
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 こんにちは！昔から“暑さ寒さも彼岸まで”という通

り、お彼岸を境に涼しくなりすっかり秋らしくなりまし

た。読書の秋・スポーツの秋・食欲の秋 到来です♪ 

お天気の良い日に外で過ごすととても気持ちのよい時

期ですので、しっかり体を動かし、美味しく食事を摂り、

健康的な秋を過ごしたいと思います！ 

リフォーム現場の方でも快適に作業が進む季節です♪ 

各現場にて日々、匠たちが腕を奮っております！ 

今年も残すところあと３ヶ月。新たな生活環境で新年を

迎えるご予定の方にとってはそろそろ準備を始めない

といけない時期。年内にマイホームを！年内にリフォー

ムを！とご検討中の方は是非、ご相談くださいませ。 

＊＊＊＊施工施工施工施工レポートレポートレポートレポート＊＊＊＊    

ペペペペペペペペッッッッッッッットトトトトトトトリリリリリリリリフフフフフフフフォォォォォォォォーーーーーーーームムムムムムムム特特特特特特特特集集集集集集集集！！！！！！！！！！！！！！！！        

ペットも大切な家族の一員。共にもっと快適に暮ら

せるペットリフォームペットリフォームペットリフォームペットリフォーム特集特集特集特集をご用意いたしました。 

実は有るのです。こんな便利な建材が・・・ 

 
      

サンゲツサンゲツサンゲツサンゲツ        壁紙壁紙壁紙壁紙：：：：ルームエアールームエアールームエアールームエアー    

腰壁腰壁腰壁腰壁：：：：スーパースーパースーパースーパー耐久性耐久性耐久性耐久性    

                    ＩＮＡＸＩＮＡＸＩＮＡＸＩＮＡＸ            エコカラットエコカラットエコカラットエコカラット等等等等ががががオススメオススメオススメオススメ    

   

           

      

 

 

 

ダイケンダイケンダイケンダイケン        ワンラブフロアーワンラブフロアーワンラブフロアーワンラブフロアー    

ＩＮＡＸＩＮＡＸＩＮＡＸＩＮＡＸ    ペットペットペットペット床床床床タイルタイルタイルタイル等等等等ががががオススメオススメオススメオススメ    

 

 

    

    

 

 

 

 

詳しくは別紙 10 月インフォメーションをご覧くだ

さい。お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。 

 

＊＊＊＊１０１０１０１０月月月月インフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーション＊＊＊＊    

歴歴歴歴歴歴歴歴史史史史史史史史的的的的的的的的建建建建建建建建造造造造造造造造物物物物物物物物ののののののののああああああああるるるるるるるる町町町町町町町町並並並並並並並並みみみみみみみみ保保保保保保保保存存存存存存存存ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて        

先日、歴史的建造物保存のシンポジウムに参加してきま

した。““““““““脱脱脱脱脱脱脱脱！！！！！！！！ススススススススククククククククララララララララッッッッッッッッププププププププアアアアアアアアンンンンンンンンドドドドドドドドビビビビビビビビルルルルルルルルドドドドドドドド””””””””という発想はリ

フォームの原点です。以前から古民家再生にはとても感

心があり、取り組んできました。一軒・一軒の再生から

だんだんと規模が大きくなり町全体で取り組むのが町

並み保存です。この町並み保存は非常に難しい取り組み

です。そこに住まれている方々の協力無くしては成立し

ません。そんな取り組みを既に始めている地区が岡山県

内にもたくさんあります。倉敷市の美観地区は有名なの

で皆さんご存知だと思いますがその他、岡山市の足守地

区・高梁市の吹屋地区・小田郡矢掛町の矢掛地区などな

ど…。これらの町並みが持つ歴史を感じ、後世に残して

いけるよう微力ながら協力していきたいですね。 

 

        

岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山市市市市市市市市南南南南南南南南区区区区区区区区浦浦浦浦浦浦浦浦安安安安安安安安ⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠⅠ様様様様様様様様邸邸邸邸邸邸邸邸        増増増増増増増増築築築築築築築築・・・・・・・・改改改改改改改改修修修修修修修修工工工工工工工工事事事事事事事事        

６年前、キッチン～内装リフォーム工事でお世話にな

ったⅠ様邸。今回のご相談内容は“高齢になり、２人

暮らしをさせておくのが心配な両親との同居を考えて

いるのだが、今のままでは手狭なので増築して両親の

為の部屋を作りたい”との内容でした。 

           南側の空きスペースを利用し 

           敷地いっぱいまで増築する事 

           によって１２畳の新しい個室 

           と専用のトイレ・洗面室を 

           設ける事ができました。入口 

           は全て引戸＋バリアフリーに 

           し、車椅子を使用されている 

           お母様に配慮した設計に。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         専用に設けたトイレには両サイド

に手摺を設置し、洗面台も車椅子    

に乗ったままでも楽に使用して頂

ける物をご提案させていただきま

した。完成を楽しみにされていた

ご両親様も近々、お引越しして来

られるとのこと！喜んでいただけ

ますように…♪ Ⅰ様、本当にあ

りがとうございました。 

((((株株株株))))リ・ライフプロデュースリ・ライフプロデュースリ・ライフプロデュースリ・ライフプロデュース    

＜＜＜＜ショップショップショップショップ＞＞＞＞〒〒〒〒700700700700----0973097309730973    岡山市北区下中野岡山市北区下中野岡山市北区下中野岡山市北区下中野377377377377－－－－1111    

ベストベストベストベストBBBB！！！！BBBB岡山本店岡山本店岡山本店岡山本店1F1F1F1Fリフォームコーナーリフォームコーナーリフォームコーナーリフォームコーナー    

TELTELTELTEL（（（（086086086086））））241241241241----9741974197419741    

＜＜＜＜オフィオフィオフィオフィスススス＞＞＞＞〒〒〒〒700700700700----0973097309730973    岡山市北区下中野岡山市北区下中野岡山市北区下中野岡山市北区下中野351351351351----101101101101    

TELTELTELTEL（（（（086086086086））））246246246246----7233723372337233    FAXFAXFAXFAX（（（（086086086086））））246246246246----9930993099309930    

フリーダイヤル ： ０１２００１２００１２００１２０――――６９０６９０６９０６９０――――１２３１２３１２３１２３ 

URL:URL:URL:URL:http://www.relifehttp://www.relifehttp://www.relifehttp://www.relife----pro.compro.compro.compro.com        

    

 

ブログブログブログブログ更新中更新中更新中更新中！！！！    

リ･ライフプロデュースリ･ライフプロデュースリ･ライフプロデュースリ･ライフプロデュース    検索 

 
＊＊＊＊ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ＊＊＊＊    

 

 

BBBBeforeeforeeforeefore    

ＡＡＡＡＡＡＡＡｆｆｆｆｆｆｆｆｔｔｔｔｔｔｔｔｅｅｅｅｅｅｅｅｒｒｒｒｒｒｒｒ        

 

 

  

 
  

    

壁 材壁 材壁 材壁 材     

    

床 材床 材床 材床 材     

    

★★★★汚汚汚汚れないれないれないれない！！！！滑滑滑滑らないらないらないらない！！！！傷傷傷傷つかないつかないつかないつかない！！！！から 

おおおおおおおお子子子子子子子子様様様様様様様様・・・・・・・・おおおおおおおお年年年年年年年年寄寄寄寄寄寄寄寄りりりりりりりりののののののののいいいいいいいいるるるるるるるるごごごごごごごご家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭ににににににににもももももももも最最最最最最最最適適適適適適適適でででででででですすすすすすすす♪♪♪♪♪♪♪♪        

 

 

矢掛地区：矢掛本陣 

 

 
足守地区 

吹屋地区 
 

＊＊＊＊リ・ライフかわらリ・ライフかわらリ・ライフかわらリ・ライフかわら版版版版＊＊＊＊    



 

        

 

 

  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

50cc 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊簡単簡単簡単簡単おおおお料理料理料理料理レシピレシピレシピレシピ＊＊＊＊    

こんにちは、リ・ライフすえちゃんの不動産事業部です。 

ずいぶんと過ごしやすくなってきて不動産事業部もにわかに

動きが出て参りました。９月は新たなご契約が２件、土地・

中古マンションの引き渡しが３件ありました。 

そしてまた新たな素敵な出会いもあり一段と身の引き締まる

思いです。引き続き、不動産事業部も宜しくお願い致します。 

    

【【【【１０１０１０１０月月月月のののの新着新着新着新着物件物件物件物件情報情報情報情報！！！！！！！！】】】】    

    

☆☆☆☆サーパスサーパスサーパスサーパス今公園今公園今公園今公園    ５５５５階部分階部分階部分階部分    １３５０１３５０１３５０１３５０万円万円万円万円    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【物件物件物件物件詳細詳細詳細詳細】】】】    

所在地：岡山市北区今５丁目 

専有面積：69.45 ㎡ バルコニー面積：10.62 ㎡ 

間取り：２LDK＋S 

構 造：鉄筋コンクリート造７階建 ５階部分 

総戸数：３９戸 新築年月：平成７年２月 

管理会社：株式会社穴吹コミュニティ 管理形態：全部委託 

管理費：9,800 円 修繕積立金：6,300 円 

現 況：所有者居住中 引渡：相談 取引態様：仲介 

売主様は購入時にリフォームをされていますので、室内は 

とっても綺麗です。たくさんのお問合わせお待ちしています。 

    

☆☆☆☆藤和藤和藤和藤和ハイタウンハイタウンハイタウンハイタウン百間川百間川百間川百間川    ４４４４階部分階部分階部分階部分    １１１１０５００５００５００５０万円万円万円万円    

 

 

 

 

 

 

 

【【【【物件詳細物件詳細物件詳細物件詳細】】】】    

所在地：岡山市中区沢田 

専有面積：69.36 ㎡ バルコニー面積：10.38 ㎡ 

間取り：３ＬＤＫ 

構造：鉄筋コンクリート造 6 階建 4 階部分 

総戸数：６５戸 新築年月：平成６年８月  

管理会社：三菱地所コミュニティ株式会社 管理形態：全部

委託 管理費：8,300 円 修繕積立金：9,560 円  

駐車場使用料：8,000 円 現況：所有者居住中 引渡：相談 

取引態様：仲介 

売主様がとっても丁寧にご使用になられていて、すぐにでも

お住まい頂けます。南向きで日当たりも雰囲気も良好です。 

 

 

＊＊＊＊不動産事業部不動産事業部不動産事業部不動産事業部＊＊＊＊    

 

牡羊座＊＊１０月の運勢は絶好調です！！家族や仲の良い友人たちと一緒に

旅行へ出かけると、とても充実した時間を過ごせそう。同じもの

を食べたり、観光したり、夜長におしゃべりしたりすることで絆

が深まるでしょう。普段なかなかやれないことにチャレンジする

と、良い旅の思い出になりそうです。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー７７７７日日日日････１１１１８８８８日日日日････２２２２７７７７日日日日    

 

牡牛座＊＊運勢はいまひとつの雰囲気です。どうも周りの人たちとのズレが

あるときです。無理に合わせるより、自分の心地よさを優先させ

ていきましょう。旅行は少人数あるいは一人でゆっくりと過ごし

て。             ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー６６６６日日日日････1111４４４４日日日日････2222３３３３日日日日 

 

双子座＊＊運勢は絶好調！！ラッキーが重なって過ごしやすい時期となりそ

う。何をしてもツイているので、とってもスムーズにいくでしょ

う。旅先でも思いがけない幸運が待っていそうです。 

    ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー８８８８日日日日････1111４４４４日日日日････2222４４４４日日日日 

 

蟹 座＊＊運勢はいまひとつのムード。どうも気持ちが沈みやすい雰囲気で

す。感じやすいのでしょう。そんな時こそ外の世界へ出て心を開

放して。自然に触れることで、小さいことにとらわれないで済む

ように。        ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー４４４４日日日日････1111５５５５日日日日････2222２２２２日日日日 
 

獅子座＊＊運勢はまあまあ良好です。普段なかなか会えない人と旅行で交流

をあたためましょう。長く会っていない親戚や友人と旅先で待ち

合わせてみてはいかがでしょうか。思いがけなくゆったりとした

ステキな時間が過ごせるでしょう。 

 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー８８８８日日日日････1111５５５５日日日日････2222６６６６日日日日 

 

乙女座＊＊運勢はいまひとつのようです。疲れがドッと出てきて、生活リズ

ムが乱れやすいときです。旅行で早寝早起きを意識して、健康な

リズムを思い出してください。  

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー８８８８日日日日････１１１１５５５５日日日日････２２２２５５５５日日日日 

 

天秤座＊＊運勢は最高潮！とても楽しくハッピーな旅行ができそうな予感。

大好きな人たちと一緒に出かけて楽しい時間を過ごしましょう。

大きなホテル、種類の多い温泉、選べる食事やおみやげなど、選

択肢の多いところを選んで。  ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー３３３３日日日日････1111２２２２日日日日････2222１１１１日日日日 

 

蠍 座＊＊運勢はいまひとつの雰囲気。一生懸命やりすぎて、ちょっと疲れ

てしまいそう。そんな時は、いつもの場所から離れて、客観的に

状況を見てみて。旅行へ出かけると、ゆったりした気持ちでリフ

レッシュできるでしょう。   ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー３３３３日日日日････1111４４４４日日日日････2222２２２２日日日日    

 

射手座＊＊運勢はまあまあです。疲れが溜まったときは、家でゆっくり過ご

すより、日帰りや一泊旅行に出かけましょう。あちこち足を延ば

した方が、気分が充実しそう。ドライブがてら、秋の温泉行脚が

オススメです。        ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー７７７７日日日日････1111５５５５日日日日････2222２２２２日日日日    

 

山羊座＊＊運勢はいまひとつの雰囲気。なんとなく、全体的に思いムードが

漂い、忙しくなりそうです。思うように自由に動けないこともあ

るでしょう。そんなときこそ、小旅行で気持ちのリフレッシュを

してください。        ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー７７７７日日日日････1111２２２２日日日日････2222６６６６日日日日    

 

水瓶座＊＊運勢は最高潮！周りのみんなとのコミュニケーションが盛り上が

るとき。じっくり胸のうちを語り合うと、充実感が高まりそう。

旅先の長い夜を語り合って過ごしてみては。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー８８８８日日日日････1111１１１１日日日日････２３２３２３２３日日日日    

 

魚 座＊＊あなたの運勢はまあまあです。いつもの仲間たちと交流を楽しみ

たいとき。みんなで盛り上がって、たくさん思い出を作りましょ

う。あちこち出かけて、共有体験を増やして。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー７７７７日日日日････１２１２１２１２日日日日････２２２２４４４４日日日日 

＊＊＊＊気気気気になるになるになるになる今月今月今月今月のののの運勢運勢運勢運勢はははは？？？？    １０１０１０１０月占月占月占月占いいいい＊＊＊＊    

 
＊＊＊＊ガレージセールガレージセールガレージセールガレージセール！！！！もらってくださいもらってくださいもらってくださいもらってください！！！！＊＊＊＊    

『『『『茄子茄子茄子茄子とベーコンのとベーコンのとベーコンのとベーコンの味噌炒味噌炒味噌炒味噌炒めめめめ煮煮煮煮』』』』    

 

材料材料材料材料（（（（ 2 2 2 2～～～～3333 人人人人））））        

茄子    3 本 

ベーコン  3 枚 

●味噌   大さじ 1 

●砂糖   大さじ 1 弱 

●かつお出し汁  50cc 

醤油 小さじ 1/2（※メモ参照） 

サラダ油適宜・万能ねぎ適宜 

作作作作りりりり方方方方    

１ 茄子は縦に 6 本に切り、水にさらします。 

万能ネギは小口切り、ベーコンは半分に切って●は混

ぜておきます。 

２  油を熱したフライパンに水切りした茄子とベーコンを

入れて、少し炒めます。 

３  ●を入れて弱火で煮、煮汁が少なくなったら味を見て

醤油を入れ（※メモ参照）、お皿に盛って万能ネギを散

らせば出来上がりです。 

コツ・ポイント：ベーコンやご家庭の味噌の塩気によって

は醤油を入れなくても大丈夫です。 

いつも沢山のご応募ありがとうございます！！ 

リフォーム工事に伴い、まだ使える物が不要になっ

てしまう事があります。取りに来て下さる方に無料

でお譲りします。  

＊希望者が複数の場合、DM 発送後 

約１０日を目安に抽選しております。 

フリーダイヤルまで 

お気軽にエントリー下さい♪ 

＊ガラス天板 ＴＶ台 

 Ｗ80ｃｍ×Ｄ40ｃｍ×Ｈ４４ｃｍ 

＊シーリングライト 

直径約 70ｃｍ 

＊

浅
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郎
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