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陽光あふれる
以前住んでいらした家が、寒くて暗いとおっしゃっていたＮ様。新しい家に求められたものは温
もりと明るさでした。百合ヶ丘に完成したＮ様邸をご紹介します！！
ご家族のくつろぎの場でもある
吹抜けになったリビング。南側
の高窓と階段途中に設けた大
きな窓の効果で、明るい光が
差し込み、温もりの感じられる
快適なお部屋となりました。
高窓は、外からの視線を気に
せず明るい光を取り入れなが
らも、室内からは清々しい空を
感じられるここちよい窓です。

居室はすべ
て角部屋に
配置。２面採
光で明るさと
通風を実現
しました。
レースのカ
ーテンから
やさしい光
が降り注ぎ
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。

吹抜け上部につくった３帖のロフト。階段は格子
の手すりで、採光と安全を確保。星の形のライトは
お子様が楽しい時間を過ごせるように、ロフトをやさしく照
らします。ご家族ひとりひとりがほっとできる家。そんな家
を目指して、とことん語り合い、楽しみながらＮ様と一緒に
造りあげていきました。今年の冬は、日差しと床暖房で暖
かく過ごせそうですね。完成、おめでとうございます♪

おきくの

宿泊体験レポート ～冬の寒い日編～

インテリアの主役！ デザイン階段特集

セレクトホーム自慢の城ノ内展示場で宿泊体験してきました！
オリジナル床暖房仕様の無垢材の床
入室してすぐ暖かさを実感。リビングには大き
な窓がありますが、冷気を感じさせません。寝
転んでしまいたくなる心地よさでした！
リビングだけでなく、トイレや脱衣所、他のお
部屋まで床暖房で暖かいので、子供たちが部屋
の行き来をしてドアを開けっ放しにしても寒さを感じること
がないので、感動！ＦＰの家だからこその高気密・高断熱。い
つもより服を 1 枚少なくしても、快適に過ごせました。
マイクロバブルトルネード
1/1000mm の気泡でお湯の色が
白濁色に！よく見ると、お湯の
表面にはたくさんの皮脂が！！
お風呂から出ても、ポカポカと
体の芯まで温まりました。
宿泊してみないと分からないＦＰ工法の家の性能を実感してみませんか？
宿泊体験は無料なので、お気軽にお問い合わせください。

見学・体感宿泊予約がホームページ
の体感展示場見学カレンダーからも
宿泊予約できるようになりました♪
http://www.select-home.co.jp/
〒301-0847
茨城県龍ヶ崎市城ノ内 5-26-1
TEL 0297-34-0010

階段は家のシンボルともいえる、家の印象を決める重要な要素のひとつです。
セレクトホームなら標準仕様でインテリア性の高いデザイン階段が選べます！
無垢の床材に合わせ
た無垢の階段

無垢×鉄骨
の階段

ＬＤＫの中心に
オブジェのような階段

階段の部材全てに無
垢材を使用。優しい色
合いが温もりを感じ
る、ナチュラルな雰囲
気です。手前は、段板
の下がオープンなスケ
ルトン階段にして、光
を通し明るい空間にな
っています。

階段の段板は無垢、手
摺りと柱は鉄骨の組み
合わせ。階段横の側板
をなくした片持ち階段
にし、シンプルを極め
たデザインです。鉄骨
のブラックが空間を引
き締めて、シャープな
印象になっています。

段板の下がオープンな
スケルトン階段。圧迫
感がなく、空間に広が
りを感じさせます。階
段を部屋の中心に配
置することで、上り下り
する家族の様子がわ
かり、コミュニケーショ
ンが自然と増えます。

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）

平成 22 年 1 月

平成 29 年 1 月

0円

9,744 円

電気代

-19,192 円

-15,567 円

収 支

－19,192 円

-5,823 円

売電（48 円）

差 額

守谷市・・・建物解体中

つくば
みらい市
・・・地盤改良

工程段階
①地鎮祭
②基礎工事
③上棟

取手市双葉・・・⑥

龍ヶ崎市
白羽・・・⑧

④木工事
⑤設備工事
⑥外壁工事

１３，３６９円 お得になっています！

⑦建具取付

浮いたお金で・・♪

マルゲリ
ータは、
生地も
おいしく
ペロリで
した!

休日、物件調査帰りに千葉
県鎌ケ 谷市に てラ ンチ♪
「マンマパスタ」さんでは店
内の石窯で焼いた本格ナ
ポリピッツァが頂けます！

住まいを愉しむ

守谷市
百合ヶ丘
・・・⑩

常総市・・・旧建物解体中
古河市・・・リフォーム中
つくば市・・・リフォーム中

Vol．20

２０１７年 今年の流行色は？ 実は２年前から決まっていた！？
～ インターカラーと流行色のしくみ ～
季節が変わると、街のショーウインドウで見かけるファッションのカラーも変わり、流行のカラーをセン
スよくファッションに取り入れてみたい！そんな風に感じていきますよね。各種メディアでも流行色のフ
ァッション特集を目にしたりしながら、実際に街の人々が身に着ける流行のファッションカラーが定着し
ていきます。
さて、その「流行色」ってどんな風に決まるのか？その仕組みをご紹介しましょう。
なんとなく自然発生的に流行ってくるような印象を受ける“流行色”ですが、実はきちんとした流れで色
の専門家によって“決められている（提案されている）”のです。国際流行色委員会という国際機関があ
り、その委員会がパリで年２回、実市場の約２年前に流行色を選定しています。この色のことを「インタ
ーカラー」と呼びます。日本においては、日本流行色協会（ＪＡＦＣＡ）という組織の中に、インターカ
ラー日本委員会が組織され、日本提案色の決定、インターカラー情報の共有などが行われているそうです。
インターカラーは特定の１色ではなく複数出され、大きな方向性が決められるというという感じですが、
それを受けて、カラーに関する機関や企業により具体的なカラーが絞られて、その年の色が発表されてい
きます。
なぜ、約２年前という早い時期に決定されるのか？というと、その後、実際のカラーアイテムが店頭に並
び、一般の人々の手に渡るまでの過程とその期間を考慮しているからなのです。インターカラーの発表を
受けて、生地の作成、ファッションショーの開催、買い付けなど、様々なファッションビジネスが動き、
流行の流れを作っていくという訳なのですね。
では、今年２０１７年はどんな色が流行るのでしょうか？その候補を、代表例として２つ、ご紹介してき
たいと思います。
①リーディングレッド（Leading Red）
・・・ＪＡＦＣＡが２０１７年の色、として発表していま
す。いわゆるビビッドな赤です。
（マンセル値：４Ｒ４．２５／１４）。未来を開く力を秘めた色、
として選定されています。
②グリーナリー（Greenery）・・・米国ＰＡＮＴＯＮＥ（パントン）社が発表した２０１７年の
色。明るい緑です。爽やかでリラックスできる森林浴をイメージさせるような色ですね。
さて、あなたはどちらがお好きですか？早速、ファッションやインテリアに取り入れてみてはい
かがでしょう？
（参考：日本流行色協会 http://www.jafca.org/ ）
インテリアに取り入れるなら、リーディングレッドはアクセントカラーとして、小物
で印象的に使いたいですね。一方、グリーナリーは、柔らかな印象。類似色でのグラ
デーションも楽しめそうな色です。カーテンやカバーリング、テーブルコーディネー
トなどに活用するとリラックスした空間を演出できそうですね。
節分はどうお過ごしでしたか？我が家では毎年豆まきをしていますが、最近になって
家族のリクエストの具を入れた恵方巻を作って食べるようになりました。正しくは、その
年の恵方の方角を向いて、切らずに黙って願い事を思い浮かべながら食べるそうです
が、食べ切れそうもないので１本を半分に切ってしまいます(汗)。せっかく作った恵方
巻を家族みんな恵方の方角を向いたまましゃべらずに黙々と食べるのはちょっと寂し
い気がしてしまいますが、そこは我慢！そして、なぜか毎年豆まきの鬼役は私になっ
ています... 皆さんのお宅では、鬼役はどなたでしょうか。こぱん

◆次回は 3/9（木）
発行です。
どうぞお楽しみに！

⑧ｸﾛｽ工事
⑨ﾀｲﾙ工事
⑩外構工事
⑪完成

☆☆ おてがる cooking ☆☆
春菊のサラダ
生で味わう旬のおいしさ♪

＜材料＞ ２～３人分
●春菊・・・１００ｇ
●かぶ（ラディッシュでもＯＫ）
・・・小２個
●マッシュルーム（ブラウン）
・・・４個
●にんにく・・・１片
●オリーブ油・・・大さじ２
●白ワイン・・・大さじ２
●塩・・・ひとつまみ
●ブラックペッパー・・・少々
＜手順＞
① 春菊は水でよく洗い（汚れ
や古い葉など丁寧に取って
おく）、食べやすい長さにカ
ット。かぶは薄くスライス。
② マッシュルームは３ミリ程
度にスライス。
③ フライパンにオリーブ油、
みじん切りしたにんにくを
入れて熱し、マッシュルー
ムを加え、塩・ブラックペ
ッパーをふり、仕上げに白
ワインを入れて炒める。
④ ③の火を止めたら、皿に盛
った春菊とかぶにさっと回
しかける。
たくさんの栄養素を含む春菊。
“食べる風邪薬”として古くか
ら珍重されてきたと言われてい
ます！！
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