中温度差がない、３６５日快適な平屋生活」始めませんか？ 

セレクトホームが提供する平屋住宅 
をおススメする理由は・・・

平屋では広い空間の分、住宅の性能によって家の中で温度
差が出てしまうということも(>_<)ですがセレクトホーム
はそれを解決!!なぜなら断熱・気密性、耐震性、換気、省
エネなどあらゆる性能面で高水準の「FP の家」を採用して
いるからなんです♪そのため、大空間の平屋であっても、
家中どこでも過ごしやすい快適な空間を実現しています。
お子様にもご年配の方にも優しいお家をご提供致します☆ 

 平屋の魅力とは？ 

段差が少なくフラットなフロアのた
め、子どもに危険が少なく、見渡すこ
とができるので子育てに最適。また、
バリアフリーに近い造り、間取りのた
め、子どもが巣立った後、自身が高齢
になっても安心して暮らせる。 

２階建て住宅に比べ高さがない分、安定感のある強い造りになって
いる。地震や台風によるダメージが少なく、耐震性・耐久性が高い。

土地やライフスタイルに合わせて「I
型」「L 型」「コの字型」「口の字型」
等４つの間取りタイプから自由に配
置を考えることができる。また、2
階部分がないため、屋根の形や天井
の高さ等の自由度が高く、ロフトや
スキップフロアの空間設計が可能。 

①生涯長く安心して暮らせる 

②家づくりの自由度が高い 

③地震や台風に強い 



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．67 

今年はどんな色が流行る？！  ～ ２０２１年トレンドカラー紹介 ～ 

２０２１年がはじまり、早１ヶ月がたちました。新しい年、どんなスタートをきら

れましたか？ 新型コロナの猛威が続き、様々な生活変容にも迫られていますが、

柔軟に対応しつつ、楽しみも見つけながら、素敵な日々を過ごしていきたいですね。 

そんな２０２１年、社会ではどんな色が流行るのでしょう？ 生活の中にトレンド

カラーを取り入れることも、楽しみのひとつになります。ぜひ注目してください。 

ここでは、日本流行色協会（ＪＡＦＣＡ）が発表した「２０２１年の色（今年を象徴するカラー）」と、

パントン（ＰＡＮＴＯＮ）社が発表した「カラー・オブ・ザ・イヤー」を紹介していきます。 

＜はじまりの色、希望のホワイト…日本流行色協会（ＪＡＦＣＡ）＞ 

日本において、あらゆる商品分野に向けて先行き市場向けにカラーの情報を発

信している、日本流行色協会。２０２１年を象徴するテーマカラーとして挙げ

たのは「ゼロホワイト」です。変化を前向きにとらえ、新しいスタートになる

年という意味を込めたものだそう。希望を持ち、ゼロから考える。知性や清潔

さをも表現します。マンセル値：Ｎ９．５、系統色名：ホワイト。 

どんなシーンでも、どんな方々にとっても取り入れやすい色ですね。 

＜グレイとイエローの２色をカラー・オブ・ザ・イヤーに…パントン（ＰＡＮＴＯＮ）社＞ 

カラー界の世界的権威とも言える、パントン社。２０２１年のカラー・オブ・ザ・

イヤーには「アルティメット・グレイ」と「イルミネイティング」の２色を発表

しました。２つの色が選ばれたのは、２０１６年以来、２度目のことです。 

グレイには永続的な基盤をもたらす強固な信頼など、イエローには気力や明るさ

などの意味が込められています。この２つのカラーを組み合わせることで、落ち

着きや安定をもちながら、生き生きと希望に満ちるような表現をしています。 

まさに、このコロナ禍での人々への前向きなメッセージのようですね。 

＜ファッションにもインテリアにも、積極的に取り入れよう！＞ 

ファッションやインテリアでも、春に向けた新しいアイテムを目にするようになる時期です。２０２１

年のトレンドカラー、ぜひ意識して取り入れてみましょう。 

寒さが残る冬の終わりから春・夏に向けての時期には、ホワイト・グレイ・イエローはとても取り入れ

やすい色です。ファッションでは、グレイのパーカーに小さめのイエローのバッ

グをもつなど、服と服だけでなく、服と小物の組み合わせでアクセントをきかせ

るとおしゃれ。運動不足の解消・健康維持のために、ジョギングやウォーキング

をする方も多いよう。トレンドカラーのＴシャツでウォーキング、これも気分が

良さそうですね。インテリアでも活躍の幅が広い色たち。クッションカバーなど

の小物はもちろんのこと、ＤＩＹで壁紙をチェンジ、というのも楽しいです。テ

レワーク中の画面の背景に、トレンドカラーの壁紙でセンスアップも！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
豊かな風味に季節を感じる！ 

春菊とベーコンの 

アーリオオーリオ 

 

流山市江戸川台東・・・③ 

 

つくばみらい市絹の台 

・・・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 

 

龍ヶ崎市 

城ノ内・・・⑥ 

つくば市 

さくらの森・・⑥ 

 

守谷市本町・・・⑪ 

  

 

守谷市・・・基礎工事 

つくばみらい市・・・地盤改良  

守谷市・・・間取打合中 

つくば市・・リフォーム工事中 

守谷市・・・外構工事 

 

 2010 年 1 月 2021 年 1 月 

売電（48 円） 0 円 1,584 円 

電気代 19,192 円 19,091 円 

収 支 －19,192 円 —17,507 円 

差 額 １，６８５円 お得になっています！ 

◆次回は、3/11（木） 

発行です。 

どうぞお楽しみに！ 

https://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&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 

☆☆ おてがる cooking ☆☆ 

全然浮いてないけど・・（涙 

少しでもおうちで美味しいものを!と
アイリスオーヤマの電気圧力鍋を購
入！以前のシロカ Red は姪っ子に。
届いたその日は「湯豆腐」!!圧力関係
なーい！（笑  トマト煮も Try♪ 

 セレクトホームのホームページが新しくなりました！当社こ
だわりの施工事例がたくさんご覧いただけます。体感宿泊がで
きるモデルハウスへのご予約もこちらから簡単にできるよう
になっています。住宅情報誌「はぁと」は過去の記事もすべて
掲載していますので、ぜひご覧になってみてくださいね。 

 

「セ
レ
ク
ト
ホ
ー
ム 

茨
城
」で
検
索 

なんで、売電こんなに安いんだろう？東電さんに聞いてみよう・・・(>_<) 

＜材料＞ ３～４人分 

●春菊・・・１束（約１５０ｇ）

●厚切りベーコン・・・８０ｇ 

●にんにく・・・１片 

●オリーブオイル・・・大さじ２

●塩・・・少々 

＜手順＞ 

① 春菊は洗って５ｃｍに切り、

ベーコンは食べやすい大き

さに（今回は切り落としざく

ぎりベーコンを使用）。にん

にくは、薄くスライスする。

② フライパンにオリーブオイ

ルを入れて弱火で熱し、ニン

ニクを入れたら、香りがた

ち、風味が全体にいきわたる

よう加熱する。 

③ ②にベーコンを入れて炒め

る。 

④ ③に春菊を軸の方から先に

入れて炒め、葉の部分を加え

たら、さっと和えるように炒

めてすぐに（ほどよい食感を

残すため、火の入れすぎに注

意する）皿に盛って完成！ 
 

アーリオはにんにく、オーリオは

オリーブオイルの意。ちなみに、

ペペロンチーノは唐辛子。これを

加えてパスタもオススメ！ 

 

随時、ご予約
受付中♪ 

チキンもホ
ロホロで最
高♪是非! 


