
 
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

２０１８年スタートしました！

皆         皆様、良いお正月を過ごされた

でしょうか？リ・ライフプロデュースは今年も“お客

様の笑顔を見るために！”を合言葉に提案力・技術力

のさらなる向上を目指し一致団結して参りますので変

わらずご愛顧くださいますようよろしくお願いいたし

ます。このリ・ライフＮＥＷＳでも皆様にとって少し

でも役立つ情報発信が出来るよう心掛けていきたいと

思いますので引き続きご愛読くださいませ。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  
詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

ママンンシショョンンリリノノベベーーシショョンン iinn ササーーパパスス中中井井町町  
今回、リノベ SCHOOL マンションリノベの題材とな

っているサーパス中井町の before～after をご紹介

させていただきます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

こちらのサーパス中井町 見学可能です！マンション

リノベにご興味のある方はぜひご連絡ください！！ 

＊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—１２３ 

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

ブログ更新中！ 

 

 

築 22 年のマンションということで 

設備機器や内装はそれなりに傷んでいました。 

 

リ･ライフプロデュース 検索 

 

 

 

＊1 月 インフォメーション＊  

 

＊施工レポート＊ 

 

 

【日程】22001188 年年 11 月月 2211 日日（（日日））  
【時間】1100：：００００～～1177：：００００  
【場所】岡岡山山市市北北区区下下中中野野 11221100--1133  
                  ククリリナナッッププ岡岡山山シショョーールルーームム 
  

ダイキン・・・エアコン 

 

現在、携帯・スマートフォンを 1 人 1 台持つことが当た

り前になってきている社会。その中でもスマートフォンを

利用する人が増えていますよね。アプリを活用して宅内・

宅外からも操作できることはご存知でしょうか。今回はそ

のスマート家電について皆様にお伝えしていきます！！ 

 

無垢フローリング材を使用することで温

かみのある雰囲気に。防音工事も施してい

ます。天井高を上げ広く開放的なＬＤＫ。

玄関ホール～廊下は圧迫感が無いよう広

めに取りました。洗面台は個性的にブラケ

ットタイプです。中古マンション×リノベ

ーションなら新築マンションにはないこ

だわりを実現する事ができます。 

 皆様のご来場 

お待ちして 

 おります♪ 

22001188 年年  ココレレ来来るる？？！！注注目目商商品品  

「ダイキンアプリ」をダウンロード 

して使用。運転・停止はもちろん、 

運転切替、温度・湿度調整、電気代の確認までできます。 

リンナイ・・・給湯器 

パナソニック・・・洗濯機 
「パナソニックスマートアプリ」をダウン 

ロードして使用。洗剤・柔軟剤の設定から 

汚れの種類や衣類に合わせた選択コースに 

設定することができます。1 回に洗濯する量が多すぎない

か、少なすぎないかのチェックもエコ情報で確認できます。 

「どこでもリンナイアプリ」をダウンロード 

して使用。宅外でも利用できるので、 

帰宅前にポチっとするだけで沸きたて 

のお風呂に入ることができます。 

スマホ 1 つで操作できるのでもし消し忘れた！というこ

とがあっても安心ですし、帰宅した時に快適な空間が既に

できていることが嬉しいですよね！気になる方はぜひ★ 

 

 

 

  

スススケケケルルルトトトンンン 

ＢＢＢｅｅｅｆｆｆｏｏｏｒｒｒeee   

AAAfffttteeerrr 

全てを撤去し 

スケルトン状 

態にし、電気 

配線・水道配 

管・断熱材な 

ど全て新たに施工していきました。 

＊ごあいさつ＊ 
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＊簡単お料理レシピ＊ 

新年明けましておめでとうございます。 
本年もリ・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。2017 年の不動産仲介部門はお
かげさまをもちまして、過去最高の業績を収めること
ができました。また、ゼロからのスタートとなります
が、2018 年も引き続き不動産を通じて人と人とのご
縁をつないでいくことに全力を注ぎますので何卒宜し
くお願い申し上げます。  
☆H29 年 12 月の成約御礼！ 
・岡山市中区兼基中古住宅 
・コープ野村西古松 5 階部分 
・グランコートさい 1 番館 11 階部分 
・岡山市南区箕島中古住宅 
★新着物件情報 
【岡山市南区福島 3 丁目新築建売住宅 ①～④号棟】  

            2,480～2,680 万円 

！！大好評ガレージセール！！ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      
 

 

 

 
 

 

申し込み締め切りは 1 月 2５日正午まで 

 

＊不動産事業部＊ 
 
牡羊座…なにかと運気が低迷しているようで、思う通りには物事が運ば 

    なそう。そのため、基本的に感情もネガティブな方向へと落ち 

     込みがちに。独りで頑張ることをせず、「なるようになる」の 

     スタンスで物事に取り組みましょう。 

                          ラッキーデー４日・１6 日・２4 日 

牡牛座…月を通して臆病な面が前に出て来るようで、なにをするにも他 

    人から一歩遅れて判断や行動をしてしまいそう。 攻めよりも 

     守りを重視して、自分から積極的に動くことは控えた方が開運 

         へとつながる可能性が大に！       

                                 ラッキーデー8 日・１3 日・２2 日 

双子座…優柔不断にならないように気を付けておきましょう。他人の顔 

    色をうかがい過ぎることなく、自分の思いや意思はハッキリさ 

     せておきましょう。    ラッキーデー 11 日・１9 日・２7 日 

蟹 座…個性を発揮することで大いに人気を得て、活躍することができ 

    そうな運気をしています。周りがどうとか他人の意見がどうと 

     か、とにかく周囲の人の意見を聞き過ぎず、空気に流されずで 

         いきましょう。         

                                 ラッキーデー9 日・１7 日・２5 日 

獅子座…なにかと集中力が高まる月。サッと片付けて、余った時間を自 

        由に使うスタイルの方が良いようです。また、これまでやって 

         みたかったけれども、時間的な余裕がなかったことに着手する 

         のにも向いています。    

                                 ラッキーデー 6 日・１8 日・31 日 

乙女座…自分の好きなこと、心が求めることを思い切り追求することで 

     開運へとつながる月のようです。今まで他人には理解してもら 

         えない趣味や嗜好を持っていた人は、それをわかり合える人と 

         の出会いに期待が持てそうです。                 

                                ラッキーデー ３日・１4 日・２5 日 

天秤座…交友面が活発になる運気をしています。活発と言ってもすべて 

        が良い運気と言うわけでもなく、悪い縁が近付いてくるケース 

        もありますので注意をしましょう。                                

                                ラッキーデー 5 日・１0 日・２3 日 

蠍 座…人間関係で考えさせられる出来事がありそうです。知りたくな 

        かった相手の本性を知ってしまうことで、その人との関係を継 

         続すべきか縁を切るべきか、大いに悩まされることでしょう。                   

                                ラッキーデー 6 日・１4 日・２4 日 

射手座…自分自身を深く客観的に見詰め直すのに良い月になりそうで 

        す。家族との関係、恋人との関係、職場での関係など、自分の 

         立ち位置や役割について、今一度考えてみましょう。          

                                ラッキーデー 3 日・１4 日・２6 日 

山羊座…対人運に恵まれた月になりそうです。家に籠りがちにならず、 

        外に出て自分から連絡を取り合ってみると良いでしょう。               

                                ラッキーデー ８日・１9 日・２3 日 

水瓶座…全体的に高そうです。特に新しい目標があなたの中で生まれそ 

         うです。もっと頑張ろう、もっと上に行きたいという気持ちが 

         湧いて来て、焦りにも似た感情さえも感じられそうです。                                 

                                 ラッキーデー2 日・１３日・２5 日 

魚 座…なにかとプレッシャーを受ける役回りが巡って来て、精神的に 

        は負担の増える毎日を送ることになりそうです。ですが身体は 

         それに反して頑丈なようで、案外乗り切ることができそうで 

     す。                  ラッキーデー 10 日・１8 日・28 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

    『シーチキン炒め煮大根』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

作り方 

1.大根は 2cm 厚さのいちょう切りにする。 

2.フライパンにシーチキンの油と大根を入れて弱火   

 にかける。 

3.大根の表面に油がまわったら、シーチキン、 

めんつゆ、水を加える。少しずらしてふたをして 

5 分ほど煮る。大根に半分火が通ったら、みりんを加

え、大根がやわらかくなるまで 5 分ほど煮る。器に

盛り、万能ねぎをちらす。 

☆コツ・ポイント☆ 

旬の大根のおいしさを楽しむため、食べごたえのある

大きさに切りましょう。ぜひお試しください♪ 

＊気になる今月の運勢は？ 1 月占い＊ 

材料 （2 人分） 

「シーチキン」（140g 缶）1 缶 

 大根 8cm 

 めんつゆ（3 倍濃縮） 大さじ 3 

 水 100ml 

 みりん 小さじ 1 

 万能ねぎ（小口切り） 適量 
所在地：岡山市南区福島三丁目 1 番 5 号 
交 通：岡電バス『岡南産婦人科入口』バス停 歩 3 分 
用途地域：第 1 種住居地域 
地 目：宅 地   地 積：120.06 ㎡～137.79 ㎡ 
建ぺい率：60％   容積率：200％ 
構 造：木造サイディングスレート葺 2 階建  
床面積：97.70 ㎡～105.16 ㎡ 
新 築：平成 30 年 3 月中旬完成予定 
インフラ：水道、公共下水、個別プロパンガス 
          電気、側溝 
建築確認番号：H29 岡セ確建第 001016、 
              001017、001018、001019 号 
現 況：建築中 
引 渡：平成 30 年 3 月下旬予定 
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。 

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 
 テライヨン 浄水器 
 カートリッジタイプ   

  交換時期センサー付き 

岡山市立平福小学校まで徒歩 5 分、マルナカ平福店まで

徒歩 2 分、その他近隣には金融機関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。この度、新規分

譲 4 棟一気にご紹介です。この辺りでお家をお探しのお

知り合い・ご友人などいらっしゃいましたらお気軽にお問

い合わせください。 

＊膝掛け 
  2 枚セット 
  


