
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

フルハイトドアとは、ドアの高さが天井ま
であり、枠が見えない独自のスタイルで、
室内の空間をより広く・明るく見せる画期
的なドア。セレクトホーム採用のシリーズ
「CUBE」の 2021 年の新色、「ディープグレ
ー」を S 様邸でいち早く採用!濃い目のグ
レーが、どんな色を合わせても空間をシッ
クに引締め、知的で上品な空間にします! 
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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 -heart- 
2021 November Vol.115 

←39page  

フルハイトドア全シリー
ズ紹介の導入ページに採
用＼(◎o◎)／！ 

KAMIYA のカタログに 
Ｓ様邸載っちゃいました 

98page→  

「CUBE シリーズ」紹介 
ページの表紙部分(*^^*) 

セレクトホームでは、神谷コーポレーション株式会社(以下 KAMIYA と

表記)の「フルハイトドア」を採用しております。以前はぁと vol.108

でご紹介した龍ケ崎市 S 様邸での KAMIYA による撮影会の写真が、

KAMIYA のカタログに採用されましたｯ(∩´∀｀)∩♪なん 

と!!表紙を開いた一番初めにドドーン!!と登場致します(>∪<*) 

他にもたくさん掲載されているのでご紹介致します☆ 

目次に採用 

表紙 

住んでみて感じる厚いドアの
重厚感や高級感 

グレーカラー 

紹介ページに採用 

 I 様邸 九月吉日 
台風が過ぎ、最高の上棟

日☆上棟前の土台は床合

板の含水率を合格値でキ

ープするべく写真のような

状態で養生しています。 

構造材の荷受けは必要なタイ

ミングで荷下ろしし、含水率対

策を徹底します。いろいろ試行

錯誤し、実践した結果で常によ

り良い方法を採用しています! 

 2 階の床を張り終えたところ

で、含水率を再度計測。合

格14%のところ、6.8%で余

裕の合格ラインです(^^♪ 

今回は天気の影響で上

棟日を変更したため、

後日Ｉ様にもご参加頂き

上棟式を行いました☆ 

 N 様邸 十月吉日 
不安定なお天気ですが、天

気 予 報 を 信 じ て 上 棟 開

始!2 階の床を施工中、まさ

かの雨(´;ω;｀)こんな時は

すぐさましっかり雨養生! 

旦那様にもご体験頂いた FP パネ

ルはめ込み体験。コツがいる作業

なのでなかなか大変ですが、上棟

時は社長自らはめ込みます!次の

日は腰がガタガタです(笑) 

天気回復を待ち、チーム

セレクト一丸となって迅

速且つ丁寧に作業を進

めていきます!! 

社長 

完璧な雨パックで大切

なお家を守り、みんなで

完成までの無事と繁栄

を祈り上棟完了です♪ 

お昼休憩 

突然の雨や小さなトラブルも、社長と同じ熱い思いやこだわりをもって仕事に取り組んでいるセレクトホームの社員大工いるからこ

そすぐに対応できるのです!D 様、Ｉ様、Ｎ様、上棟おめでとうございます(*^^*)そしてこれからも末永くよろしくお願い致します♪ 

社長

熊谷 

 
セレクト 

ビレッジの 
セレクトホームの上棟は、２日間に分けて行います。なぜなら施工スピードより

も気密を優先しているからです!新築現場全棟実施のホームインスペクターに

よる住宅調査での指摘ゼロを目指して、安心で安全なお家をご提供致します!! 

 D 様邸 八月吉日 
快晴の上棟日和(*´▽｀*)

セレクトホームの徹底的な

対策で床合板の含水率は

合格値♪セレクトホームは

お客様に品質の高いお家

をご提供する 

ために上棟の 

度に進化し続 

けます!! 

緊急事態宣言禍だったの

で、残念ながら D 様不在の

なかでの上棟となりました

が、無事に素敵なお家が立

ち上がりました♪ 

↑新入社員大

工Ｙ君も先輩大

工に混ざり、 

上棟初参加! 

← Ｄ 様 に 代 わ

り、社長と事務

長でお清めさせ

て致しました。 

↓Ｙクン 
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       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．76 

愛され続ける、モリスデザインの魅力   ～ ウィリアム・モリスの世界 ～ 

きっと誰もがどこかで目にしているのではないかと思うほど、世界中で人々に長く愛され続けているテ

キスタイルがあります。それが、ウィリアム・モリスの世界。落ち着いた英国調で装飾性の高いデザイ

ン。格調高く上品ながらも、実はどんなテイストにも合わせることができるという素晴らしい芸術セン

ス。近年では、身近な小物にまで登場するモリスデザイン。その魅力を紹介します。 

＜ウィリアム・モリスとは？＞ 

１９世紀後半のイギリスにて、それまでの工業製品に対抗し、手工業による良質な

製品の製作・販売を実践した「アーツ・アンド・クラフツ運動」を牽引した人物。

多彩な才能を発揮し“モダンデザインの父”とも呼ばれています。自然の木々や草

花などをモチーフにし、日々の生活の中にこそ芸術を取り入れようと創作に励み、

モリス商会（Morris＆Co.）を設立しました。 

＜インテリアファブリックスや壁紙は大人気ロングセラー＞ 

カーテン・クッションカバー・ラグやマットなどのインテリアファブリックスや壁紙の

テキスタイルとして、モリスデザインは大人気ロングセラーとなり、多くのファンから

愛されています。上質なホームコレクションは、統一感のあるインテリアを演出するこ

とができ、モリスデザインの良さを存分に味わうことができます。 

代表的なデザインには、左写真の“いちご泥棒（Strawberry Thief）”や、“マリーゴー

ルド（Marigold）”、“柳の枝（Willow Bough）”などがあります。 

＜身近な小物にもモリスデザインを＞ 

近年、身近な小物にもモリスデザインのアイテムが登場しています。マグカップやスマートフォンケー

スなどまであり、気軽に取り入れやすいのが嬉しいですね。モリスデザインの生地を使い、ハンドメイ

ドで、バッグや小物入れなどを作るのも素敵です。また、おしゃれなマスキングテープも商品化されて

います。幅広タイプのインテリア用マスキングテープもあり、ＤＩＹでモリスデザインを取り入れるこ

とも出来るようになりました。シンプル・ナチュラル・カジュアルなどの様々なテイストにも合わせや

すくなった小物たち。お好みのデザインをセレクトして、モリスデザインを楽しみましょう。 

＊＊＊ ご参考 ＊＊＊ 

・モリスワールド（マナトレーディング）https://morrisworld.jp/ 
・モリスデザインスタジオ（川島織物セルコン） 

https://www.kawashimaselkon.co.jp/ja/MorrisDesignStudio/index.html 
・ｍｔ（マスキングテープ）モリスデザイン 

https://www.masking-tape.jp/lineup/mt/mt-william-morris/ 
・ｍｔ CASA FLEECE（インテリアマスキングテープ）モリスデザイン含む 

https://www.masking-tape.jp/lineup/mt-casa/casa-fleece/ 

 

守谷市本町・・・② 守谷市本町・・・④ 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・・・⑧ 守谷市本町・・・⑫ 守谷市本町・・・⑫  

守谷市、坂東市・・・地盤調査   つくばみらい市・・・外構工事 

守谷市、龍ヶ崎市・・・間取り打合せ中 

守谷市、古河市、我孫子市、つくば市、つくばみらい市 

・・・ショールーム見学 

 

 2010年10月 2020年10月 2021 年 10 月 

売 電 0 円 8,688 円 1,853 円 

電気代 9,422 円 5,165 円 7,315 円 

差 額 －9,422 円 3,523 円 －5,462 円 

 ただ、高額な

電気代払って

いました 

太陽光を載せる

ことで、プラスα

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 

☆☆ おてがる cooking ☆☆ 

歯ごたえ良し＆旨味たっぷり 

レンコンと鶏肉の煮物 

＜材料＞ ４人分 

●レンコン・・・３００ｇ 

●ニンジン・・・１５０ｇ 

●鶏もも肉・・・３００ｇ 

●ごま油・・・大さじ１ 

●酒・・・大さじ１ 

●みりん・・・大さじ２ 

●めんつゆ（２倍濃縮） 

・・・大さじ２ 

●しょうゆ・・・小さじ２ 

●水・・・１００ｃｃ 

●いんげん（冷凍）・・・４０ｇ 

＜手順＞ 

① レンコンは皮をむき、ひと口大

の乱切りにして少し水にさら

してから水気を切る。 

② ニンジンも皮をむき、ひと口大

の乱切りに。 

③ 鶏もも肉は、ひと口大に切る。 

④ 鍋にごま油を入れて熱し、③を

入れて炒める。 

⑤ ④の表面に火が通ったら①②

も加えて全体を混ぜながら炒

める。 

⑥ ⑤に酒・みりん・めんつゆ・し

ょうゆ・水を入れ、蓋をして煮

る。 

⑦ 冷凍いんげんを半分に折り、⑥

に加えてさらに煮込む。 

⑧ レンコン・ニンジンがほどよく

柔らかく、煮汁がしみ込んだら

完成！ 

お弁当のおかずとしても重宝！ 

 

浮いたお金で・・・ご無沙汰しております(>_<；) 

もらったクーポンが期限間近だったので、急いで幻の「コー

ヒークリームフラペチーノ」を飲んでみた！甘苦うまし♪ 

◆次回は、12/9（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 
●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 

展示場予約は 
こちらから♪ 

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

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。 

モリス・ギャラリー(ロンドン) 

 
先日、坂東市の八坂公園に子供と遊びに行ってきました。この公園、とーーっ

ても広くて、子供たちの遊び場の他、蓮の池、テニスコート、屋外プールもあり

ました(・∀・)!!大きくてリアルな恐竜の遊具もあり、子供たちは大興奮!!とっ

てもおススメな公園なので是非みなさんも行ってみて下さいね♪ 

マスキングテープなら気軽にモ

リスデザインを楽しめる！ 


