
    

  

 

  

 

 

 

 

  

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 このたびの東日本大地震により、尊い命を失われた皆

様にお悔やみ申し上げます。また、多くの皆様が被害を

受けられましたことに謹んでお見舞い申し上げます。 

そして、被災された地域が一日も早く復興できますよ

う、心よりお祈り申し上げます。 

毎日の報道で被災地の現状、様子を見るたび本当に胸

が締めつけられる思いです。私たちに出来る事、物資の

援助、募金、そしてエコ生活（節電等）頑張れる事をや

っていきたいですね。 

備えあれば憂いなし。もしも…の時に備えて知っておけ

ば役立つ、住まいの情報を作りました。同封しておりま

すのでぜひご覧下さい。 

＊＊＊＊施工施工施工施工レポートレポートレポートレポート＊＊＊＊    リニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープンにつきにつきにつきにつき    

現品一掃現品一掃現品一掃現品一掃売売売売りりりり尽尽尽尽くしくしくしくし SaleSaleSaleSale！！！！ 

ベスト電器岡山本店が、歴史ある家電店の新しい１ペー

ジとして、人々の様々なライフススタイルに合わせるた

め誕生したベスト電器の新スタイルの家電専門店 

「「「「ＢＢＢＢ    ！！！！    ＢＢＢＢ」」」」に変わります！！ 

 

    

 

安い、うれしい、新しい。「安さ」と「サービス」を兼

ね備えた今までにない新新新新スタイルスタイルスタイルスタイルなななな家電専門店家電専門店家電専門店家電専門店に生ま

れ変わります！！ 

｢B！B｣オープンに伴い、改装工事が開始されます。 

4444 月月月月 19191919 日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～22222222 日日日日（（（（金金金金））））ベストベストベストベスト電器電器電器電器休休休休みみみみ    

4444 月月月月 25252525 日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～28282828 日日日日（（（（木木木木））））ベストベストベストベスト電器電器電器電器休休休休みみみみ    

4444 月月月月 23232323 日日日日（（（（土土土土））））24242424 日日日日（（（（日日日日））））はははは通常通通常通通常通通常通りりりり営業営業営業営業    

オープンに伴い、弊社ショップの場所が、東入口から入

ってまっすぐ奥の右側に移動する事になりました。 

リニューアルオープンに伴い、リ・ライフプロデュース

のショップもイメージチェンジする予定ですので是非

お立ち寄りくださいませ。皆様のご来店、心よりお待ち

しております。 

岡岡岡岡山市南区泉田山市南区泉田山市南区泉田山市南区泉田ＳＳＳＳ様邸様邸様邸様邸キッチンキッチンキッチンキッチン入換入換入換入換ええええ工事工事工事工事    
クリナップのキャビネットキッチンを長らくご愛用さ

れていたＳ様邸。オール電化リフォームを機に、キッ

チンごと入れ替える事になりました。 

 

 

 Ｂｅｆｏｒｅ 

 
 Ｂｅｆｏｒｅ 

 
今まで使用されていた 

キッチンは内部が痛まず 

ずっときれいなままだった 

事から今回もステンレスに 

こだわられました。 

奥様と一緒にショールーム 

に行き、実物を見ながら 

細かい仕様まで吟味して 

プランを練っていきました。 

使うときだけ、手動で下がる 

アイエリアボックス（右写真） 

をつけ、収納力アップ！ 

そして最後まで悩まれていた、 

食洗機は、現在大活躍のご様子 

です。タイマー予約で電気代の 

安くなる時間から洗い始める事ができ、手洗いするよ

り節水効果もあります。 

Ｓ様邸はシンプルながらも、大変高級感の漂うキッチ

ンとなりました。工事後にお邪魔させていただくと 

テーブルと出窓にはきれいなお花を飾られていまし

た。「ほんとにきれいになった！！」と笑顔でおっしゃ

ってくださったＳ様ご夫婦。今回のリフォームをお手

伝いできた事をとてもうれしく思いました。 

担当 三枝

＊＊＊＊リリリリ・・・・ライフライフライフライフかわらかわらかわらかわら版版版版＊＊＊＊    

((((株株株株))))リリリリ・・・・ライフプロデュースライフプロデュースライフプロデュース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    岡山市北区下中岡山市北区下中岡山市北区下中岡山市北区下中野野野野３７７３７７３７７３７７－－－－１１１１    

ベストベストベストベスト電器岡山本店内電器岡山本店内電器岡山本店内電器岡山本店内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    FAXFAXFAXFAX（（（（086086086086））））246246246246----9930993099309930    

＜＜＜＜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    

URL:URL:URL:URL:http://www.relifehttp://www.relifehttp://www.relifehttp://www.relife----pro.compro.compro.compro.com        
ブログブログブログブログ更新中更新中更新中更新中！！！！    

 

フリーダイヤル ： ０１２００１２００１２００１２０――――６９０６９０６９０６９０――――１２３１２３１２３１２３ 

＊＊＊＊ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ＊＊＊＊    

リリリリ････ライフプロデュースライフプロデュースライフプロデュースライフプロデュース    検索 

間口：2550cm 

\\\\571,000571,000571,000571,000    

間口：2550cm 

\\\\583,000583,000583,000583,000    

W600cm 

\\\\37,00037,00037,00037,000    
サイズ：0.75 坪

\\\\368,000368,000368,000368,000    

サイズ：１坪 

\\\\640,000640,000640,000640,000    
間口：2550cm 

\\\\248,000248,000248,000248,000    

どの商品も使い勝手の良い仕様になっています。ぜひ、店頭にて

設備や色等確認してください。ご来店お待ちしております。 

Before 

Ａｆｔｅｒ 

S 様が選ばれたのは、 
クリナップステンレスキッチン 

ＳＳＳＳＳＳＳＳライトパッケージライトパッケージライトパッケージライトパッケージ    

 



 

        

 

  

  

                                       

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

＊＊＊＊簡単簡単簡単簡単おおおお料理料理料理料理レシピレシピレシピレシピ＊＊＊＊    

春のお引っ越しシーズンもクライマックス！ 

特に、専有面積の広い不動産が活発に流通しています。 

そこで・・・ 

★★★★新着物件情報新着物件情報新着物件情報新着物件情報！！！！！！！！    

両備両備両備両備グレースマンショングレースマンショングレースマンショングレースマンション大元大元大元大元 1001100110011001 号室号室号室号室    ３３３３ＬＤＫＬＤＫＬＤＫＬＤＫ        

33,900,00033,900,00033,900,00033,900,000 円円円円    にて、販売中です！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とっても広いルーフバルコニーが魅力的なこの物件！！

しかも 100 ㎡級の専有面積に、20 帖以上のリビングが

あなたを迎えてくれます。通風・日当たり・眺望どれを

とっても良好です。室内もきれいにお使いになられてい

ますので、とっても気持ちが良いです。最近の新築マン

ションでは、なかなかお目に掛かれない広さです。ＪＲ

大元駅より徒歩 8 分、生活至便の好立地マンションです。

多数のお問い合わせお待ちしています。 

 

★★★★コタツコタツコタツコタツ        サイズ：1150×750×高さ 380cm    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★中綿入中綿入中綿入中綿入りりりりルームシューズルームシューズルームシューズルームシューズ    

 

＊＊＊＊不動産事業部不動産事業部不動産事業部不動産事業部＊＊＊＊    ＊＊＊＊気気気気になるになるになるになる今月今月今月今月のののの運勢運勢運勢運勢はははは？？？？    ４４４４月月月月    占占占占いいいい＊＊＊＊    ＊＊＊＊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！！！！＊＊＊＊    

『『『『新玉新玉新玉新玉ねぎのねぎのねぎのねぎのオニオンオニオンオニオンオニオンスープスープスープスープ』』』』    
材料（４人分） 

●新たまねぎ 小 4 個  

●水 600cc 

●顆粒コンソメ 小さじ４  

●みりん 大さじ 1.5 

●しょうゆ 小さじ 1.5  

作り方 

① 新玉ねぎの上下を切り、周りの皮を１～２枚取っ

ておく。 

② 玉ねぎが４個入る鍋に材料を全部入れ煮立たせ

る。煮立ったら弱火～中火のとろ火で 30 分煮る。

③ 30 分～1 時間ほどそのまま放置。 

④ 好みでチーズをのせると美味しいです。 

チーズをのせる場合はラップをしないで、電子レ

ンジでチーズがとけるまでチンして下さい。 

ポイント！ 

箸でつまんだ玉ねぎが柔らかく砕けそうになって、崩

れる直前までコトコトと煮込むと美味しくなります。

 

牡羊座＊＊かなり快調な雰囲気。行動力が抜群に良いので、イベント情

報をネットや雑誌でチェックして出かけていきましょう。初

めての場所へ行くことで、思いがけない幸運を手に入れられ

そう。運の勢いを活かすためにも、休みの日は足を伸ばして

いきましょう。     ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー4444 日日日日････11113333 日日日日････22223333 日日日日

牡牛座＊＊やや落ち着いた雰囲気です。なにか買い物する時は、長く 

使えそうな物を選びましょう。旅行に出かける時も、旅行バ

ッグや機能的な旅行グッズにこだわってみて。ちょっと高く

ても、品質の良いものを選んだほうが、大切に使い続けるこ

とになりそう。     ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー7777 日日日日････11112222 日日日日････22228888 日日日日

双子座＊＊かなり好調。何をするにしても絶好の時期だといえるでしょ

う。新しい計画を始めるのに適したときです。初めての場所、

見知らぬ土地に旅行する体験が、心に豊かさをもたらしてく

れるでしょう。     ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー7777 日日日日････1111７７７７日日日日････22226666 日日日日

蟹 座＊＊いまひとつのようです。思い通りにいきにくい事が多く、日

ごろの疲れが出て気持ちがイライラしてしまいそう。気心の

知れた親友や家族、恋人と一緒に、近くの温泉で一泊旅行が

オススメ。おいしい食事とおしゃべりで、気持ちがリフレッ

シュされそうです。   ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー1111 日日日日････11119999 日日日日････29292929 日日日日

獅子座＊＊絶好調。何事も思い通りにいきやすい時期です。楽しい旅行

や宴会の予定をあなたが中心になって企画してみて。ストレ

スを吹き飛ばして、わいわいと騒ぎましょう 

           ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー4444 日日日日････11112222 日日日日････22222222 日日日日

乙女座＊＊普通の雰囲気です。色々な人とじっくりと話をする事で、た

めになる情報が入手できそう。大勢の人の偏りのない意見を

聞いてみてください。気の合う人たちと旅行に出かけること

で、いつも以上にコミュニケーションがグッと円滑に進むで

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2222 日日日日・・・・11111111 日日日日・・・・20202020 日日日日

天秤座＊＊絶好調。みんなで集まる機会を作って、わきあいあいと過ご

しましょう。人と関わる事が、あなたのハートを癒やします。

ゆっくりとした時間を、楽しんでください。 

 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････12121212 日日日日････22227777 日日日日 

蠍 座＊＊かなり快調です。色々な場所へ遊びに出かける事が、幸運の

ポイント。近場でも良いので、初めての場所や穴場など探し

てみてください。思いがけない発見があなたの気持ちを盛り

上げてくれるでしょう。 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー2222 日日日日････11111111 日日日日････22225555 日日日日

射手座＊＊絶好調。日ごろのストレスを吹き飛ばすように、軽いノリで

色々楽しみましょう。雑誌やネットの情報を活用して、ライ

フスタイルをより豊かに彩ってくださいね。旅行の計画はネ

ットの情報を参考にすると、ハズレがなさそうです。   

     ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー7777 日日日日････11116666 日日日日････22226666 日日日日

山羊座＊＊いまひとつの雰囲気です。色々な心配事や不安が重なって、

本調子になれないかも。自分を大切に扱うセルフケアで、調

子を取り戻しましょう。ゆったりしたプランの旅で、日頃の

疲れを取り除きましょう。ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー4444 日日日日････11112222 日日日日････22225555 日日日日

水瓶座＊＊まあまあです。無理をしすぎず、自分のペースで過ごしてい

きましょう。気を使わない一人旅で、ストレス発散するのも

オススメ。ゆっくり本を読んだり、一人で見知らぬ街を歩い

たりすると楽しめるかも。ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー9999 日日日日････11117777 日日日日････22227777 日日日日

魚 座＊＊やや落ち着いています。まわりの空気に巻きこまれて疲れて

しまうことがありそう。のんびりと入浴して、心を癒しまし

ょう。人の少ない環境のほうが落ち着くでしょう。  

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー3333 日日日日････11119999 日日日日････22225555 日日日日

サイズ：フリー  色：グレー 

未使用品です！まだ足元が冷える

時期ですので、キッチンに立つ時

などに履いていだだけば足元が温

あたたかいですヨ♪ 

かけて使用するとお部屋のイメージチェンジに

も・・・写真ではキズ等わからない点も多いのでお

気軽にオフィスまで見に来て下さい。 

 

色：ライトブラウン 

少し難ありです。コードが無いの

で取り寄せになります。 

これからの季節テーブルとして活

用できますね。テーブルクロスを 

〈物件概要〉 

所在地：岡山市北区西古松 325 番地 101 

構 造：鉄筋コンクリート造 10 階建 10 階部分 

総戸数：51 戸 

専有面積：98.76 ㎡、 

バルコニー面積：15.83 ㎡ 

ルーフバルコニー面積：42.33 ㎡ 

築年月：平成 12 年 10 月 

管理費：4,500 円／月 

修繕積立金：10,000 円／月 

駐車場：16,000 円／月 

（敷地内屋根付き縦列 2 台分） 

ルーフバルコニー使用料：1,270 円／月 

CATV 使用料：420 円／月 

町内会費：3,600 円／年 

管理会社：株式会社合人社計画研究所 

現況：所有者居住中 引渡：相談 取引態様：仲介 


