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幅 3.6m のグラフテクトのポポラート型キッチン

築 25 年
３LDK
マンションを

◇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。

造作カウンターで仕上げたシャープな TV ボード

高性能住宅
へ
フルリノベーション

人気の床材、無垢のアカシア

Select style ~Renovation~

Fortuna
機能的 造作
魅
部屋

面影を残さないセレクトホームのリノベーション。デザインを一新し、性能を向上させた新築のような住まいに
清潔感のある白を貴重とした、壁一 アクセントクロス×オシャレな室内窓
面にエコカラットを採用したトイレと、
使い勝手に配慮した水廻り空間。

左官職人がカラーモルタルで
仕上げた美しい土間とアカシ
アで玄関から別世界を演出。

すべてのお家が個性的で魅力的。
オンリーワンのお家が立ち並ぶ
素敵な街並みをご提供致します。

セレクトホームはリノベーションも高気密・高断熱が当たり前!省エネルギー
かつ、デザイン・性能ともに新築並みのお家へ大変身させることを誓います☆

キャンセル待ちの大人気分譲地
セレクトビレッジとは・・・
小さな工務店セレクトホームの分譲地
それがセレクトビレッジ。高気密・高
断熱の高性能住宅「FP の家」が
立ち並ぶ新しい分譲地
のカタチ。

Check!!
優秀賞
4 年連続
受賞

HOMEPAGE 「ENSEMBLE の家」

ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー優秀賞 ・優秀企業賞 4 年連続受賞！! 現在残りの区画全て
高い性能性、デザイン性を認められ、コンテスト等で様々な賞を受賞致し
ました。セレクトホームはデザイン・性能に一切妥協せず、お客様と一緒
に本気で楽しみ、悩み、とことん語り合いながら家造りを進めます。

お申込みがあるため
キャンセル待ちのご
案内となります(>_<)

社長
熊谷

その他、FP の家 Design Award 2020 審査員特別賞、LIXIL MEMBERS CONTEST ２０１９ 特別部門 エコロジー賞、受賞!!

太陽光発電と電気代＋蓄電池情報

～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）

つくば市房内・・①

守谷市本町・・・②

守谷市本町・・・②

我が家では固定買取制度終了に向けて、２０２０年１０月から蓄電池を
導入しています！４８円から８．５円は、ダメージ大きいですね。

2010 年 9 月 2020 年 9 月

①地鎮祭
②基礎工事

2021 年 9 月

売 電

0円

14,112 円

1,419 円

電気代

14,696 円

8,567 円

8,104 円

差 額

－14,696 円

5,545 円

－6,685 円

③上棟
④木工事
守谷市本町・・・④

ただ、高額な 太陽光を載せる
電気代払って ことで、プラスα
いました
になっています

深夜電力で蓄電し
朝晩の電気の購入
を抑えています

守谷市本町・・・⑥

守谷市本町・・・⑫

⑦建具取付
⑧造作工事
⑨ｸﾛｽ工事
我孫子市・・・地盤調査

⑩ﾀｲﾙ工事

つくばみらい市、守谷市・・・外構工事

先月は雨が多かったので 100ｋWh 以上発電が
下がってしまいました・・・(>_<)

守谷市、坂東市、龍ヶ崎市・・・間取り打合せ中

守谷市、古河市、つくばみらい市・・・ショールーム見学

Vol．75

音楽鑑賞のススメ Ｐａｒｔ．２

⑤設備工事
⑥外壁工事

浮いたお金で・・・番外編

住まいを愉しむ

工程段階

子供と一緒に、夏休みの宿題で SDGｓについて調べました。子供でもできることはな
いか調べていたら、国連が「持続可能な社会のために ナマケモノにもできるアクショ
ン・ガイド」を公開していることを知りました。子供と一緒にできることから実行してい
ます！「レベル 1：ソファに寝たままできること」からレベル 4 まであります
こぱん

＜材料＞ ３人分
●秋ナス・・・３本
●豚小間肉・・・２００ｇ
●オクラ・・・３本
●みりん・・・大さじ３
●めんつゆ・・・大さじ３
●しょうゆ・・・大さじ１
●砂糖・・・小さじ２
●水・・・２００ｃｃ
＜手順＞
① オクラは軽く塩をふって、ま
な板の上でこすり、熱湯に入
れて１分半ほど下茹でする。
② 秋ナスはヘタを取り、縦に半
分に切った後、皮面に５mm
間隔の格子状に切れ目を入
れる。
③ 少し大きめのフライパンに、
調味料と水を入れて加熱し、
豚肉を入れて蓋をして、さっ
と火を通す。
④ ③に②を皮面を上にして入
れて蓋をして煮る。
⑤ ④に①を追加し、落し蓋（ア
ルミホイルでＯＫ）をして、
煮汁がよくしみ込む程度ま
で煮たら完成！
彩りの野菜には、ししとう・いん
げんなどもオススメです！
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●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内 5-26-1
展示場予約は
●リノベ体感宿泊ハウス：龍ケ崎市出し山町 48
こちらから♪
●守谷体感ハウス：守谷市薬師台 6-2-8

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

⑫外構工事

☆☆ おてがる cooking ☆☆
じゅわ～と味沁み！
秋ナスと豚肉の煮びたし

～ 「芸術の秋」に聞きたいクラシック ～

秋風が心地よく、木々の色の変化も美しくなってきました。まさに「芸術の秋」の到
来ですね。コロナ禍が続く中で、心を癒してくれる音楽の存在は、とても大きなもの
と感じます。おうち時間にぜひ、クラシックも味わってみて下さい。今回は、秋にオ
ススメの名曲たちと、開催中のショパンコンクールについても紹介します。
＜ヴィヴァルディ 四季より「秋」＞
「春」で有名なヴィヴァルディの四季ですが、「秋」も名曲で実は人気の曲なのです。秋の収穫を祝う
農民たちの酒宴の様子が表現された、明るく楽しい曲です。繰り返されるモチーフのメロディーはとて
も印象に残り、つい口ずさんでしまいそうです。
＜チャイコフスキー 四季より「秋の歌」＞
ロシアの毎月の季節を描写したピアノ曲、四季。その１０番目（１０月）が「秋の歌」です。黄金色の
葉が、秋の風に吹かれてひらひらと舞い落ちていくような、そんな風景が目に浮かびます。しっとりと
した叙情的な旋律の曲です。
＜ムソルグスキー 組曲「展覧会の絵」＞
学生時代に鑑賞したことがある！と思い出される方も多いのではないでしょうか。この曲は、ムソルグ
スキーが友人の画家ハルトマンの死を悼み、遺作展を鑑賞して印象に残った作品の様子などを曲にした
と言われています。もとはピアノ独奏曲ですが、ラヴェル編曲による管弦楽曲が有名になりました。
＜バッハ 無伴奏チェロ組曲 全６曲＞
“人間の声に最も近い音を持つ楽器”と言われるチェロ。無伴奏では、その音の美しさを
より味わうことができます。バッハによる美しい旋律は、シンプルながらも深く心に染み
入るものがあります。
＊＊＊ 自宅からオンラインでも楽しめる、ショパンコンクール！ ＊＊＊
第１８回ショパン国際ピアノコンクールが、この１０月に開催されています。５年に一度開催されるこ
のコンクールは、本来は昨年開催される予定でしたが、新型コロナの影響で今年に延期されました。７
月に行われた予備予選の通過者は７８名。そこに、予備予選免除の９名が加わり、８７名が本大会に出
場。そのうち、日本人は１４名も。メディアでも大活躍中の反田恭平さん、YouTuber としても有名にな
った角野隼斗（かてぃん）さんも出場します。コンクールの模様は、YouTube によりオンライン配信さ
れ、リアルタイムでもアーカイブでも見ることができます。出場者の音楽魂、ショパン魂のこもった素
晴らしい演奏を、ぜひ鑑賞してみてはいかがでしょうか。以下のサイトをご参考に。
・ショパン研究所 YouTube（https://www.youtube.com/c/chopininstitute）
・ショパンコンクール公式サイト（https://chopin2020.pl/en/）
・ピティナ ショパンコンクール本大会鑑賞ガイド
（https://research.piano.or.jp/topics/2021/09/chopincompetition_1.html）

⑪建物完成

◆次回は、11/11（木）
発行です。
どうぞお楽しみに！

