
 

 

 

 

   

無垢材の床や漆喰の壁、自然素
材を採用した平屋モデル。ロフト
や吹抜けがある大空間でもロフト
にあるエアコン一台で家中快適! 

こちらの 
QR コードからも 

ご予約頂けます♪ 

はぁと -heart- 
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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。 

2021 July Vol.123 

Renovation  

Would you like to experience 
 the staying in the Model house? 

 

２４時間換気システム採用 

開始１時間前から集合してしまう
ほど、気合十分の大工達!!待ち
時間には、大工さん同士で現場
の納まりが今までと変更になっ
たことを共有！これも社員大工だ
からこそ成せる事なんです☆ 

６月吉日 AM8:00 お天気にも恵まれつくばみらい市 H 様邸の上棟スタートです♪ 

 

 

『新築現場インスペクション』では、建築現場で

「施工不良がないか」「正しい工事をしているか」

を、公正・公平な調査を行う検査員(ホームインス

ペクター)にチェックして頂きます。計三回の検査

報告書は引き渡しの際にご提出致します。安心・

安全で高性能な最強のお家をご提供いたします! 
社長 熊谷 

１７時過ぎしっか
り雨養生し、上棟
完了です✨隣の
アパートと同じく
らいの大きさの立
派なお家が建ち
ました(*´ω`*) 

♡H 様上棟おめでとうございます♡

Inner Garage House 
Upper building Report 

セレクトホームの上棟はこだわりがいっぱい!!すべてのこだわりはお客様のために・・・♡ 

施工スピードよりも「気密」を優先しているため、２日間に分けて上棟作業行います。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」を目標に、よ
り安心・安全なお家造りを目指しています(*^^*) 

IN TSUKUBAMIRAI 
土台敷きで陽を浴びて、色黒イケ
メンになった担当大工のＢさん→ 

☟しっかりと栄養をチャージして・・・H 様ご馳走様でした(>U<) 

 

実際の生活と同様に、キッチン
や浴室、寝室をご使用頂けます。
同じようにお過ごしいただくこと
で、FＰの家ならではの遮音性・
生活臭の少なさ、何より調湿さ
れた快適さをお感じ頂けると思
います。高気密・高断熱の快適
空間を是非ご堪能下さい! 

２日目 ルーフィング施工 セレクトホームの上棟のこだわりの一つ、「ルーフィングはエアホールで横留め
養生」です! 普通の木で留めると雨が降った際に水が溜まってしまい、縦だと
多数留めることになりビス補修も大変なので、この方法を採用しています。
日々より良い上棟へと向けて、進化し続けて参ります(｀・ω・´)ゞ 

close up 

エアホール 

社長 熊谷 

CLICK 

大きいお家のため、材料の数も多い!今回は鳶の職
人を２人増やして１２人態勢で臨みます!職人が効
率よく作業を進める中、社長自ら雑用をテキパキと
こなします(`･ω･´)b そう、セレクトルール「上棟の
時だけはゴミを社長に任せて作業に集中!!目標ま
で進め、しっかり雨養生が最優先」が発動中です! 

 夏は楽しみながら、有意義にマイホーム計画を立てましょう♪セレクトホームのモ
デルハウスは見学の他、宿泊も可能です。ムシムシした暑―い夏こそ、ご自身の
目や肌で直接ご体感ください!セレクトホームのこだわりがたくさん詰まった自慢
のモデルハウスです！ご家族皆様の素敵な夏の思い出になること間違いなし♪ 

築２７年の軽量鉄骨住宅をフルリ
ノベーション!室内は階段や水廻り
を大きく変更し、収納を増設。デザ
イン・性能・間取り全てがまるで新
築のように生まれ変わりました。 

Flat House 

午後から社長・
現場監督で FP
パネルはめ込み
作業を開始!H様
ご家族にも体験
して頂きました♪ 

体感宿泊はご予約制となっております。お好きな御
日にちで、お電話またはホームページからご予約お
受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい☆ 

ホームページからのご予約は、「体感展示場」タブ
をクリック(パソコンからだと右側にあります)→カレ
ンダーでご希望の日程・時間をクリック→ご希望の
展示場選択→メッセージ欄に「宿泊希望」とご入力 

の手順でご予約頂けます(*^^*) 

上棟式も無事に
終わりました☆ 

Select style 



太陽光発電と電気代情報＋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） 

 

 
 

 

  

 住まいを愉しむ  Vol．84 

世界のインテリア名品たち  その１．  ～ 椅子編（デザイナーズ・チェア） ～ 

世界の名品と言われる家具やインテリアアイテム。著名なデザイナーによって生み出されたそのフォル

ムや機能は、やはり素晴らしいものです。できれば自宅に迎えて至福の時を過ごしたいものですね。 

今回は、椅子に注目。デザイナーズ・チェアと呼ばれる名品たちの中から、７選を紹介します。 

＜①Ｙチェア  ハンス・ウェグナー＞ 

北欧家具の代表的な作品。デンマークのハンス・Ｊ・ウェグナーによるデザイン。手工

業的な暖かみが感じられる椅子です。曲木製のアームとＹ字の背もたれが印象的。座面

にはペーパーコードが使用されています。１９５０年の登場以来長く愛され、木材の種

類やカラーバリエーションもあり、人気の高い作品です。 

＜②アントチェア（左）・③セブンチェア（右）  アルネ・ヤコブセン＞ 

アント（ありんこ）チェア・セブンチェアともにデンマークの作家、

アルネ・ヤコブセンによる作品。フリッツ・ハンセン社を代表するダ

イニングチェアシリーズたち。成形合板でつくられ、スタッキングが

可能なタイプ。コンパクトで華奢に見える作りにもかかわらず丈夫で、

デザイン性と機能性を兼ね備えた使い勝手の良い椅子です。 

＜④ジグザグチェア  トーマス・リートフェルト＞ 

「シュレーダー邸」「赤と青の椅子」などで知られる、オランダの建築家・デザイナーで

ある、ヘリット・トーマス・リートフェルトの作品。抽象的な造形への関心の高まった、

ディ・スティル派の作家らしい、個性的なデザインと言えるでしょう。カラーは、赤・青・

黄色のビビッドなラインナップ。 

＜⑤ラウンジチェアとオットマン（左）・⑥アルミナムグループ（右）  チャールズ・イームズ＞ 

ラウンジチェアとオットマン・アルミナムグループともに、建築家・

デザイナーかつ映画製作者でもあったチャールズ・イームズの作品。

アメリカン・モダンを代表する椅子です。成形合板や皮革、アルミ

ニウムなどが使われており、カッコよく、かつ優雅な印象を与えま

す。ゆったりとした心地よさを存分に味わいたい椅子ですね。 

＜⑦バタフライ・スツール  柳宗理＞ 

日本の工業デザインを牽引した柳宗理（やなぎそうり）の代表作。作品名の通り、蝶が羽

を広げたような独特な形状で、成形合板により作られています。絶妙な曲面や木のしなり

が生むフィット感・日本人にあったサイズ感も人気の所以のようです。モダンな和室にも、

ナチュラルな洋室にも合いそうですね。 

写真出典元： 

Ａｃｔｕｓ Ｏｎｌｉｎｅ（https://online.actus-interior.com/）①・②・③ 

ＭｏＭＡ Ｄｅｄｉｇｎ Ｓｔｏｒｅ（https://www.momastore.jp/shop/）④・⑤・⑥・⑦ 

 

守谷市本町② 守谷市本町② つくばみらい市 

富士見ヶ丘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 

守谷市板戸井⑧ 我孫子市柴崎台⑧ 古河市平和町⑩ 

つくば市房内⑪  守谷市本町⑫ リフォーム工事・・・ 

土浦・つくばみらい 

間取り打合せ中・・・

守谷・龍ヶ崎・つく

ば etc 

 2010 年 6 月 2020 年 6 月 2022 年 6 月 

売 電 0 円 19,632 円 3,791 円 

電気代 8,928 円 5,713 円 4,648 円 

差 額 －8,928 円 ＋13,919 円 －８５７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 ☆☆ 

トマトとクリームチーズの 

塩昆布和え 

 
＜材料＞ ４人分 

●トマト・・・２個 

●クリームチーズ・・・ 

キューブ３個（２６０ｇ） 

●塩昆布・・・１０ｇ 

●オリーブオイル・・・大さじ１ 

 

＜手順＞ 

① トマトは８等分のくし形切り

にし、さらに縦半分に切る。 

② クリームチーズは、約１ｃｍ

角に切る。 

③ ボールに塩昆布、オリーブオ

イルを入れ、よく混ぜる。 

④ ①と②を加えて、よく混ぜ合

わせたら、器に盛って出来上

がり！ 

 

おつまみにも、おかずにも！ 

旬のトマトの甘みや旨味を存

分に楽しめるレシピです。よ

く冷やして食べるとおいしい

ですよ。 

 

トマトは低カロリーで栄養が

豊富。ストレスや風邪に対す

る抵抗力を高めたり、美肌効

果や老化防止効果などでも注

目されています。ぜひ、この

時期にたくさん味わいたいで

すね。 

 
◆次回は 8/4（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。 

浮いてないですが・・・ 

PARM の期間限定「黒蜜きなこ」♪ 

黒蜜たっぷりでウマし！ 

きなこ好きにはたまらない(>o<)是非♪ 

 最近息子のイケメン化計画を進めるため、スケートボードを始めました(`・ω・´)
まだまだ乗ることすらうまくできていませんが、カッコよく滑走できるようになるの
を楽しみにしています(●´ω｀●)汗だくで頑張っている息子が可愛すぎて、愛
が止まりません( ˘ω˘ )♡笑                                 おきく 


