
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

    

 

 

 

  

 

 

  

  大大掃掃除除大大作作戦戦！！２２００１１５５   
いよいよ師走となりました。１年を締めく 
くる月です。何かと忙しい 12月ですが、 
憂鬱なのが大掃除…。たかが大掃除、されど大掃除！
そこで今回は「大掃除」について取り上げてみました。      
 
 
   
～大掃除 お奨めアイテム～ 
【重曹】あらゆる場所で安心して使えます。 

・重曹スプレーぬるま湯（40℃位）100cc/重曹 3g/ 
スプレーボトルに入れてよく振って溶かせば OK！ 

・キッチン、お風呂の水廻りは勿論、手垢で汚れた壁や 
ドアノブ、照明カバー、冷蔵庫内等にも使えます。 

・グリル網やゴトクには重曹ホイップクレンザー！ 
重曹＋食器用液体石鹸＋酢で発泡させ焦付きに貼塗。    

・電気ポットの水垢や排水口、洗濯槽は、重曹＋酢。 
重曹の優れた洗浄効果を一度、試してみませんか？ 
最後に…！汚れに執着し過ぎず、割り切ることも必要
です！みなさん、笑顔で良いお年をお迎え下さい♪ 
 
 

  
大掃除を効率よく進めるワンポイント！ 
大掃除の計画立て・・何日かに配分し、誰がいつ、 
何をするかを決め、「今日はここまで！」と決めた 
事以上は手を付けないくらいの余裕を持ちましょう。 
 

 

 こんにちは！１２月に入りすっかり冬らしくなって

きました。今年も残すところあと１カ月となりました。

毎年この時期になると口癖のように言っていますが 

本当に１年があっという間に過ぎもう年末です。 

さて、今年も年末恒例のリ・ライフカフェを開催いた

します！毎年、日頃よりご愛顧いただいている皆様と

お茶を飲みながらのおしゃべりを楽しみにしておりま

す。クリスマススイーツ教室には参加できない…、と

いう方でもティータイムにはぜひお立ち寄り下さいま

せ。皆様にお会いできる事をスタッフ一同 

楽しみにお待ちしております。 

尚、年内の営業は２９日までとさせていただきます。

皆様、素敵な年末をお過ごしくださいませ。 

 

           
             
年末恒例の「プロに学ぶシリーズ」。今回は、食品添加物
を使用しないスイーツの専門家、井上節子さんをお招きし
てクリスマスケーキづくりを学びます。実習は先着１５名
限定（要予約）。教室の後はお待ちかね、リ・ライフカフ
ェを開催！参加費無料です。皆様のお越しをお待ちしてお
ります♪お気軽にご参加ください。                                                        
 
  
教室の後は、「リ・ライフカフェ」を 
開催！リフォームした方もこれからの 
方も、お茶とお菓子とともに、 
リ・ライフ談義に華を咲かせましょう♪ 

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡岡山山市市北北区区ＹＹ様様邸邸  ママンンシショョンンリリノノベベーーシショョンン  
弊社リフォーム事例を見てご来店くださったＹ様ご夫

妻のご相談内容はこの度購入した中古マンションのリ

ノベーション。中古で購入されたといっても築浅で新

築同然のマンションでそのままでもすぐに住める物件

でした。しかし新婚のＹ様ご夫妻がマイホームに対し

て描いていた夢やこだわりを実現するためリノベーシ

ョンを希望されました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
されＹ様らしい可愛くて暖か味のあるお家になっていて

嬉しくなりました！Ｙ様ありがとうございました！ 

＊リ・ライフかわら版＊ 

(株)リ・ライフプロデュース 
＜ショップ＞〒700-0973 岡山市北区下中野377－1 

ベスト電器 岡山本店1F リフォームコーナー 

TEL（086）241-9741 

＜オフィス＞〒700-0973 岡山市北区下中野351-101 
TEL（086）246-7233 FAX（086）246-9930 

フリーダイヤル ： ０１２０―６９０―１

２３ 

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

 
ブログ更新中！ 

 

リ･ライフプロデュース 検索 

 

 
 

 

＊施工レポート＊ 

 

 

 

 

洗面台やキッチン背面収

納もリ・ライフオリジナ

ル造作家具です。出来上

がりを見たＹ様もとても

喜んでくださいました。

お引越し後にお邪魔させ

ていただくとこの空間に

バッチリ合う家具が配置

て 

キッチンカウンターはＹ様の選

んで頂いた 2色のタイルをラン

ダムに混ぜたオリジナルモザイ

クタイル♪ 

 

 

による 

コラボ企画！ 

＊ごあいさつ＊ 

 

 

 

 

Ｙ様のご要望 

を聞き造った 

パソコンカウ 

ンター＋本棚。 

サイドの壁は 

チョークペイ 

ント仕上げで個性的です。 

AAAfffttteeerrr 
 

無垢材を使用し温かみ

のあるＬＤＫになりま

した。新築時のシンプル

テイストとは 180度、雰

囲気が変わりました。 

 
 

ワクワク Sweets クリスマス スイーツ教室 

リ・ライフ カ

フェ 

 

スイーツ教室 

 
日時：12月 16 日（水）13：00～ 
場所：クリナップ岡山ショールーム 
講師：井上 節子さん 

（パンとお菓子のアトリエアマトゥール）  
【参加費無料】 先着 15名限定。 
ご家族･ご友人とどうぞ♪お申込はお電 
話ください。お申込みの際、参加人数 
とお名前をお知らせください。 

ＴＥＬ：0120-690-123 

 

 
 

＊１２月 インフォメーション＊ 

 

 

http://www.relife-pro.com/
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＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、不動産事業部です。今年も残すところあ
と 1ヶ月となりましたね。今年もたくさん出会いに恵
まれ、皆様に支えていただき、とっても充実した一年
となりました。みなさま、本当に有難うございました。
あちこちが痛い、痛い、と言いながらも来年も変わら
ず突っ走っていきたいと思っていますので、引き続き
宜しくお願い申し上げます。 
それでは、11月にめでたくご縁のあった 
不動産をご紹介します。 
☆成約御礼！！・サーパス鹿田 4階部分  

・岡山市北区庭瀬中古住宅 
・奉還町 1丁目店舗付き住宅 

ご購入と共に、リフォームやリノベーションでお世話にな
るお客様もいらっしゃいますので引き続き宜しくお願い
申し上げます。また、ご売却を依頼して下さった売主様、
本当に有難うございました。 
☆新着物件情報！！  
【岡山市北区北方 2 丁目 
  北方マンション 4LDKタイプ 
        12,800,000 円】    
 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                
隣にドラッグストアもでき、駅やバス停までもが徒歩
圏内の生活に便利な立地です。東南角住居なので日照、
通風ともに良好です。85㎡超の空間はとっても魅力
的！思いっ切りリノベーションで自分好みの空間を作
ってみてはいかがでしょうか。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＊ 
 
牡羊座＊＊運勢は絶好調。いつも以上にアクティブになっているの

で、寒くても元気に飛び回る事ができそう。イベントの多

い時期ですから各地で色々と楽しんで。 

ラッキーデー5日･13日･23日  

牡牛座＊＊運勢はやや落ち着いています。まったりした気分が高まっ

ているので、アクティブに旅行するよりもスローなプラン

がお勧め。落ち着いた雰囲気の温泉で、景色と料理を満喫

するのが良さそう。 ラッキーデー8日・15日・23日 

双子座＊＊運勢は最高潮。対人運がとても良いので、気の合う友人を

誘って旅行にでかけましょう。初めての場所にツキがあり

そう。クリスマスや年末年始を見知らぬ土地で過ごしてみ

ては？       ラッキーデー 9日・19日・28日 

蟹 座＊＊運勢はいまひとつです。なにかと忙しい師走で、なかなか

ゆっくりしている暇がないでしょう。しかし、だからこそ、

休日は心のリフレッシュを。短い時間でも楽しめる事がい

ろいろあるでしょう。ラッキーデー 8日・17日・25日 

獅子座＊＊運勢は好調です。前からやりたいと思っていた事を実行に

移すのに良い時期。年末で忙しさもありますが、時間を見

つけて出かけると充実感があるでしょう。 

ラッキーデー 4日・13日・22日 

乙女座＊＊運勢はいまひとつのムードです。忙しくてバタバタする事

が多く、なかなか気が休まらないでしょう。年末年始の休

みや年明けの旅行を計画して、気分を切り替えて。 

ラッキーデー 5日・13日・28日 

天秤座＊＊運勢は絶好調。人との関係がうまくいきやすいので、忙し

い時期も連係プレイで乗り越えられそう。クリスマスや忘

年会を観光地で過ごしてみると、いつもと違った雰囲気で

盛り上がるでしょう。ラッキーデー 9日・16日・27日 

蠍 座＊＊運勢はいまひとつ。忙しさにイライラが募りやすい時期で

す。ひとつずつ、落ち着いてこなして、後でゆっくりと温

泉で養生しましょう。ラッキーデー2日・11日・29日 

射手座＊＊運勢は最高潮！忙しくても元気に過ごせる時期となるで

しょう。持ち前のアクティブさを発揮して、楽しく過ごす

と充実感を得られるはす。 

ラッキーデー 4日・12日・21日 

山羊座＊＊運勢はまあまあ落ちついています。きちんと日々のスケジ

ュール管理をしていれば問題ありません。やるべき事を終

わらせて、きっちり休みを満喫できるでしょう。冬の味覚

を堪能して。    ラッキーデー 3日・12日・21日 

水瓶座＊＊運勢は好調です。様々な情報が入ってきやすい時です。気

になる物をいくつかピックアップして、旅行やホテルを決

める際の参考にしましょう。 

ラッキーデー1日・12日・27日 

魚 座＊＊運勢はいまひとつの雰囲気。つい感情的になって、大切な

人と争いが起きてしまう事があるでしょう。そんな時も旅

行に出かければ、あっという間に和解成立。楽しい雰囲気

の中でムードが変わるはずです。 

ラッキーデー 3日・11日・20日 

 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『カリフラワーとブロッコリーのサラダ』 
 

               
作り方 

1.ブロッコリーとカリフラワーは、２分くらい茹でる。

温かいまま、一口サイズにザクザク切る。 

2.小鍋に、調味料Ａを全て入れて、弱火で煮ていく。 

ネギ、にんにくがちょっと焦げて、香りが油に移った

ら、火をとめる。 

3.①の野菜に、②のソースを絡めて、和える。 

   ぜひお試しください♪♪♪  

＊気になる今月の運勢は？ １２月占い＊ 

材料  

ブロッコリー・カリフラワー   

それぞれ１カップ程度 

■ 調味料 A 

アンチョビフィレ（粗みじん） 

…４枚くらい 

ねぎ(みじん切り) …大さじ１ 

にんにく(みじん切り)…小２片 

オリーブオイル …大さじ３ 

寿司酢 …大さじ３          

クレイジーソルト …適当 

 

いつも沢山のご応募ありがとうございます。 

取りに来てくれる方に、無料でお譲りしています。 

抽選へのエントリーは 12月 10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 ： 岡山市北区北方 2 丁目 1番 19号 
用途地域：第一種住居地域 
建物構造：鉄筋コンクリート造陸屋根 7階建 3階部分 
分譲業者：日本勤労者住宅協会 
施工業者：株式会社穴吹工務店 
床面積：85.20㎡ 
間取り：4LDK （東南角住居） 
新築年次：昭和 58 年 8月 
管理形態：一部委託（清掃・警備を株式会社穴吹コミ
ュニティに委託、運営は自主管理）  
管理費：12,780 円／月 修繕積立金：8,520円／月 
駐車場使用料：8,000円／月 

（H27年 11月 19日現在空きあり） 
現況 ：空室  引渡 ： 相談  取引態様 ： 仲介 

←＊陶器の馬 
高さ 約 18 ㎝ 
耳の裏にカケ有 

←＊備前焼 
高さ約 18㎝ 

＊花瓶  → 
高さ約 20㎝ 

 


