
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

    

 

 

 

  

 

 

  

 こんにちは！毎日暑い日が続いておりますが夏バテ

などされてはいませんか？暑いとついつい冷たい食べ

物や飲み物を口にしてしまいますが冷たいものばかり

ですと胃腸に負担を掛けてしまい夏バテしやすくなる

そうです。体調管理にはくれぐれも気を付けて夏バ

テ・熱中症知らずで暑い夏を乗り切りましょう。 

リ・ライフプロデュースのベスト電器岡山本店内ショ

ップはお盆期間中も通常通り営業致しております。 

普段はなかなか時間が取れないので“夏季休暇中に相

談したい”と思われていらっしゃる方は是非お気軽に

ご連絡ください。お待ちしております♪ 

    

＜マイナンバー＜マイナンバー＜マイナンバー＜マイナンバー    社会保障・税番号制度＞社会保障・税番号制度＞社会保障・税番号制度＞社会保障・税番号制度＞    

マイナンバーという言葉を耳にしたことがあるでしょ

うか。これは国民一人ひとりが持つことになる１２桁

の個人番号の事です。マイナンバーは H27H27H27H27 年年年年 10101010 月月月月

から住民票のある住所に簡易書留にて通知が送られま

す。一生変更されない番号です。大切にして下さいね。 

※マイナンバー制度※マイナンバー制度※マイナンバー制度※マイナンバー制度・・複数の行政機関が持っている

各々の個人情報が、マイナンバー制度導入により各機

関間の情報の照会・確認ができるようになります。 

①国民の利便性の向上・・①国民の利便性の向上・・①国民の利便性の向上・・①国民の利便性の向上・・面倒な手続きが簡単に！ 

手当て等の申請時に他機関の証明書類等の添付を要し

ていたものがマイナンバーにより添付書類が削減され

窓口での手続きが簡素化し、国民の負担が軽減。 

②行政の効率化・・②行政の効率化・・②行政の効率化・・②行政の効率化・・複数の業務間の連携が進み作業の

重複などの無駄が削減。 

③公平③公平③公平③公平・公正な社会の実現・・・公正な社会の実現・・・公正な社会の実現・・・公正な社会の実現・・所得や他の行政サービ

スの受給状況の把握ができる為、不正行為の防止とな

り、本当に困っている方への支援ができる。 

平成平成平成平成 28282828 年年年年 1111 月月月月から社会保障・税、災害対策等の行政

手続きにマイナンバーが必要となります。 

【【【【マイ・ポータルサイトマイ・ポータルサイトマイ・ポータルサイトマイ・ポータルサイト】】】】・・行政機関の自分の情報が

確認できるサイトも設置予定で、いつ誰がなぜ自分の

情報を提供したかの確認も出来る予定です。 

ご質問は 0570057005700570----20202020----0178017801780178（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｺｰﾙｾﾝﾀｰ）（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｺｰﾙｾﾝﾀｰ）（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｺｰﾙｾﾝﾀｰ）（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｺｰﾙｾﾝﾀｰ）へ 

 

    

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

★同時開催★プロの時短調理実演会を行います！ 

快適な生活は水まわりから。最新機器を是非ご覧下さい。

★ご来場ご来場ご来場ご来場特典特典特典特典★★★★    当日ご来場の上、お見積り頂くと… 

 

 

さ                 さらに！来場予

約をして頂き、

お見積もり頂い

た方には、お醤

油詰め合わせを

プレゼント。 
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恒例のお子様向け夏休み企画、お菓子つめ放題や的あ

てゲームも開催！夏休みの終わりに、お子様と一緒に

ご来場ください。今回はリノベｓｃｈｏｏｌリノベｓｃｈｏｏｌリノベｓｃｈｏｏｌリノベｓｃｈｏｏｌも同時開

催予定です！相談コーナーで中古物件探し・リノベー中古物件探し・リノベー中古物件探し・リノベー中古物件探し・リノベー

ションションションションの疑問・質問にお答えいたします。ご予約の上、

是非ご来場くださいませ。 

    

岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山市市市市市市市市北北北北北北北北区区区区区区区区ＫＫＫＫＫＫＫＫ様様様様様様様様邸邸邸邸邸邸邸邸        戸戸戸戸戸戸戸戸建建建建建建建建全全全全全全全全面面面面面面面面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        

親から受け継いだ家を今度は息子さんへと引き継ぐため

に全面リフォームをすることを決心されたＫ様。ご両親

が建てられてから増改築を繰り返してきているため、構

造躯体が継ぎ足し＋継ぎ足しになっていました。そんな状

態で表面だけ綺麗にして息子さんがこの先何十年も住ん

でいけるのだろうか…。そこで躯体の耐震補強＋瓦の軽量

化をご提案させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しっかり補強され強固になったＫ様邸。これで安心し

て息子さんに受け継いでいってもらえますね。生まれ

変わったお家で新たな家族の思い出がたくさんできま

すように！！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電器電器電器電器    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 

 

 

 

 
 

 

＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊    

 

＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊    

 

＊＊＊＊８８８８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＊    

←筋交いや耐震金物を使い耐震補強 

 

 

ｂｂｂｂｂｂｂｂｂｂｂｂｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅ 

 

 

 

 

← 

軽量瓦に

葺き替え

軽量化 

← 

   

 

↑↑解体をしてみると↑↑ 

増築された形跡が現れました。 

AAAAAAAAAAAAfffffffffffftttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr 

AAAAAAAAAAAAfffffffffffftttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr 

クリナップ夏の大感謝祭へのご招待クリナップ夏の大感謝祭へのご招待クリナップ夏の大感謝祭へのご招待クリナップ夏の大感謝祭へのご招待    

【日時】【日時】【日時】【日時】2015201520152015 年年年年８８８８月月月月２２２２３３３３日日日日((((日日日日))))10101010 時～時～時～時～17171717 時時時時    

【場所】【場所】【場所】【場所】クリナップクリナップクリナップクリナップ岡山ショールーム岡山ショールーム岡山ショールーム岡山ショールーム    
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＊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。 

夏真っ盛りの 8 月は高校野球の季節到来！！ということ

で、リ・ライフ不動産事業部は毎年 8 月になると、気も

そぞろ…と言ったところでしょうか。7 月はたくさんのご

縁をいただき、そのご縁を結ぶお手伝いをさせていただき

ました。ご縁のあった皆様、この度はおめでとうございま

す！引き続きリフォーム＆リノベーション工事でお世話

になりますので、宜しくお願い申し上げます。引き続き、

高校球児に負けない情熱でお手伝いするリ・ライフプロ 

デュース不動産事業部を宜しくお願い申し上げます。 

☆☆☆☆成約御礼！！成約御礼！！成約御礼！！成約御礼！！    

・岡山市北区田中中古住宅①・岡山市北区田中中古住宅①・岡山市北区田中中古住宅①・岡山市北区田中中古住宅①・岡山市北・岡山市北・岡山市北・岡山市北区庭瀬土地区庭瀬土地区庭瀬土地区庭瀬土地    

・岡山市北区田中中古住宅②・岡山市中区御成町新築・岡山市北区田中中古住宅②・岡山市中区御成町新築・岡山市北区田中中古住宅②・岡山市中区御成町新築・岡山市北区田中中古住宅②・岡山市中区御成町新築

建売住宅・アルファステイツ今村公園建売住宅・アルファステイツ今村公園建売住宅・アルファステイツ今村公園建売住宅・アルファステイツ今村公園    3333 階部分階部分階部分階部分    

・センチュリー清輝・センチュリー清輝・センチュリー清輝・センチュリー清輝    2222 階部分階部分階部分階部分    

7 月にご縁があった不動産は以上です。ご購入された方は

おめでとうございます！ご売却を依頼して下さった売主

様は有難うございました。 

☆☆☆☆新着物件情報！！新着物件情報！！新着物件情報！！新着物件情報！！    

 【倉敷市児島柳田町中古住宅【倉敷市児島柳田町中古住宅【倉敷市児島柳田町中古住宅【倉敷市児島柳田町中古住宅        14,800,00014,800,00014,800,00014,800,000 円】円】円】円】    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

    

    

    

内外装リフォーム済みでお引き渡し致します。収納スペー

スも多数あり、吹抜もあり、ゆったりとした居住スペース

となっております。バス停までも徒歩 2 分、病院・スー

パーも徒歩圏内ですので、生活に便利な立地です。たくさ

んのお問い合わせをお待ちしています。 

 

＊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＊＊  最高潮!!何事も思い通りにいきやすい時。運勢を活かす為に 
も、積極的にやりたい事をどんどんしていって。夏の旅行も 
前から行きたかった所へ思いきって出かけるのがベスト。           

ラッキーデー１日･ラッキーデー１日･ラッキーデー１日･ラッキーデー１日･1111０日･０日･０日･０日･2222７日７日７日７日    

牡牛座＊＊  いまひとつの雰囲気。うっかりミスが増えそうです。疲れて 
いると、ますます失敗してしまうので、旅に出て心身をリフ 
レッシュさせて。ゆったりできるプランで骨休めを。 
            ラッキーデー８日･ラッキーデー８日･ラッキーデー８日･ラッキーデー８日･1111５日･５日･５日･５日･2222３日３日３日３日    

双子座＊＊  なかなか好調です。気軽な旅がこの時期にはオススメ。一人

で出かけるか、気のおけない仲間と一緒に出かけましょう。 
            プランをしっかり立てておくより、現地で考えながら動くの

も良さそうです。    ララララッキーデー４日･ッキーデー４日･ッキーデー４日･ッキーデー４日･1111３日･２２日３日･２２日３日･２２日３日･２２日 
蟹 座＊＊  やや落ち着いています。色々と忙しくなりそうな時期です。  

体調管理がカギになるので、メリハリのきいた生活を心がけ

ましょう。旅行する時はゆとりのあるプランでのんびり過ご

すのが良さそう。       ラッキーデー４日･ラッキーデー４日･ラッキーデー４日･ラッキーデー４日･1111５日･３１日５日･３１日５日･３１日５日･３１日             

獅子座＊＊  絶好調。やりたい事をどんどん実行していける時。あなたの  

意見についてきてくれる人も多いので、リーダーシップを発

揮していきましょう。旅行のプランもあなたが仕切っていく

のが良さそう。     ラッラッラッラッキーデー６日･キーデー６日･キーデー６日･キーデー６日･1111６日･６日･６日･６日･2222４日４日４日４日 

乙女座＊＊  やや落ち着いたムードです。やるべき事を着実にこなし、周

りの人達との温かいコミュニケーションを大切にしていき

ましょう。友達と旅行へ出かけると気持ちの充実がはかれそ

う。美味しい食事を共にする事が楽しい旅行のポイント！  

      ラッキーデー２日・ラッキーデー２日・ラッキーデー２日・ラッキーデー２日・1111１日・１日・１日・１日・2222０日０日０日０日    

天秤座＊＊  好調です。いつもと違った行動が、ツキを呼ぶ時。今まで行

った事のない場所に旅行したり、日帰りで観光してみたりし

て、運をより向上させて。 

 ラッキーデー７日･ラッキーデー７日･ラッキーデー７日･ラッキーデー７日･1111７日･７日･７日･７日･2222５日５日５日５日    

蠍 座＊＊  いまひとつのようです。やる気はあっても、夏の疲れのせい

か、いまひとつ行動力がついてこないようです。無理をしな

いで、のんびり身体を休めるのが良さそう。夏季休暇や休日

に家族や友達と小旅行を。ラッキーデー１日･９日･１８日ラッキーデー１日･９日･１８日ラッキーデー１日･９日･１８日ラッキーデー１日･９日･１８日    

射手座＊＊  最高潮。何事も思いどおりに進めていきやすい時です。積極 

的に行動した方が、楽しい成果を沢山得る事ができるでしょ 

う。旅行にもどんどん出かけてみてください。長期はもちろ 

ん、週末に短期旅行もオススメです。 

     ラッキーデー２日･ラッキーデー２日･ラッキーデー２日･ラッキーデー２日･1111３日･３日･３日･３日･2222９日９日９日９日    

山羊座＊＊ まあまあです。あちこち出かける事が視野を広げる事につな 

がりそう。旅行の前はインターネットや雑誌などで、旅先の 

情報収集をしっかりと。食事情報や穴場の観光地情報は、実 

際に出かけたときに役立つはずです。 

ラッキーデー３日･ラッキーデー３日･ラッキーデー３日･ラッキーデー３日･12121212 日･日･日･日･2222９日９日９日９日    

水瓶座＊＊ かなり好調です。いつも以上に友人や恋人、家族たちと楽し 

く過ごせそう。休みに計画を立てて旅行に出かけて、今まで 

以上に絆を深めましょう。みんなで賑やかに泊まれる宿だ 

と、より楽しい思い出をたくさん作れそう。 

            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･17171717 日･日･日･日･2222５日５日５日５日    

魚 座＊＊ なかなか好調です。全般的にパワーがある時です。行動力が

高まっているので、休みの日にはあちこち出かけていきたい

もの。水のきれいな土地へ旅行すると、インスピレーション

が研ぎ澄まされるのでオススメです。 

ラッキーデー１日･ラッキーデー１日･ラッキーデー１日･ラッキーデー１日･1111９日･９日･９日･９日･2222７７７７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！＊＊＊＊    

『『『『残ったごはんで、簡単チーズリゾット残ったごはんで、簡単チーズリゾット残ったごはんで、簡単チーズリゾット残ったごはんで、簡単チーズリゾット』』』』    

 

              

作り方作り方作り方作り方    

1．フライパンにバターを溶かし、スライスしたにんに

くを炒めます。にんにくは好みなので、不要でしたら

玉ねぎを炒めてください。にんにくの香りがたってき

たら、スライスした玉ねぎを入れ炒めます。ここで塩

こしょうすると、玉ねぎから水分が出て時短に。 

2．飴色になってきたら、細切りにしたベーコンやウイ

ンナーをいれ、さっと炒めます。ごはんと、ごはんに

かぶる程度の水とコンソメを入れて２～３分程度炒

め煮をして、 

3．水分が少なくなってきたら牛乳とチーズを入れ混ぜ

ます。 器に盛り、分量外の粉チーズとパセリを振っ

て完成！！  ぜひお試しください♪♪♪ 

＊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？？？？    ８８８８月占い＊月占い＊月占い＊月占い＊    

材料材料材料材料    （２人分）（２人分）（２人分）（２人分） 

残ったごはん茶碗２杯程度 

玉ねぎ 1/2     ベーコン３枚 

にんにく あれば１片 

コンソメ大１～1.5 

牛乳 1/2 カップくらい  

粉チーズ大２ 

とろけるチーズ１～２枚          

バター10 ㌘程度 

＊＊＊＊籐（ラタン）の座卓籐（ラタン）の座卓籐（ラタン）の座卓籐（ラタン）の座卓    

    

120120120120 ㎝×㎝×㎝×㎝×80808080 ㎝×４０㎝㎝×４０㎝㎝×４０㎝㎝×４０㎝    

天板にはガラスがのって天板にはガラスがのって天板にはガラスがのって天板にはガラスがのって    

います。います。います。います。    

少し傷があります。少し傷があります。少し傷があります。少し傷があります。    

            

 

    

＊＊＊＊無垢の花代無垢の花代無垢の花代無垢の花代    

    

55555555 ㎝×㎝×㎝×㎝×40404040 ㎝ほど。㎝ほど。㎝ほど。㎝ほど。    

分厚くてしっかりした分厚くてしっかりした分厚くてしっかりした分厚くてしっかりした    

一枚ものの木です。一枚ものの木です。一枚ものの木です。一枚ものの木です。    

    

    

 

大好評！ガレージセール！取りに来てくれる方に、無

料でお譲りしています。いつもたくさんのご応募あり

がとうございます！今月は 8 月２０日の正午まで受付

します。お気軽にお電話くださいませ。 

【物件概要】 

所 在 地 ： 倉敷市児島柳田町 

用途地域 ： 指定なし 

都市計画 ： 市街化調整区域 

地    目 ： 宅地 

地    積 ： 165.30 ㎡（50.00 坪） 

 ※ 延長敷地部分：46.25 ㎡あり（持分 4 分の 1） 

建ぺい率 ： 60％  容積率：200％ 

接    道 ： 東側 5.0m 

建物構造 ： 木造セメント瓦葺 2 階建 

床 面 積 ： 1 階 87.99 ㎡、2 階 49.63 ㎡  

（合計：137.62 ㎡） 

間 取 り ： 4LDK+S 

新築年次 ： 平成 9 年 8 月 （築 18 年） 

地    勢 ： 平坦  環境 ： 住宅地 

現    況 ： 空家  引渡 ： 相談 

取引態様 ： 仲介 


