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一つ 建物内土足禁止
今までは敷地内にブルーシートを敷いて養生
し、玄関部への土汚れを防いでいました。玄
関部は最終的にタイル等で下地が見えなくな
る部分ですが、やはり大切なお客様のお家だ
から・・・綺麗なまま保ちたい!!と考え、玄関部
から土足禁止を決定致しました!

社員大工だけでなく、協力会社の職人さんもセ
レクトホームのこだわりに応えてくれています。

セレクトホームでは、
現場を常に綺麗に保つこと
を心掛けております。

二つ いつでも清潔なトイレ

上棟後は現場での打合せも増えるため、お客様にも
気持ちよくご使用頂けるよう、常に清潔なトイレを目
2022 年・・・更に進化致します!!
指します!!女性やお子様にもご使用頂けるよう、現場
監督が心を込めてお掃除致します(*´U`*)

セレクトホームは、お客様にいつで
も現場へお越しいただけるよう整
理整頓された綺麗な現場を目指し
ています。朝一番と作業終了時に
行う「向こう 3 軒隣」の範囲の道路
及び近隣清掃に加え、各休憩前の
作業範囲清掃を設け、１日計５回
の清掃時間を徹底しています。すべ
てはお客様に信頼して頂けるような
会社であるために。お客様の立場
にたって一つ一つ丁寧に取り組み、
現場が展示場としてご覧頂けるくら
い整った状態に保つ事を心掛けて
います。これからも現状に満足せ
ず、常にお客様を一番に考えた取
り組みをしてまいります!

土 足禁止

職人さんには、ポスタ
ー・声掛けで土足禁止
のご協力をお願い

□■ 毎月 第２木曜日 発行 ■□

内

玄関部は人工芝で養生
し、室内履きゾーンを視
覚で分かるよう工夫

こちらも人工芝でトイレ内を養生。ドアにポスター
を貼り、靴を履き替えて入室するルールに決定!

社長 熊谷

嫌な花粉シーズン到来・・・家の外のみならず、お
家の中でもつらい思いをされている方もいらっ
しゃるのではないでしょうか？そんなお悩みも、
高気密住宅の「ＦＰの家」なら解決!!(*^^*)なぜ
なら、「ＦＰの家」は気密性が高いため、外からの
花粉をブロックできるから♪２４時間計画換気シ
ステムで室内の空気をコントロールし、室内の空
気を淀みなく、キレイな空気に保つことができる
のです。お客様の中には、「家の中にいると症状

花粉シーズンは洗濯
物の花粉対策が必須!!
(上)雲梯(うんてい)
のあるお家。普段はお
子様の遊び場ですが、
室内干しのスペースに
も活用できます。
(右)「洗う→干す→畳
む→しまう」万能なラ
ンドリールーム

◇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。

魅せる収納

玄関横に靴や衣類を
置く「シューズクロー
ク」を採用すれば、上
着や帽子についた花
粉を室内に大量に持
ち込むリスクを低下
させられます。花粉
だけではなく新型コ
ロナウイルス対策に
もなりますので、おス
スメです(*´ω`*)

後に変更となると追加料金が発生し
てしまう「コンセントや照明のスイッチ
の位置」は、現場で実際の空間を見
て決めて頂きます。現場で打合せす
ることで気づくことがあるので、重要
な位置決めは現場で行います。

が治まる」という方が多くいらっしゃいます
(^^)さらに、「ＦＰの家」は花粉症だけでなく、
アトピーや喘息などのアレルギー体質を改善
した例も多く見られます。「ＦＰの家」独自の
断熱材であるＦＰウレタン断熱パネルは、壁
内で結露が発生することがなく、湿気に起因
するカビの発生を防ぎ、家自体の空気を汚す
ことがありません。「ＦＰの家」はま
さに健康住宅と言えますね♪

玄関→土間収納→洗面
脱衣室とつなげること
で、リビングに花粉やウ
イルスを持ち込まない、
鉄壁ガードの間取り!!
ローマンシ
ェードで仕
切り、生活
感を隠せ
ます♪

ウォークスルーの土間収納

太陽光発電と電気代＋蓄電池情報
守谷市_オール電化住宅（セレクトホーム 社長宅）

～建築中現場の進捗状況～
守谷市板戸井②

我孫子市柴崎台③

つくば市房内④

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。

工程段階
①地鎮祭
②基礎工事
③上棟

2010 年 2 月

2020 年 2 月

2022 年 2 月

売 電

0円

10,272 円

1,020 円

電気代

16,908 円

18,995 円

23,472 円

⑥外壁工事

差 額

－16,908 円

－8,723 円

－22,452 円

⑦建具取付

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

古河市平和町④

守谷市本町⑧

⑧造作工事
守谷市本町⑪

守谷市本町⑪

リフォーム工事
・・・五霞町・東中野
間取り打合せ中

春のごはん泥棒「ふきみそ」を作って
みました！苦みがたまらない(*’▽’)
おつまみにも◎ 是非！

Vol．80

健やかな成長を“時”と共に

④木工事
⑤設備工事

浮いてないので・・・

住まいを愉しむ

守谷市本町⑨

～ 子ども部屋にオススメの時計の選び方 ～

もうすぐ、進級・進学シーズンがやってきます。子ども部屋・キッズスペースの
準備や模様替えなどを検討しているという方も多いのではないでしょうか。その
際、ちょっと考えておきたいのが「時計」です。実用品として、知育として、そ
してインテリアとしても、時計選びはとても重要になってきます。子ども部屋や
キッズスペースにオススメの時計の選び方を紹介します。
＜やっぱり「アナログ」！＞
子どもの時間感覚を育てるには、やはりアナログ時計が良いでしょう。実際に針が動いていく様子を視
覚的に感じ取りつつ、時が過ぎることを体感する。
「この針が〇まで来たら、おやつにしようね！」なん
て会話をしながら、楽しく“時”を過ごしていきたいものです。そして、知育面から考えても、時計を
読めるようになることは大切です。小学校入学時に既に時計を読む習慣をつけられたら、就学後には学
習面でも生活面でもスムーズに過ごせそうですよね。まずは、時計に親しむことから♪
＜見やすく読みやすいことが重要！＞
視認性に優れている、つまり、文字盤が見やすく、数字が読みやすい、針が指
す位置が分かりやすい、という点が重要。文字盤の地の色と数字や針の色には、
しっかりとコントラストがあった方が良いですね。数字は、ローマ数字や湾曲
した字体のものよりも、一般的なアラビア数字で、バランスのよい字体のもの
が良いでしょう。中には、分の表示まで数字が入っていてより分かりやすいデ
ザインのものもあります。針先が見やすく強調されているものも良いですね。
視認性に優れた 「ふんぷんクロック」。 置き型の他、掛け時計タイプもあり！

＜成長しても飽きのこないデザインがいい＞
せっかく購入するのなら、成長しても飽きがこない、長く愛用できるデザインのもの
を。子どもが幼い頃から準備するとしても、幼児向けすぎるキャラクターなどでなく、
シンプルな中にもちょっとしたデザイン性のあるものがオススメです。幼児から小学
生を経て、中高生、大人になるまで使えるような素敵なデザインもたくさんあります。
お部屋のインテリアに合っていることも大切。ナチュラル・ポップ・カントリー・エ
レガントなど、お部屋のテイストに合わせて、セレクトしてみましょう。
＜子どもが“かわいい！”“好き！”と感じられるものを＞
アナログタイプ、視認性が良いことに加えて、実際にそれを使う子ども自身が、興
味をもてる、
「この時計、かわいい！好き！」と思えるものであることが大切です。
気に入ったものであれば、子どもも楽しく見ることになり、時間を意識して自立的
に行動できるようになるかもしれません。そして、きっとその時計と共に健やかな
成長をしていってくれることでしょう。
愛らしい 「とまり木の時計」。 モンキチョウがお部屋に舞います （^^） てんとう虫バージョンもあり！

もう三月!子供を産んでから、本当に月日が経つのが早く感じます。そんな娘も今月で卒園。寂しさ
もありますが、ランドセル姿を早くみたいなぁと思うこの頃です。写真は去年つくばみらい市にある桜
の名所、福岡堰で撮ったものです!可愛い桜がいっぱいなので、記念撮影におススメです♪
今年はランドセル姿で撮影してみようと思います(*^^*)
おきく

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
随時、ご予約
●リノベ体感宿泊ハウス：龍ケ崎市出し山町 48
受付中♪
●守谷体感ハウス：守谷市薬師台 6-2-8

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

⑨ｸﾛｽ工事
⑩ﾀｲﾙ工事

・・・守谷・龍ヶ崎・つ

⑪建物完成

くばみらい etc

⑫外構工事

☆☆ おてがる cooking ☆☆
見た目もかわいい！
プルップルの
まるごと伊予柑ゼリー

＜材料＞ ２個分
●伊予柑・・・２個
●ゼラチン・・・５ｇ
●砂糖・・・大さじ１と１／２
●水・・・１００ｍｌ
（果汁と合わせて３００ｍｌに
なる水量。果汁は２００ｍｌ。）
＜手順＞
① 伊予柑の上から１／３程度
のところでカットし、上部は
蓋用にとっておく（ついてい
る果肉はくり抜き、絞って果
汁用にプラス）。
② カットした２／３の部分は
外皮を器にする。中身をきれ
いにくり抜き、種や薄皮を取
り、果肉を絞って漉し、果汁
にしておく（２００ｍｌ）。
③ 鍋に、水・ゼラチン・砂糖を
入れ、混ぜながら火にかけて
ゼラチンを溶かす。煮立った
ら弱火にして混ぜ、火を止め
る。
④ ③に果汁を加えてよく混ぜ、
②の皮の器に注ぐ。
⑤ ④を冷蔵庫で３時間くらい
冷やし、しっかり固める。
⑥ ⑤に①の蓋を添えて、完成！
旬の伊予柑のおいしさを閉じ込め
たゼリー。まるごと器は子ども
にも大人気！

◆次回は 4/14（木）
発行です。
どうぞお楽しみに！

