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今年１年、皆様にはリフォーム工事でお世話になり有

難うございました。今年度施工の人気リフォーム工事

をランキングしました。ベスト５ベスト５ベスト５ベスト５をををを発表します！発表します！発表します！発表します！ 

    

第１位第１位第１位第１位・・中古住宅購入に伴う全改修中古住宅購入に伴う全改修中古住宅購入に伴う全改修中古住宅購入に伴う全改修    

  購入と同時に行う自分にしかない 

自分流リノベーションが人気です。 

第２位第２位第２位第２位・・キッチン・浴室・トイレ等改修キッチン・浴室・トイレ等改修キッチン・浴室・トイレ等改修キッチン・浴室・トイレ等改修 

  水廻り設備は一番気になるところ。 

  機能性もデザインも進化しています。 

第第第第３位３位３位３位・・内装改修内装改修内装改修内装改修（フロアやクロス張替え 

 襖・障子・網戸張替え、畳表替え等） 

クロスや襖紙を張替えるだけでお部屋が 

明るくなり気分がリフレッシュします。 

第４位第４位第４位第４位・・電気系改修電気系改修電気系改修電気系改修（換気扇、照明器具等） 

  お掃除が楽なレンジフードやシーリング 

ライト（天井付照明）が人気です。 

第第第第 5555 位位位位・・外壁塗装外壁塗装外壁塗装外壁塗装・・・・エクステリア工事エクステリア工事エクステリア工事エクステリア工事    

  外壁塗装で雰囲気が一新、新築気分！ 

  エクステリア工事でお家が引き締まります。 

 

来年も皆様のお家のお悩み事に真摯に向き合い、より

最適なご提案を心掛けていきたいと思います。些細な

ことでもぜひお気軽にご相談ください。 

 こんにちは！今年も残すところあとわずかとなりま

した。今年１年もたくさんの皆様に応援していただき、

充実した１年を過ごすことができました。本当にあり

がとうございました。来年も変わらずご愛顧いただけ

ますよう何卒よろしくお願いいたします。 

２０１６年、皆様がすてきな１年を締めくくれますよ

うに・・・！良い年末をお過ごしください。 

～年末年始の営業日お知らせ～～年末年始の営業日お知らせ～～年末年始の営業日お知らせ～～年末年始の営業日お知らせ～    

年末は１２月２９日まで営業 

１２月３０日～１月４日休み 

年始は１月５日より営業しております。 

 

 

日日頃頃のの感感謝謝のの気気持持ちちをを込込めめてて今今年年もも  

                      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        

                    開開催催いいたたししまますす！！！！          

                              1111111122222222 月月月月月月月月２２２２２２２２４４４４４４４４日日日日日日日日((((((((土土土土土土土土))))))))・・・・・・・・２２２２２２２２５５５５５５５５日日日日日日日日((((((((日日日日日日日日))))))))        

１１１１１１１１４４４４４４４４：：：：：：：：００００００００００００００００～～～～～～～～１１１１１１１１６６６６６６６６：：：：：：：：００００００００００００００００  

～お茶とお菓子をご用意してお待ちしております～    

 

場所：ベスト電器岡山本店内ベスト電器岡山本店内ベスト電器岡山本店内ベスト電器岡山本店内１１１１FFFF    

                リ・ライフリ・ライフリ・ライフリ・ライフプロデュースプロデュースプロデュースプロデュース    

                岡山市北区下中野３７７－１岡山市北区下中野３７７－１岡山市北区下中野３７７－１岡山市北区下中野３７７－１    

    

 

 

 

 

来年１月末までリフォームお見積り、２０１７年内施工完

了でスペシャルプレゼント！！             

話話題題ののここだだわわりり家家電電を 

ご成約金額に応じてプレゼントします。 

詳細はリ・ライフカフェ会場で発表します！    

詳し詳し詳し詳しくはインフォメーションをごくはインフォメーションをごくはインフォメーションをごくはインフォメーションをご覧覧覧覧下さい。下さい。下さい。下さい。 

 

岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山市市市市市市市市中中中中中中中中区区区区区区区区ＫＫＫＫＫＫＫＫ様様様様様様様様邸邸邸邸邸邸邸邸  ママママママママンンンンンンンンシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンン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工工工工工工工工事事事事事事事事        

中古マンションを購入されたＫ様。購入された物件が

リフォーム済みの物件でそのまますぐにご入居できる

状態でした。しかしＫ様は想い描いていた理想のマイ

ホームにするために再度リフォームし直しされること

を決意！ホワイト×グレーを基調にし、K 様が目指し

たミニマル・モダンな空間へと様変わりしました。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ通りの出来上がりに喜んでくださっていた K

様。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::::hhhhttp://www.relifettp://www.relifettp://www.relifettp://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＊    
 

 

 

リフォームのご予定がなリフォームのご予定がなリフォームのご予定がなリフォームのご予定がなくくくくててててももももティティティティ

ータータータータイイイイムちょっと一息ムちょっと一息ムちょっと一息ムちょっと一息、、、、にににに遠慮なくお遠慮なくお遠慮なくお遠慮なくお

立ち寄りください。今年の出来事など立ち寄りください。今年の出来事など立ち寄りください。今年の出来事など立ち寄りください。今年の出来事など

近況近況近況近況をお聞きできれば嬉しいですをお聞きできれば嬉しいですをお聞きできれば嬉しいですをお聞きできれば嬉しいです♪♪♪♪

スタスタスタスタッフ一同、皆様にお会いできる事ッフ一同、皆様にお会いできる事ッフ一同、皆様にお会いできる事ッフ一同、皆様にお会いできる事

を楽しみにお待ちしております。を楽しみにお待ちしております。を楽しみにお待ちしております。を楽しみにお待ちしております。    

 

 

 

シンプルで機能的なステンレス製の

オープンキッチンを採用。キッチン

センターに作業台を配置したことで

お嬢さんと一緒にお料理を♪なんて

楽しいキッチンになりそうです。 
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打ち合わせ開始すぐに

K 様が持って来て下さ

ったインテリア雑誌の

イメージを再現した玄

関ホール。ガラスブロ

ックがとても印象的で

素敵です。サイドには

念願のクロークも設け

ました。 

＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊    ＊＊＊＊１１１１２２２２月月月月    インフォメーシインフォメーシインフォメーシインフォメーション＊ョン＊ョン＊ョン＊    
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お家の中で一番

日当たりがよく

明るい場所にあ

った洋室をリビ

ングにしました。 
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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。 

市場では相変わらず続いている低金利の影響もあって

新築住宅を建てられる方が多く、土地が活発に売れて

いる状況です。さて今年も残すところあと少しとなっ

てしまいましたが、ラストスパートを掛けて参ります。

来年も税制優遇や助成金など不動産を売買される方に

とってプラスになる情報をお伝えしていきたいと思い

ますので引き続きよろしくお願いいたします。 

    

☆☆☆☆1111１１１１月の成約御礼月の成約御礼月の成約御礼月の成約御礼！！！！    

・岡山市北区庭瀬土地・岡山市北区庭瀬土地・岡山市北区庭瀬土地・岡山市北区庭瀬土地    

・・・・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    ８階部分８階部分８階部分８階部分    

・岡山市北区弓之町土地・岡山市北区弓之町土地・岡山市北区弓之町土地・岡山市北区弓之町土地    

・岡山市中区門田文化町２丁目土地・岡山市中区門田文化町２丁目土地・岡山市中区門田文化町２丁目土地・岡山市中区門田文化町２丁目土地    

・岡山市北区尾上中古住宅・岡山市北区尾上中古住宅・岡山市北区尾上中古住宅・岡山市北区尾上中古住宅    

・朝日・朝日・朝日・朝日プラザ岡山西古松プラザ岡山西古松プラザ岡山西古松プラザ岡山西古松    １０階部分１０階部分１０階部分１０階部分    

    

★★★★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【倉敷市【倉敷市【倉敷市大内中古住宅大内中古住宅大内中古住宅大内中古住宅    ４４４４LLLLLLLLDDDDDDDDKKKKKKKK    1,1,1,1,３３３３80808080 万円】万円】万円】万円】    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閑静な住宅地にあって日当たり良好なお家です。イオ

ンモール倉敷へのアクセスも良好ですし、酒津公園へ

のお散歩もできる立地です。室内は随所にリフォーム

もなさっており、オール電化仕様により光熱費も断然

お得です。現在空き家ですので見学の際は、お気軽に

お申し付け下さい。たくさんのお問い合わせをお待ち

しております。 

！！！！！！！！大好評大好評大好評大好評ガレージセール！ガレージセール！ガレージセール！ガレージセール！！！！！    

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

申し込み締め切りは、 

12 月 25 日正午までです。お気軽にお電話ください

＊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＊＊絶好調！この時期は、一人では中々出来ない事でも人に協力して

もらってどんどん進めていけます。周りの人とのコミュニケショ 

ンがスムーズにいきやすいので、皆で一緒に楽しみましょう。プ 

ラン立てから話し合ってみて。ラッキーデー９ラッキーデー９ラッキーデー９ラッキーデー９日･１６日･２７日日･１６日･２７日日･１６日･２７日日･１６日･２７日 

牡牛座＊＊やや落ち着いています。マイペースに自分の心地よい感覚で楽し 

みたい時。旅行でも、口コミを参照にするのもいいけれど自分の 

直感的に惹かれる場所を選んでみて。あなただけのお気に入りの

場所が見つかるはず。    ラッキーデー８ラッキーデー８ラッキーデー８ラッキーデー８日･１５日･２３日日･１５日･２３日日･１５日･２３日日･１５日･２３日 

                            

双子座＊＊なかなか好調です。いろいろな情報を駆使することで充実した旅 

ができそう。現地の情報や効率の良いプランニングなど、前もっ 

てしっかりチェックしておいて。それによって、旅の思い出の濃 

さが変わってくるはず。        ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー4444 日･日･日･日･13131313 日･日･日･日･22222222 日日日日 

            

蟹 座＊＊いまひとつのようです。忙しい日々に疲れてしまい、余裕がなく 

なってしまいそう。お正月休みを利用した旅のプランを立てて、 

それを励みにがんばりましょう。ゆっくり検討している時間がな 

いときは代理店の人におまかせするのも良さそう。 

     ラッキーデー８ラッキーデー８ラッキーデー８ラッキーデー８日･１７日･２５日日･１７日･２５日日･１７日･２５日日･１７日･２５日 

                                        

獅子座＊＊運勢は抜群です。何事も自分の力でどんどん切り拓いていけると 

き。旅先でも行動的にいろいろなことを楽しめるでしょう。パワ 

ーがあるので冬のスポーツをするのもおすすめです。 

                   ラッキーデー９ラッキーデー９ラッキーデー９ラッキーデー９日･１９日･２８日日･１９日･２８日日･１９日･２８日日･１９日･２８日    

 

乙女座＊＊いまひとつのようです。あまりの多忙さでストレスが溜まりそう 

な予感です。イライラしてきたら、ホッと一息つきたいもの。週 

末の一泊旅行や日帰り旅行で、心身の回復をさせてあげて。 

                   ラッキーデー５ラッキーデー５ラッキーデー５ラッキーデー５日･１３日･２８日日･１３日･２８日日･１３日･２８日日･１３日･２８日    

    

天秤座＊＊なかなか好調です。いつもよりやる気が満ちていて、気分よく行 

動出来るとき。フットワークも軽くなっているので、好奇心のお 

もむくまま様々なことにチャレンジしてみましょう。年末年始の 

休暇を利用して、遠出旅行すると今までにない体験が待っていそ 

うです。          ラッキーデー５ラッキーデー５ラッキーデー５ラッキーデー５日･１３日･２３日日･１３日･２３日日･１３日･２３日日･１３日･２３日 

    

蠍 座＊＊いまひとつのようです。毎日バタバタと忙しく、その分、感情的 

になることが多くなり、ゆとりを持つためにも、リラックス出来 

る時間を作ってください。気分転換に歴史のある街を訪れると、 

日頃のストレスから開放されそうです。        

ラッキーデー２ラッキーデー２ラッキーデー２ラッキーデー２日･１１日･２９日日･１１日･２９日日･１１日･２９日日･１１日･２９日 

射手座＊＊最高潮です。いつも以上に行動力がアップして、やりたい事をど

んどん進めていけるとき。思い切って普段中々出来ない事にもチ 

ャレンジしてみると良いかも。旅行に出かけるなら、ウィンター 

スポーツや長距離ドライブなどアクティブなプランがお勧め。爽

快気分になれるでしょう。  ラッキーデー４ラッキーデー４ラッキーデー４ラッキーデー４日･１２日･２１日日･１２日･２１日日･１２日･２１日日･１２日･２１日 

山羊座＊＊まあまあ落ち着いています。どうも思うように物事が進みにくい 

ことがあるでしょう。そんな時期は、ツイている人と一緒に旅行 

に出かけるのが正解。あなたの運まで引き上げて貰えるでしょう。 

ポジティブな人を誘ってみて。ララララッキーデー３ッキーデー３ッキーデー３ッキーデー３日･１２日･２１日日･１２日･２１日日･１２日･２１日日･１２日･２１日 

水瓶座＊＊かなり好調です。まわりの人とのコミュニケーションがスムーズ 

にいきやすく、いろいろな情報が入ってくるでしょう。旅行の計 

画があるなら色々調べたり、あちこちで聴いてみると、お得な情 

報や穴場スポットなどがわかるかも。クチコミリサーチをしてみ 

て下さい。         ラッキーデー１ラッキーデー１ラッキーデー１ラッキーデー１日･１２日･２７日日･１２日･２７日日･１２日･２７日日･１２日･２７日    

魚 座＊＊いまひとつの雰囲気。対人関係でトラブルが起こるかもしれませ

ん。あなたは悪くないのに複雑な気持ちになることも。その相手 

が家族や恋人や友達ならば一緒に旅行に出かけると気持ちが通じ 

合うはず。いつもとは違う環境で、ゆっくりと寛いでください。 

ラッキーデー３ラッキーデー３ラッキーデー３ラッキーデー３日･１１日･２０日日･１１日･２０日日･１１日･２０日日･１１日･２０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！＊＊＊＊    

これから旬！『『『『牡蠣牡蠣牡蠣牡蠣（かき）（かき）（かき）（かき）たまたまたまたま』』』』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

作り方作り方作り方作り方    

1 葱はハス切り。卵はよく溶いて、塩をひとつまみ入れ   

 ておく。牡蠣は海水程度の水(水 1 カップ：塩小 1)で   

 洗い、水気を拭いて片栗粉をまぶす。 

■印をよく混ぜ 合わせておく。    

2 フライパンにごま油を熱し、卵を流し込み、周りが固

まり始めたら大きく混ぜてからお皿に取り分けてお

く。油が足りないようなら少し足し、続けて牡蠣を両

面焼く。白い部分がプクッとしたら OK です。 

■印を回し入れ絡める。卵を戻し、仕上げに葱を入れ

てサッと炒めたら出来あがり！ 

～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？    １１１１２２２２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）        

牡蠣(大粒・加熱用)8 個 

たまご(M)2 個 

葱(ニラでも)適量 

■オイスターソース 大 1 

■酒 大 1  ■さとう 小 1 

■醤油 小 1/2■塩ひとつまみ 

■ごま油 大 1■片栗粉 大 1 

所在地：倉敷市大内 981-9 

交 通： 両備バス『大内』 バス停 徒歩６分 

用途地域：第一種低層住居専用地域 

建ぺい率：５０％ 容積率：１００％ 

接 道：東側４．０ｍ 

構 造：木造セメント瓦葺き ２階建 

新築年次：昭和６２年３月  

床面積：1 階 61.49 ㎡ 

2 階 40.57 ㎡（計：102.06 ㎡） 

駐車スペース：敷地内２台 

(車種の組合せによっては３台可) 

インフラ：電気、水道、下水 (オール電化住宅) 

現 況：空家 ／ 引渡し：相談 ／ 取引態様：仲介 

取りに来てくれる方に無料でお譲りしています。 

いつも沢山のご応募をいただき有難うございます。  

        

＊＊＊＊加湿加湿加湿加湿器器器器    →→→→    

未使用品ではありませんが、 

キレイに使われています。 

（交換用ﾌｨﾙﾀｰ 1 枚付き） 

            →→→→ 

 

 

←←←←    

＊＊＊＊TAMIYATAMIYATAMIYATAMIYA プラモデルプラモデルプラモデルプラモデル        

イギリス巡航イギリス巡航イギリス巡航イギリス巡航戦車戦車戦車戦車    

クロムウェルＭＫ．５クロムウェルＭＫ．５クロムウェルＭＫ．５クロムウェルＭＫ．５    

（箱は日焼けしています） 

←←←←    

 

 

 

 

 


