
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 こんにちは！12月に入り年末年始を迎える準備で

気忙しくされていらっしゃるでしょうか？そんな忙し

い時期ではございますが今年も年末恒例のリ・ライフ

カフェを開催します！ティータイムちょっと一息つき

ながら♪今年のエピソードや来年に向けての抱負など

みなさんと色々なお話ができる事を楽しみにしており

ます。ぜひお立ち寄りくださいませ。 

今年も残すところあとわずかです。 

皆様にとって良い年末となりますように！ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

詳しくはインフォメー詳しくはインフォメー詳しくはインフォメー詳しくはインフォメーションをごションをごションをご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南南南南南南南南区区区区区区区区        楽楽楽楽楽楽楽楽人人人人人人人人整整整整整整整整骨骨骨骨骨骨骨骨院院院院院院院院様様様様様様様様  店店店店店店店店舗舗舗舗舗舗舗舗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  
以前ご自宅のリフォーム工事をご依頼くださった

Y 様。この度、息子さんが整骨院を新規開店されると

のことで店舗リフォームのご依頼をいただきました。

デザイン関係のお仕事をされていらっしゃる Y 様ら

しいこだわりを随所に採用させていただき和モダン

テイストの落ち着いた雰囲気に仕上がりました！ 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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！    

 

 

 

受付カウンター

や洗面台はご要

望や用途によっ

て自由に作るこ

とができるオリ

ジナル造作で！

お客様に良い印

象を持っていた

だけると嬉しい

ですね♪ 

 

 

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＊    
＊＊＊＊11112222 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＊    

 

 

＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊    

今年も 1 年間ご愛顧ありがとうござい 

ました！日頃の感謝の気持ちを込めて、 

年末恒例リ･ライフカフェを開催致します★ 

今回は『健康志向のドリンク』『健康志向のドリンク』『健康志向のドリンク』『健康志向のドリンク』をご用意 

しました。さらに！当日ご来場された方には、 

『『『『お正月ドアかざりキットお正月ドアかざりキットお正月ドアかざりキットお正月ドアかざりキット』』』』をプレゼント致しま

す！（1 家族様 1 点限り）リフォームのご予定がない方

もお気軽にご来店下さい。お待ちしております。 

 

 

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒeeeeeeeeeeee   

【【【【日程日程日程日程】】】】22222222000000001111111177777777 年年年年年年年年 1111111122222222 月月月月月月月月 1111111166666666 日日日日日日日日((((((((土土土土土土土土))))))))・・・・・・・・1111111177777777 日日日日日日日日（（（（（（（（日日日日日日日日））））））））    

【時間】【時間】【時間】【時間】1111111144444444：：：：：：：：００００００００００００００００～～～～～～～～1111111166666666：：：：：：：：００００００００００００００００        

【場所】【場所】【場所】【場所】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下下下下下下下下中中中中中中中中野野野野野野野野 333333337777777777777777--------11111111        ベベベベベベベベスススススススストトトトトトトト電電電電電電電電器器器器器器器器内内内内内内内内 11111111ＦＦＦＦＦＦＦＦ        

                                        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ププププププププロロロロロロロロデデデデデデデデュュュュュュュューーーーーーーースススススススス        シシシシシシシショョョョョョョョッッッッッッッッププププププププににににににににてててててててて        

22222222000000001111111188888888 年年年年年年年年もももももももも皆皆皆皆皆皆皆皆様様様様様様様様にににににににに寄寄寄寄寄寄寄寄りりりりりりりり添添添添添添添添いいいいいいいい、、、、、、、、素素素素素素素素敵敵敵敵敵敵敵敵でででででででで快快快快快快快快適適適適適適適適なななななななな住住住住住住住住ままままままままいいいいいいいいにににににににになななななななな

るるるるるるるるよよよよよよよよううううううううごごごごごごごご提提提提提提提提案案案案案案案案ししししししししてててててててて参参参参参参参参りりりりりりりりまままままままますすすすすすすす。。。。。。。。何何何何何何何何かかかかかかかか気気気気気気気気ににににににににななななななななるるるるるるるるここここここここととととととととががががががががごごごごごごごござざざざざざざざ

いいいいいいいいままままままままししししししししたたたたたたたたららららららららおおおおおおおお気気気気気気気気軽軽軽軽軽軽軽軽ににににににににごごごごごごごご相相相相相相相相談談談談談談談談下下下下下下下下ささささささささいいいいいいいいまままままままませせせせせせせせ♪♪♪♪♪♪♪♪        

第１位・・（中古住宅購入に伴う）全改修第１位・・（中古住宅購入に伴う）全改修第１位・・（中古住宅購入に伴う）全改修第１位・・（中古住宅購入に伴う）全改修    

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。それでは今年のベスト今年のベスト今年のベスト今年のベスト 3333 発表発表発表発表です！ 

第第第第 2222 位・・位・・位・・位・・断熱、断熱、断熱、断熱、内窓内窓内窓内窓    

 床や壁に断熱材、内窓を付けるなどを 

 すると、省エネにもつながり、さらに 

 暑い夏も寒い冬も涼しく、暖かく快適 

 に過ごすことができいいこと尽くしです。！ 

第第第第 3333 位・・位・・位・・位・・間取り変更間取り変更間取り変更間取り変更    

 和室を洋室に変えたり、キッチンを 

 対面式にしたり、浴室を少し広くし 

 て快適にしたり、と間取りが変わる 

 と気分も変わります！ 

 理想の家が実現する全改修！！自 

 分のしたかった間取りや、デザイン  

 全てが自己流でたった 1 つしかな 

 いお家に作り上げることが出来ます★ 

 

こちらの楽人整骨

院様、1 月 11 日オ

ープンにつき 12 月

中は出張施術して

くれます！気にな

る方はぜひご予約

してみてください。 

AAAAAAAAAAAAfffffffffffftttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr 
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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。 

ついに 2017 年も最後の 1 ヶ月を迎えることになりま

したね。今年は皆様にとってどのような 1 年だったで

しょうか？不動産事業部はおかげさまで何かと多忙な

1 年でした。年々足腰が弱くなってきておりますが、ハ

ートは 20 代ですので、2018 年も引き続き宜しくお

願い申し上げます。 

    

☆☆☆☆H29H29H29H29 年年年年 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！    

・アルファステイツ高屋・アルファステイツ高屋・アルファステイツ高屋・アルファステイツ高屋    7777 階部分階部分階部分階部分    

・玉野市和田一丁目中古住宅・玉野市和田一丁目中古住宅・玉野市和田一丁目中古住宅・玉野市和田一丁目中古住宅    

・倉敷市新田土地・倉敷市新田土地・倉敷市新田土地・倉敷市新田土地    

・南区浦安西町中古住宅・南区浦安西町中古住宅・南区浦安西町中古住宅・南区浦安西町中古住宅    

★新着物件情報★新着物件情報★新着物件情報★新着物件情報    

【サーパス百間川けやき通り【サーパス百間川けやき通り【サーパス百間川けやき通り【サーパス百間川けやき通り    6666 階部分階部分階部分階部分    2LDK+S2LDK+S2LDK+S2LDK+S】】】】                                                                        

                                                                ～～～～2,2802,2802,2802,280 万円～万円～万円～万円～    

！！！！！！！！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 20 日正午まで 

お気軽にお電話くださいませ。 

＊不動産事業部＊＊不動産事業部＊＊不動産事業部＊＊不動産事業部＊    

 

牡羊座牡羊座牡羊座牡羊座…運勢は最高潮のムード!!この一ヶ月はいつも以上に行動力がア 

                ップして、やりたいことがどんどん実行できるとき。なにかと 

     忙しくなりやすい時期ですが、冬のイベントを絡めた旅行が 

     吉。                    ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー４日・１２日・２１日４日・１２日・２１日４日・１２日・２１日４日・１２日・２１日 

牡牛座牡牛座牡牛座牡牛座…運勢はいまひとつのようです。忙しくなって、なかなか思うよ 

                                うにいかないことが多そう。イライラしやすく、そのため人間 

         関係に支障が出てしまうことも……。そんなときは美味しいも 

         のを食べて復活!!        

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

双子座双子座双子座双子座…運勢は絶好調!!楽しいイベントの時期にやる気と気力がアッ 

                                プ!!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、大好きな人たちと旅に出かけましょう。 

                                ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ５日・１３日・２３日５日・１３日・２３日５日・１３日・２３日５日・１３日・２３日 

蟹蟹蟹蟹    座座座座…運勢はまあまあ落ち着いています。なにかと慌しい季節で、や 

                                りたいことが思うように進みません。前もって何事もキチンと 

         計画立てておくようにしましょう。気心の知れた相手と、古刹 

         へ出かけると気持ちよく年明けが迎えられます。            

                                 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー３日・１２日・２１日３日・１２日・２１日３日・１２日・２１日３日・１２日・２１日 

獅子座獅子座獅子座獅子座…運勢は絶好調!!人間関係がとてもよいので、協力者に恵まれま 

                                す。なにをするのもうまくいきやすいでしょう。                              

                                ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ９日・１６日・２７日９日・１６日・２７日９日・１６日・２７日９日・１６日・２７日 

乙女座乙女座乙女座乙女座…運勢はいまひとつブルーな雰囲気。慌しいなかで義務におわれ 

         て、なかなか自分のペースをつかむことができません。予定が 

         ズレることも発生して、そのたびにイライラしてしまうこと 

         も。のんびり、ゆったり、いい湯で一息つきましょう。           

                                ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ３日・１１日・２０日３日・１１日・２０日３日・１１日・２０日３日・１１日・２０日 

天秤座天秤座天秤座天秤座…運勢はまあまあ好調。いつも以上にまわりの協力が得られやす 

                                く、忙しくも楽しい日々となるでしょう。一年間の慰労をかね 

        て、のんびりと温泉宿で忘年会を。いい骨休みにもなりそう。                                

                                ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    １日・１２日・２７日１日・１２日・２７日１日・１２日・２７日１日・１２日・２７日    

蠍蠍蠍蠍    座座座座…運勢はやや落ち着いています。やらなくてはいけないことに追 

                                われるものの、趣味や遊びには楽しい思いができそう。どうに 

         か時間のやりくりをして、一泊でもいいので、泊まりに出かけ 

         て。高級な雰囲気が、非日常な夢を見せてくれそう。                   

                                ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ８日・１５日・２３日８日・１５日・２３日８日・１５日・２３日８日・１５日・２３日    

射手座射手座射手座射手座…運勢は最高潮。パートナー運がとてもよいので、大好きな人を 

                                誘って出かけましょう。特に誕生日あとのクリスマス前後が盛 

         り上がりどき。         ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ９日・１９日・２８日９日・１９日・２８日９日・１９日・２８日９日・１９日・２８日 

山羊座山羊座山羊座山羊座…運勢はいまひとつ。師走だけあって、忙しくなりそう。なかな 

                                か自分の時間がとれず、やることが多すぎて、疲れてしまいま 

        す。のんびりできる時間を狙って、旅行の計画を練っておきま 

        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    ８日・１７日・２５日８日・１７日・２５日８日・１７日・２５日８日・１７日・２５日 

水瓶座水瓶座水瓶座水瓶座…運勢はなかなか好調。忙しくても自分のペースで進めていけそ 

         う。何事も主導権を握ったほうが順調にいくでしょう。旅行も 

         あなたが幹事役を引き受けるとうまくいきそう。               

                                 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー４日・１３日・２２日４日・１３日・２２日４日・１３日・２２日４日・１３日・２２日 

魚魚魚魚    座座座座…運勢はいまひとつブルーです。どうもまわりの人たちの慌しい 

                                動きに巻き込まれてしまいそう。自分のことではない出来事に 

         振りまわされることも。心身が消耗したときは、初めての街で 

         リフレッシュを。              

                                ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ５日・１３日・２８５日・１３日・２８５日・１３日・２８５日・１３日・２８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！＊＊＊＊    

『『『『ホットプレートで簡単チーズタッカルビホットプレートで簡単チーズタッカルビホットプレートで簡単チーズタッカルビホットプレートで簡単チーズタッカルビ』』』』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

作り方作り方作り方作り方    

1.もも肉とキャベツは食べやすい大きさに切ります。  

 ボールにチーズ以外の食材と調味料を入れて 

混ぜます。1 時間冷蔵庫で冷やす。 

2.ホットプレートを用意して、ごま油を引いてボール    

 に入れた物を全部入れて混ぜます。 

 しんなりしてきたら蓋をして 7 分蒸します 

3.もも肉に火が通っていればチーズを上に乗せて、 

また蓋をしてチーズがとろけたら完成です。 

      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    （4 人前分）    

もも肉 250ｇ 

キャベツ半玉／トッポギお好み  

キムチお好み／チーズお好み 

ごま油 適量 

にんにくチューブ 5 センチ 

しょうがチューブ 5 センチ 

一味唐辛子 大さじ 2 

砂糖大さじ 2  

コチュジャン 大さじ 2 

醤油大さじ 2／酒大さじ 2 

所在地：岡山市中区西川原 119 番地 26 

交 通：JR 山陽本線 『西川原駅』 徒歩 6 分 

    宇野バス 『西川原』 バス停 徒歩 1 分 

用途地域：第 1 種住居地域・第 2 種住居地域 

構 造：鉄筋コンクリート造陸屋根 10 階建 6 階部分 

総戸数：55 戸   新築年次：平成 17 年 10 月 

施工会社：株式会社穴吹工務店  

専有面積：68.04 ㎡（壁芯） 

バルコニー面積：11.61 ㎡ 

管理会社：株式会社穴吹コミュニティ  

管理形態：全部委託 管理費：6,300 円／月   

修繕積立金：7,100 円／月  

駐車場使用料：5,000 円／月 

インターネット使用料：2,835 円／月 

サーパス SOS 使用料：480 円／月 

インフラ・設備：電気・都市ガス・水道・下水道・宅

配ボックス・オートロック・モニタ付きインターホン 

現 況：空室     引 渡：相談     取引態様：仲介 

取りに来てくださる方に無

料でお譲りしています。 

好評につき毎回抽選となっ

ております！ 

気になるものがあればお気

軽に抽選エントリーの 

お電話をください。   

＊＊＊＊未使用未使用未使用未使用    

    象印（保温・保冷）象印（保温・保冷）象印（保温・保冷）象印（保温・保冷）    

    ウォータージャグウォータージャグウォータージャグウォータージャグ１０１０１０１０LLLL   

 箱は古いですが、未使用品です。 

 保温・保冷両用のアルミ内容器を 

 採用。注ぐのに便利な折りたたみ 

 脚付きです。           

JR 山陽本線「西川原駅」まで徒歩 6 分の便利な立地で、

近隣には商業施設や医療機関もたくさんあって生活にと

っても便利な立地です。室内もとっても綺麗ですぐにお住

まいいただける空間となっております。宇野小学校区でマ

ンションをお探しの方はお気軽にお問い合わせください。 


