
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

あけましておめでとうございます。 

皆様、新年をいかがお過ごしでしょうか？ 

旧年中は格別のご愛顧を賜り誠にありがと 

うございました。本年もこのリ・ライフ 

ニュースにて皆様のお役に立つようなリフォーム・不動

産の情報をご提供していきたいと思っておりますので、

何卒ご愛読の程、よろしくお願い申し上げます。 

リ・ライフプロデュースは今年も“おおおお客様客様客様客様のののの喜喜喜喜ぶぶぶぶ顔顔顔顔をををを見見見見

るためにるためにるためにるために！！！！”を合言葉に頑張ります！ 

＊＊＊＊ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ＊＊＊＊    
＊＊＊＊施工施工施工施工レポートレポートレポートレポート＊＊＊＊    
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クリナップクリナップクリナップクリナップ岡山岡山岡山岡山ショールームにてショールームにてショールームにてショールームにて開催開催開催開催！！！！    

    

 

 

 

 

 

 

 

                   

フェアご来場の上、S.S・クリンレディキッチンまたは

アクリアバスをご成約頂いた方に豪華商品豪華商品豪華商品豪華商品をプレゼン

ト！さらに新規お見積りで特選美食特選美食特選美食特選美食ギフトギフトギフトギフトも！ 

このチャンスを是非、お見逃しなく♪ 

 

    

    

 

 

お子様向けコーナーやあったかいおしるこおしるこおしるこおしるこもご用意し

ています。詳しくは同封のインフォメーションをご覧

ください。皆さまのご来場お待ちしています。 

＊＊＊＊１１１１月特売月特売月特売月特売    特売情報特売情報特売情報特売情報＊＊＊＊    

    ““““““““リリリリリリリリ・・・・・・・・ラララララララライイイイイイイイフフフフフフフフカカカカカカカカフフフフフフフフェェェェェェェェ””””””””        開開開開開開開開催催催催催催催催ししししししししままままままままししししししししたたたたたたたた！！！！！！！！        

    先月１５日、クリナップショールームにて教室シリー

ズ第３弾！整理収納教室整理収納教室整理収納教室整理収納教室＆リ・ライフカフェリ・ライフカフェリ・ライフカフェリ・ライフカフェを開催しま

した。年末のお忙しい時期にたくさんの方にご参加いた

だき、楽しいひと時を過ごさせていただきました。本当

に感謝致します。この場をお借りしてお礼申しあげます。

ありがとうございました。 

今回は講師として 

整理収納アドバイザー 

の梅澤先生を招き、 

キッチンの収納につい 

て教えて頂きました。 

 

 

 

好評の教室シリーズ第４弾は６月頃を予定しております

ので皆様、是非ご参加くださいませ。 

リ・ライフカフェリ・ライフカフェリ・ライフカフェリ・ライフカフェにつきましても 

情報交換・交流の場として定期的 

に開催していきますので是非、 

お気軽にご参加くださいね！ 

皆様にお会い出来ることを 

リ・ライフスタッフ一同、楽しみにしております。 

岡山市南区藤田岡山市南区藤田岡山市南区藤田岡山市南区藤田    ＦＦＦＦ様邸様邸様邸様邸マンションリフォームマンションリフォームマンションリフォームマンションリフォーム    

物件探しのご相談からはじまったＦ様邸。まずはマン

ションにするか、一戸建てにするか、というところか

らのスタートでした。いろいろな物件をご紹介し、最

終的に一戸建てを購入される決心をされました。弊社

のリフォーム完成見学会にも来ていただき、リフォー

ムの可能性を理解してくださり、全くリフォーム工事

が施されていない状態で引渡しが受けられるこちらの

物件を購入されました。そしてＦ様のこだわり・ご要

望を取り入れた内容のリフォーム工事が完成しまし

た。 

フルリフォーム 

されたＦ様邸、 

水回り設備は全 

て取り替えられ、床や 

建具などの内装 

も新しくなり 

ました。 

玄関を開けると…！まるで新築のようです！！ 

ＬＤＫも                

この通り！ 

                   台所と居間 

                   の間にあっ

た間仕切り 

                   を取り払い 

スッキリ・広々とした空間になりました。 

        暗かった廊下には明かりとりを設け 

ました。Ｆ様邸オリジナルのデザイ 

ンでワンポイントになりました。 

打ち合わせを重ね、形になったご自 

宅を見られて、大変喜んで下さった 

Ｆ様。新居でのお正月、ゆっくり過 

ごされたでしょうか？また遊びに行 

きます！ありがとうございました。 

 

＊＊＊＊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＊＊＊＊    

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

＜＜＜＜オフィスオフィスオフィスオフィス＞＞＞＞〒〒〒〒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 
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リ・ライフカフェ 

大好評！ケーキバイキングを

楽しんでいただきました！ 

SSSS....SSSS    

クリンクリンクリンクリン    

レディレディレディレディ    アクリアバアクリアバアクリアバアクリアバスススス     

 

 

 
皆さん、とても熱心に受講 

されていました。 
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＊＊＊＊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＊＊＊＊    

 

皆さま新年あけましておめでとうございます。 

リ・ライフすえちゃん不動産事業部です。 

昨年は、皆さまに支えられ、たくさんのご縁を頂戴しま

した。誠に有難うございます。 

本年も昨年の勢いそのままに、より一層、熱くお手伝い

をしていきたいと思っていますので、引続きどうぞ宜し

くお願いします！ 

12 月も新たな出会い、そしてお引渡しとたくさんのド

ラマがありました。 

12 月にご縁が結ばれた不動産、そしてお引渡しが終わ

った不動産はコチラです。↓ 

 ☆ 角南春日フォートレース 6 階部分 

 ☆ エクセル東岡山 4 階部分 

 ☆ ライオンズマンション岡山医大東 ２階部分 

 ☆ 東区松新町中古住宅 

 ☆ 中区倉益中古住宅 

 ☆ サーパス福富公園 ７階部分 

 ☆ アーバンビュー倉敷カレッジコート 4 階部分 

 ☆ 中区湊中古住宅 

 ☆ 中区牟佐中古住宅 

 ☆ サンエアポート NODA 5 階部分 

中には引続きリフォームに入らせて頂き、年明けから着

工するお宅もあります。リフォーム状況につきましては 

随時ブログに更新していますので是非ご覧になってく

ださいね。 

 さて、今月の物件紹介はコチラです。たくさんのお問

い合わせをお待ちしています。 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

大好評のガレージセール！！ 

取りに来てくれる方に無料で差し上げています！ 

今年もたくさんのご応募お待ちしております。 

 

              

＊＊＊＊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＊＊1 月の運勢はいまひとつのようです。何かと忙しくなって、やり

たいことがスムーズにいかない暗示があります。そのためイライ

ラすることもありますが、そんなときこそ、リラックスを心がけ

ていきましょう。疲れがたまったときは人の少ない隠れ家温泉で

心身ともに癒して。     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････１４１４１４１４日日日日････２１２１２１２１日日日日 

牡牛座＊＊運勢は絶好調！！対人運が高まっているので、お正月休みから気

の合う人たちと一緒に楽しめるでしょう。運勢の流れがとても良

く、友達や人脈を増やしていくチャンスも多いので、自分から進

んでその機会を作っていって下さい。初詣を兼ねて演技の良い場

所へ旅行すると１年の開運につながるはず。  

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＊＊運勢はまあまあ落ち着いています。あまり人の動きに合わせるこ

となくマイペースに過ごせる時期となるでしょう。心の許せる友

達や家族とのんびり過ごすことが、心の休養につながりそう。旅

に出かけるなら現地で冬の味覚を楽しんでみては。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー３３３３日日日日････1111１１１１日日日日････３０３０３０３０日日日日    

蟹 座＊＊運勢は最高潮のムード。家族や恋人、友達といった心のゆるせる

人たちと楽しく過ごせる時期です。あなたから新年のパーティー

や集まりにみんなを誘ってみましょう。一泊温泉旅行での宴会な

ら、さらに盛り上がること間違いなし。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー１１１１日日日日････９９９９日日日日････2222８８８８日日日日    

獅子座＊＊運勢はいまひとつの雰囲気。新しい年にいろいろなことを始めた

くても何かとバタバタして、中々そのチャンスが訪れないようで

す。気持ちだけが先走っているときは、リラックスして一息つき

ましょう。エステやマッサージのあるプランを利用するのが良さ

そう。             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････1111６６６６日日日日････2222６６６６日日日日 

乙女座＊＊1 月の運勢は最高潮！！新年早々、ハッピーなことが多くやって

きて、とても楽しく過ごすことができるでしょう。友人や親戚家

族との絆が深まる時なので、ゆっくりとした時間を過ごして下さ

い。家族みんなで一緒に泊まれるスィートルームや大きなお座敷

の部屋での旅行が心の休養につながりそう。 

     ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー５５５５日日日日････１１１１１１１１日日日日････２５２５２５２５日日日日    

天秤座＊＊運勢はまあまあです。何だか人間関係でトラブルが起こるかもし

れません。自分の意見にこだわりすぎると、衝突が避けられない

ので気をつけて。疲れたときは気楽な一人旅で気分転換をすると

良さそうです。        ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー３３３３日日日日････1111１１１１日日日日････2222００００日日日日 

蠍 座＊＊運勢はなかなか好調です。気の合う仲間たちと楽しくお喋りして

過ごす時間が毎日を充実させるためのポイント。年明けの休みや

オフの日を利用して一泊旅行に出かけましょう。美味しい料理と

ゆったりした空間が、普段とは違う気持ちを引き出してくれるは

ず。             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 

射手座＊＊運勢まあまあのようです。お正月だというのに、疲れが出てきて

か、気持ちがパッと盛り上がりきれないことがありそう。休養と

新しい冒険の旅に出てみてはいかがでしょうか。今まで行ったこ

とのない場所へ出かけると、好奇心をそそられる出来事とめぐり

あえるでしょう。       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････2222５５５５日日日日 

山羊座＊＊運勢は最高潮です。やりたい事が自分のペースでどんどん進めて

いけるとき。新年ですから１年の目標をしっかり立てて理想の自

分を目指していきましょう。旅行に出かけるなら自然の多い土地

が開運スポットになりそうです。ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー１１１１日日日日････1111８８８８日日日日････2222８８８８日日日日 

水瓶座＊＊運勢はまあまあです。新しい年を迎えて何かと慌しくなりそうで

す。色々とやりたいことがあってもグッと絞っていくほうが効率

よくいくでしょう。旅行に出かけるときも盛りだくさんなプラン

よりしたいことを絞ったほうがじっくりと時間をかけて楽しめそ

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････1111５５５５日日日日････２４２４２４２４日日日日 

魚 座＊＊あなたの運勢はなかなか好調です。したいことを実行するチャン

スです。行動力がアップしているうえ、周りの人たちも助けてく

れることが多いので、やりたいことがあれば、どんどんチャレン

ジしていきましょう。お正月休みや週末を利用して、今まで行き

たかった場所に出かけると、さらに運気が上がるはず。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー９９９９日日日日････１８１８１８１８日日日日････２８２８２８２８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？？？？    １１１１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！！！！＊＊＊＊    

    

『『『『『『『『海海海海海海海海老老老老老老老老ののののののののトトトトトトトトママママママママトトトトトトトトククククククククリリリリリリリリーーーーーーーームムムムムムムムシシシシシシシシチチチチチチチチュュュュュュュューーーーーーーー』』』』』』』』        

        

倉敷市真備町市場中古住宅倉敷市真備町市場中古住宅倉敷市真備町市場中古住宅倉敷市真備町市場中古住宅    888888888888 万円万円万円万円    

 

・所在地：倉敷市真備町市場 2826 番地 10  

・地積：178.65 ㎡（54.04 坪） 地目：宅地  

・都市計画：市街化調整区域 ・用途地域：なし  

・接道：東側 6m（公道） 

・延床面積：110.78 ㎡ ・構造：木造瓦葺２階建 

・新築年月：平成 10 年 7 月 ・現況：空き家 

・駐車 2～3 台可能 引渡：相談 取引態様：仲介 

＊照明器具（ニトリ製） 

引掛けシーリング 

タイプです。 

 

（リ・ライフニュース発送から約１０日後に抽選をしてお

ります。電話にてお気軽にエントリーしてください。） 

材料材料材料材料    

〜海老６ ８尾  玉ねぎ大１個 

マッシュルーム or しめじ お好み 

★トマト缶２００g（半分） 

★お水２００ml ★コンソメ２個 

☆牛乳２００ml 

☆生クリーム（又は牛乳)１００ml 

クミンパウダー（無くても可）小さ

じ 1/２  塩，胡椒 少々 

作作作作りりりり方方方方 1 玉ねぎは荒いみじん切り，きのこ類も食べやす

い大 さに切る．海老は背わたをとって洗っておく．    

2 オリーブオイル大さじ１を熱し，海老→玉ねぎ→きの 

 こ類の順に炒める．塩，胡椒を軽くする． 

3★の材料を全部入れて玉ねぎがくたっとなるまで蓋を 

 して煮る。 

４☆の材料を更に入れます． 

クミンパウダーはお好みで入れて下さい． 

煮立ったら味をみて塩，胡椒をして完成☆ 

＊木製丸イス  

とても可愛いデザイン

です。使い込まれており

傷はかなりあります。 


