
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 こんにちは！今年は例年よりも早く梅雨入りしまし

たね。毎日の雨で、洗濯物は乾かない、お部屋の中はじ

めじめ・・とブルーな気持ちになりがちですが・・。 

こんな時は『すてきにリ・ライフNEWS』でちょっと 

一息。嬉しい耳寄り情報をお楽しみください。 

【【【【先行先行先行先行告知告知告知告知】】】】７７７７月月月月2222日日日日（（（（土土土土））））3333日日日日（（（（日日日日））））に岡山市南区 

藤田中古住宅リフォーム完成見学会を開催します。詳しく

は下記フリーダイヤルまでお問合せください。 

＊＊＊＊施工施工施工施工レポートレポートレポートレポート＊＊＊＊    

    
エコエコエコエコライフライフライフライフはじめはじめはじめはじめませんかませんかませんかませんか？？？？    
★★★★太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電＋＋＋＋オールオールオールオール電化電化電化電化セットセットセットセット！！！！    

標準工事費込標準工事費込標準工事費込標準工事費込    ２３６２３６２３６２３６万円万円万円万円    

★★★★フジプレミアムフジプレミアムフジプレミアムフジプレミアム    太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電システムシステムシステムシステム        

標準工事費込標準工事費込標準工事費込標準工事費込    １６８１６８１６８１６８万円万円万円万円    

★★★★オールオールオールオール電化電化電化電化セットセットセットセット    

日立日立日立日立エコキュートエコキュートエコキュートエコキュート＆＆＆＆日立日立日立日立ＩＨＩＨＩＨＩＨクッキングヒータークッキングヒータークッキングヒータークッキングヒーター    

標準工事費込標準工事費込標準工事費込標準工事費込    ６８６８６８６８万円万円万円万円    

※詳しくは同封のチラシをご参照下さい。 

    

 

岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山山山山山市市市市市市市市市市市市            MMMMMMMMMMMM 様様様様様様様様様様様様邸邸邸邸邸邸邸邸邸邸邸邸            いいいいいいいいいいいいろろろろろろろろろろろろいいいいいいいいいいいいろろろろろろろろろろろろリリリリリリリリリリリリフフフフフフフフフフフフォォォォォォォォォォォォーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムム            
岡山市内の M 様。「お風呂の水が漏れているかも？栓をし

ても水が減ってしまう。」とお電話を頂きました。さっそ

くお伺いし、基礎・屋外給湯器等調べましたが問題なし。

新しいゴム栓をお譲りし、無事解決いたしました。 

これが御縁となって、ご近所にお住いの娘様宅も含め、 

いろいろな箇所の工事をさせて頂きました。 

・１台用カーポート設置 

・洗面化粧台交換工事 

・ふすま張替え 

・障子張替え（破れない紙）

・玄関ホールクロス張替え 

・キッチン水栓金具交換 

・洗濯機用蛇口交換 

・ポスト磨き＋表札交換 

・室内建具調節 

・既存木製縁台の修正加工 

・食器乾燥機修理 

・その他 いろいろ 

 
M 様も娘様もご自宅をとても大切にされ 

「住」を楽しんでいらっしゃることに 

憧れます。工事終了後、娘様から右の 

ハーブ？を頂きました。気持ちが落ち着く 

良い香りがします。バニラアイスに乗せ 

てもいいとの事。大切に育てます。 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＊＊＊＊    

＊＊＊＊ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ＊＊＊＊    

◆◆◆◆家電収納付食器棚家電収納付食器棚家電収納付食器棚家電収納付食器棚◆◆◆◆    

サイズ：W1200×H2000×D410 

カラー：ピンクベージュ 

家電収納付なので、使い勝手の良

い食器棚ですよ♪ 

◆◆◆◆照明器具照明器具照明器具照明器具◆◆◆◆    

リビングに 

おすすめ！ 

 

＊＊＊＊６６６６月月月月    特売情報特売情報特売情報特売情報＊＊＊＊    

((((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BBBB・・・・BBBB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    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://whttp://whttp://whttp://www.relifeww.relifeww.relifeww.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！！！！    

 

 

 

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 

フリーダイヤル：０１２０-６９０-１２３ 

＊＊＊＊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！！！！＊＊＊＊    
日曜日の夜放送されている 

リフォーム番組の収録が 

岡山市内某所で行われています。 

その現場になんと！！ 

いつもリ･ライフの現場で腕を 

奮ってくれている大工の佐藤さん 

が大工工事で施工に入っています。 

８月頃に放送予定だそうです。 

放映日が楽しみです♪ 

＊＊＊＊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

『『『『かぼちゃのかぼちゃのかぼちゃのかぼちゃのクリームチーズサラダクリームチーズサラダクリームチーズサラダクリームチーズサラダ』』』』』』』』    
材料材料材料材料（（（（４４４４人分人分人分人分））））    
・かぼちゃ 300ｇ・クリームチーズ 50ｇ 

・ゆで卵 ２個    ・マヨネーズ 大さじ 1 

・塩、こしょう 適量・スライスアーモンド 適量 

作作作作りりりり方方方方    
① かぼちゃの皮を粗く取り、２cm 角に切り、電子レンジでや

わらかくする。ゆで卵、クリームチーズを２cm 角に切る。 

② かぼちゃが熱いうちに、クリームチーズを加えマヨネーズと

あえる。 

③ 塩、こしょうで味を調え、アーモンドスライスをトッピング

して完成！！ 

ポイントかぼちゃが熱いうちに混ぜると、チーズが柔らかくなっ

てとってもクリーミーになります。 

 
～作業風景～ 

当社施工中 I様邸にて 

＊＊＊＊MMMM様様様様からのからのからのからのコメントコメントコメントコメント＊＊＊＊     最初の感じがとてもよく、一生懸命

やってくれたので、今まで気になっていた小さなことまで気軽に相

談することができました。こちらから言う前にサービスで直してく

れたところも多く、その心配りがうれしく信頼がおけました。 



 

        

 

  

 

                                       

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  

５月にご縁結びのお手伝いをさせて頂いた中古物件をリフォーム事業部にバトンタッチした物件が多数ありました。

どちらのお宅も大掛かりなリフォーム工事なので、各現場フル稼働で施工中です！ 

今月スタートしたリフォーム現場は、（★藤田中古住宅 ★ビ・ウェル妹尾 9 階部分 ★福田中古住宅）です！！ 

『『『『イベントイベントイベントイベント情報情報情報情報』』』』先日開催した岡山市南区藤田中古住宅のリフォーム現場見学会は、お陰さまで大盛況でした。 

7/27/27/27/2（（（（土土土土）、）、）、）、7/37/37/37/3（（（（日日日日））））に再度開催する、完成見学会にも多数のご来場を心待ちにしています。中古不動産をお手頃価格

で購入して、ご希望通りのリフォームをして生活するリリリリ････ライフスタイルライフスタイルライフスタイルライフスタイルを体感していただきたいので、マイホームを検

討されている方には是非ご覧になっていただきたいイベントです。 

『『『『6666 月月月月のののの新着物件情報新着物件情報新着物件情報新着物件情報』』』』    

 

 

 

 

 

＊＊＊＊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？？？？        6666 月月月月    占占占占いいいい＊＊＊＊

牡羊座＊＊好調なムード。プライベートを充実させたい時です。遠くま

で遊びに出かけることで、気持ちが満たされるでしょう。雑

誌やインターネットで情報を探して、穴場で宿泊を。楽しい

思い出が作れるはず。  ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー9999 日日日日････19191919 日日日日････27272727 日日日日

牡牛座＊＊いまひとつの雰囲気です。色々考えすぎて、ドッと疲れが出

てきそう。ストレスを吹き飛ばすために、普段なかなか行け

ない場所へでかけましょう。食事の美味しい宿でゆったり過

ごすと、気持ちがリフレッシュできそうです。 

            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････10101010 日日日日････20202020 日日日日

双子座＊＊最高潮!!何事もスムーズに思い通りにいきやすい時期です。

色々なことにチャレンジしてみましょう。アクティブに過ご

すことで、新しい可能性の扉を開く事ができそうです。 

      ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー3333 日日日日････11114444 日日日日････30303030 日日日日 

蟹 座＊＊落ち着いています。のんびり、家族や友達と過ごす事で、気

持ちを回復できそう。心配事や、感情が揺れたりしている時

は、温泉で過ごして。気持ちが落ち着いて、しっかり考える

事ができそうです。   ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー2222 日日日日････12121212 日日日日････21212121 日日日日

獅子座＊＊かなり好調な雰囲気。自分の良さを発揮できる時です。中心

になって、色々と進めていくと、うまくいきやすいでしょう。

旅行の計画もあなたが立てて、みんなを引っ張っていって。

           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････13131313 日日日日････22222222 日日日日

乙女座＊＊いまひとつかも知れません。気持ちが落ち着かない事があっ

て、疲れてしまいやすい暗示。まずは気持ちをリラックスさ

せることで、運勢の流れを取り戻す事ができるでしょう。な

んだか盛り上がれない時は、美味しい料理に舌鼓を打って気

持ちを切り替えて。旬の食材があなたを幸せな気分にさせて

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7777 日日日日・・・・17171717 日日日日・・・・25252525 日日日日

天秤座＊＊絶好調の雰囲気です。さらっと快適な毎日を送る為に、様々

な工夫を凝らすのが良さそう。ホスピタリティの行き届いた

宿から、取り入れるべき工夫を見習ってみて。旅に出かけた

らセンスの良いおみやげを持ち帰ってください。 

 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー9999 日日日日････18181818 日日日日････27272727 日日日日 

蠍 座＊＊まあまあ落ち着いた雰囲気です。毎日いろいろ、楽しい事も

あったりすれば、ときどき落ちこんだり。疲れた時は無理し

ないで、ゆったりと休みましょう。何も計画しない旅も骨休

みにオススメです。   ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー5555 日日日日････15151515 日日日日････23232323 日日日日

射手座＊＊なかなか好調。勢いがある時なので、色々な事にチャレンジ

できるでしょう。思いきって、今まで行きたかった所に出か

けてみて。楽しい体験が待っていそうです。 

     ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー5555 日日日日････15151515 日日日日････2222４４４４日日日日

山羊座＊＊いまひとつです。どうも調子が乗りにくい時。思いきって普

段の仕事を休んで、リフレッシュ旅行をしましょう。のびの

びできる土地で、気持ちの切り替えを。    

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー2222 日日日日････12121212 日日日日････28282828 日日日日

水瓶座＊＊最高潮。自分の意見が人に通じやすい時です。言いたい事が

あれば、自分から発信して、人との縁をつなげていきましょ

う。旅から帰ったあとは、記録をブログやネットなどで発信

してみては？                        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････17171717 日日日日････26262626 日日日日

魚 座＊＊いまひとつ、パッとしないようです。どうも人間関係のいざ

こざに巻きこまれて、心を痛めてしまいそうな予感。疲れた

時は、安心できる人と一緒にか、気楽な一人旅で心身を癒や

しましょう。静かな環境で自分の心を見つめなおして。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー6666 日日日日････16161616 日日日日････25252525 日日日日

◆◆◆◆ヴァンテヴァンテヴァンテヴァンテ・・・・アンアンアンアン百間川公園百間川公園百間川公園百間川公園        
8 階  ３ＬＤＫ 

1,2101,2101,2101,210 万万万万円円円円    にて、販売中！！ 

＜物件概要＞ 

所在地：岡山市中区兼基 89 番地 1 

構造：鉄筋コンクリート造  

10 階建 8 階部分  

総戸数：39 戸 

専有面積：72.02 ㎡ 

バルコニー面積：12.29 ㎡ 

築年月：平成 11 年 2 月 

管理費：4,800 円／月 

修繕積立金：2,880 円／月 

駐車場：8,500 円／月 

（敷地内屋根付） 

浄化槽管理費：3,600 円／月 

管理会社：丸紅コミュニティ（株） 

現況：所有者居住中 

引渡：平成 23 年 7 月上旬以降 

取引態様：仲介 
 
南向きでかつ高層階の為、窓から眺

める百間川や緑の山々が貴方の心を

癒してくれます。室内は売主様が丁

寧にお使いいただいておりますの

で、とっても綺麗ですよ。 

 

 

◆◆◆◆サーパスサーパスサーパスサーパス新保緑道公園新保緑道公園新保緑道公園新保緑道公園            
13 階 3ＬＤＫ  

1,9801,9801,9801,980 万万万万円円円円    にて、販売中！！ 

＜物件概要＞ 

所在地：岡山市南区新保 102 番地 3

構造：鉄筋コンクリート造  

14 階建 13 階部分 

総戸数：68 戸 

専有面積：74.00 ㎡ 

バルコニー面積：13.32 ㎡ 

築年月：平成 18 年 8 月 

管理費：4,400 円／月 

修繕積立金：5,900 円／月 

駐車場：6,000 円／月（近隣月極め）

管理会社：（株）穴吹コミュニティ 

現況：空室 

引渡：即時 

取引態様：仲介 

 

高層階の為、誠に素晴らしい眺望で

す！！しかも南向きにつき日当たり

良好です。リフォーム済みにつき即

入居可能です。内見の際はお気軽に
リ・ライフすえちゃんまでお問い合

わせください。 

 

◆◆◆◆サーパスサーパスサーパスサーパス福富福富福富福富  10 階 4ＤＫ  

1,4801,4801,4801,480 万万万万円円円円    にて、販売中！！ 

＜物件概要＞ 

所在地：岡山市南区福富中 1 丁目 

6 番 3 号 

構造：鉄筋コンクリート造  

11 階建 10 階部分  

総戸数：74 戸 

専有面積：75.95 ㎡ 

バルコニー面積：10.05 ㎡ 

築年月：平成 7 年 1 月 

管理費：7,200 円／月 

修繕積立金：8,400 円／月 

駐車場：6,000 円／月（近隣月極め）

管理会社：（株）穴吹コミュニティ 

現況：空室 

引渡：即時 

取引態様：仲介 
 
高層階なので日当たり・風通し・眺

望良好です。年内には大規模修繕工

事も実施予定ですので、内装も外装

もリニューアル！！とっても気持ち

の良い生活が送れますよ。 


