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※誠に勝手ながら
８月１０日（水）から
８月１７日（水）まで
夏季休暇とさせて
いただきます。

□■ 毎月 第２木曜日 発行 ■□

真似したくなる♪・・・オリジナリティに富んだお宅が完成しました
先日つくば市に完成した H 様邸は、機能的で美しいだけでなく、いろいろなところに独創性が見られるオンリーワンのお家です。
そのひとつはタイルを使った洗練
された演出！玄関わきの手洗い
の前面や２階の洗面台には、明る
い色とデザインのタイルを貼りまし
た。そうすることで清潔感がアップ
し、空間にアクセントを与えること
オリーブ色がさわやか
ができました。外から帰ったお子
さんが喜んで手洗いしてくれそう
ですね。またキッチンやランドリー
布団を収納するので
洗面台横には使い
脱衣カゴは下段に
ルームは、ヨーロッパ調のホワイト クローゼットも開ける方向によって内部の使い
方を変えて、デットスペースは極力少なく
棚板はすのこに
やすい向きで収納を
タオルは中段に
に統一してスッキリとした印象に。
そして次にあげられるのは、完璧に計算さ
ハイセンスでありながらメンテナ
れた収納。どこに何を収納するのか？新
ンスも楽になりました。このように
可愛い印象の手洗い
居での生活をイメージしながら、細かく決
いろいろな表情を見せてくれて機
めていきました。そしてそこから生まれた
能的なタイル・・・・家づくりのひと
丁寧な棚割りやコンセントの位置。デット
のアイテムと
スペースを極力少なくし、家族全員が使い
して見直して
やすく・・・・そんな工夫がたくさんみられま
みるのもいい
す。新築のいまだからこそ、そして、私たち
かもしれませ
地元の工務店だからこそできたのだと、自
んね。
キッチン奥のパントリ
ーはコーナーを活か 慢したくなるお家になりました。
清潔感があって機能的

洗練されたヨーロッパ調

晴天に恵まれた７月初旬、龍ヶ崎市Ｓ様邸の上棟式がありまし
た。施主様のご家族に「何時から来られてるんですか？」と伺う
と、「１０時からです！」工事の着工からこまめに現場を見に来
ていた施主様。今日の日を心待ちにしていたご様子。施主様が
気を遣ってくださり、私に麦茶を恵んでくださいました(>_<。嬉)

俺たちに
任せろ！

職人さん達の迅速な仕事に
より、１階の柱が完成！

～上棟式開始 ～

家 の 四隅 に塩 と 米
を盛り、清めるお施
主様

塩と米にお酒を
かける奥様

２階 の足 場が 不安 定 な 所
で作 業 を し ている 職 人 さ
んを 発 見 ！ 見 ている 方 が
落ちないかハラハラ・
・・

午後は、２階から屋根作りと
ＦＰパネルのはめ込み作業

職人さん、クレーン車、
資材が集まります

ボ スも掛矢を持 ってＦＰパ
ネルをはめ込むお手伝い。
汗だ く にな りな が ら 頑 張
ります。

AM8:00～作業開始！
鉄筋で足場を作ります

完成おめでとうございます

した棚割り

PM6:30～完成までの無事と繁
栄を祈り全員の三本締めで上
棟を終えました。暑い中大変で
したが、怪我や事故も無く終わ
れて良かったです♪施主様も挨
拶まわりや準備で大変そうでし
た！1 日お疲れ様でした★☆

昼頃には２階の床板が張り
終わり、柱を建てます

最後は家を雨風から守る為
ブルーシートで覆います

セレクトホームは、高気
密・高断熱の完全注文住
宅をお客様と共に一棟ず
つ、熱い思いを込めて創
っている会社です。土地
探しのお手伝いや、リフ
ォーム、住宅に関する全
ての工事を請け負ってい
ます。ご興味のある方は
お気軽にご相談ください

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）

守谷市百合ヶ丘・・・②

平成 22 年 7 月

龍ヶ崎市緑町・・・⑤

工程段階
①地鎮祭

平成 27 年 7 月

②基礎工事

0円

14,256 円

電気代

11,828 円

5,235 円

収 支

－11,828 円

＋9,021 円

⑤設備工事

２０，８４９円 お得になっています！

⑥外壁工事

売電（48 円）

差 額

③上棟
取手市本郷・・・⑦

つくば市上横場・・・⑩

④木工事

⑦建具取付

浮いたお金で・・・♪

牛久市南
・・・⑩

守谷の中央にある「そうさえも
ん」さんへ。誕生日という事で
奮発しました♪アワビってやつ
です♪お箸も用意されていて、
気軽にいただけます！是非。

住まいを愉しむ

龍ヶ崎市・・・地盤調査
龍ヶ崎市・・・リフォーム中

⑧ｸﾛｽ工事
⑨ﾀｲﾙ工事
⑩外構工事
⑪完成

Vol．15

☆☆ おてがる cooking ☆☆
さっぱり＆旨みたっぷり！
冷やしだしトマト

インテリアのカラー どう選んでる？？
～カラーコーディネートのキホン～
お部屋のインテリアに満足していますか？ なんかしっくりこない…、まとまりがなくて…、というそん
な方へ。あなたの“色選び”、大丈夫ですか？色選びはインテリアを左右する第一要素！と言っても過言で
はないほど、大切なのです。
色彩は人間の心を豊かにしてくれるものですね。「温かそう」「涼しげ」「軽やか」「重厚」「柔らかい」「シ
ャープな」などなど、お部屋の印象を左右する色選び。自分好みのインテリアをセレクトする第一歩とな
るでしょう。
今回は、インテリアの色選びにおいて基本となる３段階の考え方をご紹介します。
＜①ベースカラー（基調色）＞
床・壁・天井といった、部屋の大部分を占める色のこと。一般的には刺激が強すぎない淡い色が適してい
ると言われます。天井や壁は圧迫感を与えないようなホワイトやベージュなどが好まれ、床はそれよりも
明るさを抑えたナチュラル色やブラウンなどが好まれます。おうちを建てる際にほぼ決まってしまう色で
もあり、長く付き合っていく色となるので、やはり飽きのこない色がいいですね。一部屋に占める割合は、
約７０％が目安です。
＜②アソートカラー（配合色）＞
カーテンや家具など中面積を占め、ベースカラーに変化をつける色。サブカラー
とも言います。お部屋の約２５％が目安。ベースカラーと類似した色味で、明る
さや鮮やかさに変化をつけたものを用いる場合が多いです。住み始めてから変え
ることもできますが、思い切って“模様替え”をする際でないと変えられません
ね。やはりご自身が心地よいと感じる色をセレクトしていきましょう。
建具の色も重要な要
＜③アクセントカラー（強調色）＞
素。ブラウンとホワイトで
は印象がガラリと変わり
インテリア雑貨など小さい面積で、まさに“お部屋のアクセント”となる色のこ
ます
と。約５％程度しか占めませんが、印象を大きく左右する重要な色です。ベース
カラーやアソートカラーに対し、明 vs 暗、薄い vs 濃い、真逆の色彩、など何らか
暑い夏には涼しげな
の“対比”となる色を用いると良いです。季節や気分によって、頻繁に変える楽し
「ミントグリーン」に変
えてみた！
みを味わえる色でもあり、絵画・花瓶・クッションカバーなどで思いの演出が可能
となります。アクセントカラーは必ずしも“１色”に統一する必要はありませんが、
あまり多いとまとまりがなく、雑然とした印象になりがち。お部屋は暮らしていく
うちに様々な生活用品が入りますから、当然多様な色が入ってきます。ですから、イ
ンテリア雑貨などを購入する場合には、ご自身の部屋のアクセントカラーを意識した
上で色を絞りながら選んでいくと良いですね。
この３段階の色の考え方と、適切な割合を頭においた上で、今一度お部屋のカラーコーディネートを楽し
んでみましょう！！
前回に引き続き、まなみんです✿連日暑い日が続いておりますが、体調を崩されておりま
せんか？私事で大変恐縮ですが、実は妊娠しました(*>ᗨ<*)短い期間でしたが、現場に行
き、お客様や職人さんに話を聞く度、家に携わる人の思いと努力の結晶が集まって、やっ
と一軒出来上がるんだなぁ～と家が建つことの奥深さを知りました。とても残念ですが、
今後は子育てに専念する為『はぁと』に参加するのは最後となります。セレクトホームで
学んだことを活かし、家作りに役立てられたらと思います！ありがとうございました♪

発行 株式会社 セレクトホーム

＜材料＞
●トマト（中玉）・・・４個
●おろししょうが・・・適宜
●大葉・・・４～５枚
●白だし（３倍濃縮）
・・・１００ｃｃ
●水・・・３００ｃｃ

①
②

③
④

⑤

＜手順＞
トマトのおしり表面に少し
切れ目を入れる。
沸騰した湯に①を入れ、皮
がはじけてきたら冷水にと
る。
冷水の中でスルッと皮をむ
く。
白だしに適量の水を入れ、
③のトマトを入れたら、４
～５時間、冷蔵庫で冷やす。
器に④のトマトとだし汁を
入れ、刻んだ大葉とおろし
しょうがをのせて、出来上
がり！

暑くて食欲の無い日に最適！
冷た～いおだしで美味しく頂
けます♪
鮮やかな赤色のトマトは、老化
やがんを予防する抗酸化物質
を含んでいるそうです。若返り
も期待できますね～！

ボス＆くまこ＆とぴこ＆まなみん＆みくりん

●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）
◆次回は、9/8（木）
Tel：0297-34-0010 Fax：0297-34-0012 E-mail： select1@select-home.co.jp
発行です。
どうぞお楽しみに！ ●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内 5-26-1（毎週 月・金・土 絶賛公開中！）
●守谷体感ハウス：守谷市薬師台 6-2-8（予約制で内覧可能です！）

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

