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 こんにちは！4月に入りすっかり暖かくなり、春本番

です！もうお花見は行かれましたか？ 

さあ、新年度がはじまりました！お子様のご入学、社内

の部署の移動、転職など新生活をスタートされた方にと

っては新しい環境の中で期待と不安が入り混じった毎

日を過ごされているかもしれません。慣れるまでは焦り

は禁物です！陰ながら応援させていただきます。 

暖かくなり過ごしやすくなるこれからの季節はリフォ

ームにも最適な季節です♪リ・ライフの 

面々たちも変わらず頑張っておりますの 

で、些細なことでも是非お気軽にご相談 

くださいませ！お待ちしております。 

    

    

    

街は春の花で色づいてきましたね。 

エクステリアのリフォームに最適の季節です。 

バリエーションも豊富で気分もウキウキ！！ 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなイメージで･･と、お考えをお持ちの方は 

ぜひお聞かせください。ご来店お待ちしています。 

詳しくは同封のインフォメーションをご覧下さい。 

＊４月＊４月＊４月＊４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＊＊＊＊    

戸戸建建ののリリノノベベーーシショョンン見見学学会会  開開催催ししまますす！！  

 

 

 

 

 

日日日日    時：時：時：時：    ４月２０日４月２０日４月２０日４月２０日（日）（日）（日）（日）１３：００～１７：００１３：００～１７：００１３：００～１７：００１３：００～１７：００    

場場場場    所：所：所：所：    岡山市中区関１８４－３岡山市中区関１８４－３岡山市中区関１８４－３岡山市中区関１８４－３    

これまで中古マンションのリノベーションを題材にし

てきた【リノベ【リノベ【リノベ【リノベ SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOL！】！】！】！】ですが今回はご要望の多

かった中古戸建て物件でオープンスクールを開催いた

します。昭和５８年築の中古物件を題材にし、中古戸建

て物件をリノベーションする際のチェックポイント、新

耐震・旧耐震の見分け方、外壁・屋根の状態、床下の状

態などの見方をお教え致します！中古物件の購入をご

検討中の方はもちろん、ご自宅のリフォーム工事をご検

討中の方にも参考にしていただける機会だと思います。

予定は無いけど興味はある、という方も大歓迎です！皆

様のご来場を心よりお待ちしております。 

～詳しくはリノベリノベリノベリノベ SCHOOLSCHOOLSCHOOLSCHOOL！！！！のホームページにて～ 

倉倉倉倉倉倉倉倉敷敷敷敷敷敷敷敷市市市市市市市市 OOOOOOOO 様様様様様様様様邸邸邸邸邸邸邸邸        中中中中中中中中古古古古古古古古戸戸戸戸戸戸戸戸建建建建建建建建ててててててててフフフフフフフフルルルルルルルル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        

お父様ひとりになってしまった大きなお家。中古マンシ

ョンを買おうか…と考えられていた娘さん夫妻でしたが

リフォームによってお互いストレスのない生活が実現で

きるような家になるのであれば実家に戻ろうか…、とご

相談を頂きました。そしてプランをご提案したところ“こ

れなら大丈夫！”と同居することを決心されました。 

～～～～～～～～外外外外外外外外        観観観観観観観観～～～～～～～～        

        

        

        

        

 

 

 

外壁は塗装＋タイルで仕上げすっかりイメージが一新さ

れました。 

～～～～～～～～LLLLLLLL        DDDDDDDD        KKKKKKKK～～～～～～～～        

        

        

        

        

        

        

～～～～～～～～設設設設設設設設備備備備備備備備機機機機機機機機器器器器器器器器～～～～～～～～        

        

        

        

        

娘さんの希望通りにすっかり新築の 

ように生まれ変わった O 様邸。 

もうすぐ同居生活が始まりますね。 

嬉しそうにされていたお父様の笑顔が 

印象的でした。ぜひ快適にお過ごし下 

さいね！ありがとうございました。 

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

((((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 ： ０１２０—６９０—１２３０１２０—６９０—１２３０１２０—６９０—１２３０１２０—６９０—１２３ 

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

    

 

    

ブログ更新中！ブログ更新中！ブログ更新中！ブログ更新中！    

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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 ＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊    

  

＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊    

 

 

快適・エ快適・エ快適・エ快適・エコなコなコなコな    

春の春の春の春のエクステリアリフォーム特集！エクステリアリフォーム特集！エクステリアリフォーム特集！エクステリアリフォーム特集！    

一押一押一押一押しししし!!!!    

リフォーム専用リフォーム専用リフォーム専用リフォーム専用    

玄関ドア・引戸玄関ドア・引戸玄関ドア・引戸玄関ドア・引戸    

 



 

        

 

 

  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

n お 

 

  

 

 

＊簡単お料理レシピ＊＊簡単お料理レシピ＊＊簡単お料理レシピ＊＊簡単お料理レシピ＊    

こんにちは、不動産事業部です。 

異動のシーズンも佳境を迎えました。３月はほとんど休む

間もないくらい忙しく、皆さま方の住み替えのお手伝いに

奔走していました。4 月も引渡しを迎えるお客様が数名い

らっしゃいます。引き続き、リ・ライフプロデュースを宜

しくお願い申し上げます。 

それでは、3 月新たにご縁が結ばれた不動産のご紹介です。 

①①①① ライオンズマンション上中野ライオンズマンション上中野ライオンズマンション上中野ライオンズマンション上中野    2222 階部分階部分階部分階部分    

②②②② コープ野村西古松コープ野村西古松コープ野村西古松コープ野村西古松    ２階部分２階部分２階部分２階部分    

③③③③ 朝日プラザ岡山西古松朝日プラザ岡山西古松朝日プラザ岡山西古松朝日プラザ岡山西古松    10101010 階部分階部分階部分階部分    

④④④④ サーパス芳田庭園サーパス芳田庭園サーパス芳田庭園サーパス芳田庭園    ３階部分３階部分３階部分３階部分    

⑤⑤⑤⑤ MACMACMACMAC 倉敷倉敷倉敷倉敷庄コート庄コート庄コート庄コート    ２階部分２階部分２階部分２階部分    

⑥⑥⑥⑥    庭瀬中古住宅庭瀬中古住宅庭瀬中古住宅庭瀬中古住宅        

新たにご契約の皆さま、おめでとうございます！ 

また、先月、お引渡しを受けられました 7 組のお客様、 

素晴らしい新生活のスタートが切れますよう心よりお祈

り申し上げます。ご縁があり、お譲り頂きました売主様に

も感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

    

★４月の★４月の★４月の★４月の新着新着新着新着物件情報物件情報物件情報物件情報    

【南区【南区【南区【南区築港ひかり町築港ひかり町築港ひかり町築港ひかり町    中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅】】】】        

～～～～2330233023302330 万円万円万円万円～～～～    

    

    

    

    

    

    

    

50 坪以上の空間なので、大家族の方にはもってこいです

よ。駐車スペースも車種にもよりますが、3 台分可能です。

是非ともお気軽にお問い合わせ下さい。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

    

大好評のガレージセール！！ 

先月もたくさんのご応募ありがとうございました。 

取りに来てくれる方に無料で差し上げます！ 

4 月 1５日の正午までエントリー受付！！ 

抽選にて、お譲り致します。お気軽にお電話下さい。 

 

＊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＊＊運勢は絶好調。いろいろ楽しめるときです。雑誌やネットの情

報を活用して、旅行をさらに盛り上げましょう。口コミの情報

が予想以上に役立つはずです。  

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･１日･１日･１日･１6666 日･２日･２日･２日･２6666 日日日日 

 

牡牛座＊＊運勢はまあまあ普通並。いろいろな人の話を聞いたり、旅行記

を読んだりすることがプラスとなりそう。気になることがあれ

ば、いろいろ調べてみて。旅は道連れ、現地の人の意見を聴く

のも good。        ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー2222 日･日･日･日･11111111 日･日･日･日･22220000 日日日日 

 

双子座＊＊運勢はかなり快調。いろいろな場所へ出歩くことが、幸運を得

るためのポイント。旅行へ出かけたときは、あちこち足を伸ば

してみてください。春の陽気と共に運勢もアップ。 

  ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー2222 日･日･日･日･11111111 日･日･日･日･22225555 日日日日 

 

蟹 座＊＊運勢はいまひとつの雰囲気。日頃の疲れがドッと出てきそう。 

スケジュールにゆとりをもたせて、週末や休日は温泉でリフレ

ッシュを。ゆっくり休めば、またやる気がみなぎってくるでし

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4444 日･日･日･日･11112222 日･日･日･日･22225555 日日日日    

 

獅子座＊＊運勢は絶好調。なにかと思い通りにいきやすく、楽しい刺激の

多い時期。初めての場所へ旅行すると、思いがけない体験がで

きるでしょう。計画を立てて、あちこち出かけてみて。 

    ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー4444 日･日･日･日･11112222 日･日･日･日･22222222 日日日日    

 

乙女座＊＊運勢はやや落ち着いたムード。新しい刺激や楽しみが旅行の中

で見つかりそう。体験型の施設などに出かけて、いろいろなも

のにトライして。夢中になれるものと巡り合えるでしょう。 

                  ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー7777 日･１日･１日･１日･１2222 日･２日･２日･２日･２8888 日日日日    

 

天秤座＊＊運勢はかなり快調です。行動力がいつもよりアップしているの

で、春のイベント情報をチェックして、どんどん出かけていき

ましょう。外出する機会が多ければ多いほど、運勢が活発にな

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4444 日･日･日･日･11113333 日･日･日･日･22223333 日日日日 

 

蠍 座＊＊運勢はまあまあです。自分のペースでゆったり楽しみたい時期。 

旅行へ出かけたときも、予定をたくさん詰めるより、まったり

ペースでいきましょう。「気持ちいいな」と感じたところで、時

間を多めにとるのが good。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･１日･１日･１日･１7777 日･２日･２日･２日･２1111 日日日日 

 

射手座＊＊運勢は絶好調です。何をしても楽しめる時期。気の合う仲間た

ちとワイワイやるのが、一番盛り上がるでしょう。お花見旅行

や、春の行楽旅行など、季節イベントをからめた旅行が楽しめ

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8888 日･１日･１日･１日･１2222 日･日･日･日･22227777 日日日日    

山羊座＊＊運勢はいまひとつの様子。どうも普段のストレスがまとめて噴

出しそうな運勢です。リラクゼーションを求めて、ストレスフ

ルな旅行をしましょう。旅先でリラックスできるプランを探し、

あえてのんびりできる宿を選んで。 

        ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー1111 日･１日･１日･１日･１9999 日･日･日･日･22229999 日日日日 

 

水瓶座＊＊運勢は、かなり好調です。何をしてもうまくいきやすい運勢だ

といえるでしょう。初めての場所にツキがあるので、今まで憧

れていたけれど、なかなか行く機会のなかった場所に出かける

のが good。いろいろ調べて、計画を練りましょう。 

 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー7777 日･日･日･日･11117777 日･２日･２日･２日･２6666 日日日日 

 

魚 座＊＊運勢はやや落ち着いています。環境の変化に流されやすい時期

なので、くれぐれも自分のペースを乱さないでください。疲れ

を感じたときはムリをせず、気心の知れた友人と一泊旅行でリ

フレッシュ。旬の食材を使った料理と、ゆったり温泉で、心が

よみがえるでしょう。   ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー2222 日･１日･１日･１日･１1111 日･２日･２日･２日･２0000 日日日日 

 

＊＊＊＊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！＊＊＊＊    

『『『『新玉ねぎと人参のスープ（ポタージュ）新玉ねぎと人参のスープ（ポタージュ）新玉ねぎと人参のスープ（ポタージュ）新玉ねぎと人参のスープ（ポタージュ）』』』』    

    

    

 

・所在地：岡山市南区築港ひかり町 

・地 目：宅地 ・地 積：223.07 ㎡（67.47 坪） 

・都市計画：市街化区域 

・用途地域：第１種中高層住居専用地域 

・接 道：南西 6.0ｍ、北 4.0ｍ（角地） 

・建物構造：木造スレート葺 ２階建 

・延床面積：１F98.0 ㎡ ２F77.0 ㎡ 計 175.0 ㎡ 

・建築年月：平成 6 年 9 月  

・環境：住宅地 ・現況：空き家 ・取引態様：仲介 

 

 

材料材料材料材料    （４～（４～（４～（４～6666 人分）人分）人分）人分）        

新玉ねぎ新玉ねぎ新玉ねぎ新玉ねぎ        1111 個（個（個（個（350g350g350g350g））））    

人参人参人参人参((((中中中中))))        ２本（２本（２本（２本（250g250g250g250g））））    

バターバターバターバター            30g30g30g30g    

塩塩塩塩                    ひとつまみひとつまみひとつまみひとつまみ    

水水水水                    200cc200cc200cc200cc    

コンソメキューブコンソメキューブコンソメキューブコンソメキューブ        2222 個個個個    

牛乳牛乳牛乳牛乳                250cc250cc250cc250cc    

生クリーム生クリーム生クリーム生クリーム    50cc50cc50cc50cc    

作り方作り方作り方作り方    

① 玉ねぎ・人参は半分にしてスライスする。鍋を中火で

温めバターで炒め、この時に塩をひとつまみ入れます。 

② 玉ねぎを焦がさないように透明になるまで炒めます。 

③ 水・コンソメを入れフタをして沸騰したら弱火で２０

分～３０分程煮ます。 

④ 火を止めて牛乳・生クリームを入れ、ブレンダー又は

ミキサーをなめらかになるまでかけます。  

⑤ 温めて完成。お好みでパセリを散らして 

♪ぜひお試しください♪  

＊額入り＊額入り＊額入り＊額入り    色紙色紙色紙色紙    ２種類２種類２種類２種類    

    

＊スツール＊スツール＊スツール＊スツール    

高さ調整ができます高さ調整ができます高さ調整ができます高さ調整ができます    

＊気になる今月の運勢は？＊気になる今月の運勢は？＊気になる今月の運勢は？＊気になる今月の運勢は？    ４４４４月占い＊月占い＊月占い＊月占い＊    

 

～築後２０年以上の不動産！譲ってください！～ 

古いからといってあきらめていませんか？マイホームの

売却・運用をお考えの方、ぜひご相談ください。 

＊＊＊＊

花花花花

のののの

絵絵絵絵    


