
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

毎月、たくさんのご応募有難うございます。 
お引き取り可能な方に、 
無料で差し上げており 
ます。気になる物が 
ありましたらお電話 
下さい。 
（希望者多数の場合は 

抽選とさせて頂いて 
おります。） 

 こんにちは！日に日に暖かくなり、春本番です！ 

新年度の始まりとなる4月は新しい生活をスタートされ

る方、新しい事を始められる方が多い活力に溢れる時期

ですね！本年度もリ･ライフプロデュースは皆様のお役

にたてるよう、より良いご提案をしていきたいと思いま

す。お気軽にご相談ください！ 

＊＊＊＊ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ＊＊＊＊    ＊＊＊＊施工施工施工施工レポートレポートレポートレポート＊＊＊＊    

    
 

 

 

春春春春春春春春でででででででですすすすすすすす！！！！！！！！気気気気気気気気持持持持持持持持ちちちちちちちちいいいいいいいいいいいいいいいい季季季季季季季季節節節節節節節節、、、、、、、、        

ゆゆゆゆゆゆゆゆっっっっっっっっくくくくくくくくりりりりりりりりわわわわわわわわがががががががが家家家家家家家家をををををををを眺眺眺眺眺眺眺眺めめめめめめめめててててててててみみみみみみみみまままままままませせせせせせせせんんんんんんんんかかかかかかかか。。。。。。。。        
＜＜＜＜外壁外壁外壁外壁＞＞＞＞    

サイディング     色あせ、表面劣化、目地の割れ    

モルタル壁         黒ずみ、藻、コケなど    

＜＜＜＜屋根屋根屋根屋根＞＞＞＞    

カラーベスト  色あせ、コケ、表面劣化、ヒビ 

セメント屋根  割れなど 
 

メンテナンス時期は新築・改修から 10101010～～～～15151515 年年年年が

目安です。気になる箇所がございましたらお気軽に

ご相談ください。点検にもお伺い致します。 

また、その他のエクスエリアも 

 ＊カーポートの屋根の洗浄や張替えをしたい・・ 

 ＊物置の波板の張替えをしたい・・ 

 ＊駐車スペースを増設したい・・  

＊門まわりをおしゃれにしたい・・ などなど 

詳しくは同封のチラシをご覧ください。 
       

いつも私達を守ってくれている わがわがわがわが家家家家・・・・・・・・

      ずっと永く大切にしたいですね。 

＊＊＊＊４４４４月特売月特売月特売月特売    特売情報特売情報特売情報特売情報＊＊＊＊    

    

    

    

    
        

岡山市北区岡山市北区岡山市北区岡山市北区 WWWW 様邸様邸様邸様邸マンションフルリフォームマンションフルリフォームマンションフルリフォームマンションフルリフォーム    

中古マンションを購入され、フルリフォームされた W

様邸が完成しました！W 様とは以前、こちらのマンシ

ョンの棟内で開催した説明会に来てくださった事がき

っかけで、マイホーム購入・物件探しのご相談からリ

フォームプランニング・施工までをトータルプロデュ

ースさせて頂きました。一貫してお手伝いする事で希

望の住環境でゆとりある資金計画、そして理想の空間

のマイホームが実現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お引渡しまでの約半年間、打ち合わせの為、度々ショ

ップに来て頂き、スタッフ全員、W 家のお子様達とす

っかり仲良くなりました。理想のマイホームでの新生

活がスタートしますね！これからも末永いお付き合い

を宜しくお願いいたします。      担当：手嶋 

＊＊＊＊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＊＊＊＊    

((((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    

＜＜＜＜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 ： ０１２００１２００１２００１２０――――６９０６９０６９０６９０――――１２３１２３１２３１２３ 

URL:URL:URL:URL:http://wwhttp://wwhttp://wwhttp://www.relifew.relifew.relifew.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 

 

BBBBBBBBeeeeeeeeffffffffoooooooorrrrrrrreeeeeeee        
AAAAAAAAfffffffftttttttteeeeeeeerrrrrrrr        

奥様の希望で対面キッチン

に！オープンタイプで明る

くて開放的なキッチンにな

りました。LDK は床材に無

垢材を使用しました。無垢材

ならではの暖かい足触りで

ナチュラルな LDK になりま

した。 

フローリング・クロス 

そして建具まで一新し 

たことで玄関を開ける 

とまるで新築マンショ 

ンの様です！ 
⑥「真夜中は別の顔」 ⑦「血族」 ⑧「天使の自立」 

☆☆☆☆読読読読みみみみ出出出出したしたしたしたららららとまらないとまらないとまらないとまらない！！！！    シシシシドニィシェルダンドニィシェルダンドニィシェルダンドニィシェルダン作単行本作単行本作単行本作単行本☆☆☆☆    

・・ 

③ ローチェスト 
ｗ125×ｄ45×ｈ43 

⑨「ゲームの達人」 ⑩「明日があるなら」 ⑪「時間の砂」

①エアロバイク  

⑤姿見 ④和食器 

②RIEDEL 

グラス 

  

・・

・・ 



 

        

 

  

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

＊＊＊＊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＊＊＊＊    

 

 

 

    

    

    

    

 

＊＊＊＊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＊＊４月の運勢は絶好調！いろいろと楽しめるときです。雑誌やインターネットの情

報を活用して初めての場所に旅行しましょう。新しい出会いや発見があるたび

に、ワクワクしそうな予感です。     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････１６１６１６１６日日日日････２６２６２６２６日日日日 

牡牛座＊＊運勢はやや落ち着いています。環境の変化が激しくなる時期ですが、自分のペー

スを乱さないようにいきましょう。疲れを感じ始めたら温泉と美味しい食事でし

っかりと身体を癒して。ゆったりと過ごすことで自分らしさを取り戻すことがで

きるでしょう。              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････2222００００日日日日 
双子座＊＊運勢はかなり快調です。あちこち出歩くことが、気づきをもたらすラッキーポイ

ントといえそうです。インターネットや雑誌でイベントや春の行楽情報を調べて

出かけましょう。豊かな春の草木を楽しめる場所にいくと心身のパワーが満たさ

れそう。さらに旬の食事で気力満点に。   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 
蟹 座＊＊運勢はいまひとつのようです。なにか新しいことを始めたい人はあせらずにタイ

ミングをはかりましょう、落ち着いて普段通りのことを繰り返すのがベスト。旅

をするのも、新規開拓もいいけど行き慣れた場所やリピートしたい場所に出掛け

るのがオススメです。何度も足を運ぶことでこそ気づくものがあるでしょう。 

        ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー４４４４日日日日････1111２２２２日日日日････2222５５５５日日日日 
獅子座＊＊運勢は絶好調！なにをやってもスムーズにいきやすいでしょう。仲町と楽しい宴

会旅行や目的のある旅を計画すると楽しめそう。心からワクワクすることを計 

画に盛り込んでみてください。春の雰囲気を楽しめる場所がオススメです。 

          ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー８８８８日日日日････1111２２２２日日日日････2222７７７７日日日日 
乙女座＊＊４月の運勢はまあまあです。無理をしないでマイペースでいくのが良さそう。ま

わりの慌しい流れに巻き込まれないように、自分らしさをキープして。ストレス

が溜まって疲れたときは、気兼ねない一人旅が、親友や家族など、気の許せる人

と旅しましょう。緑の多い土地でのんびりと過ごせば、心身の英気が養われるで

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３３３３日日日日････１７１７１７１７日日日日････２１２１２１２１日日日日 
天秤座＊＊運勢は絶好調！自分から進んで計画したことがトントン拍子に進んでいきそう 

     です。お花見や宴会旅行の幹事を引き受けると楽しい雰囲気でみんなを盛り上げ

ることもできるはず。いろいろ調べて楽しい旅のプランを練ってみて。 

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

蠍 座＊＊運勢はやや落ち着いた雰囲気です。活気がほしいなら、ちょっとしたところに変

化をまたせましょう。旅先で見つけたセンスの良い小物やおまもりを持ち歩くと

気分がちょっと変わりそう。旅先では目を光らせて、センスのいいお土産を物色

してみてください。            ラッキーラッキーラッキーラッキーデーデーデーデー７７７７日日日日････1111２２２２日日日日････2222８８８８日日日日

射手座＊＊運勢はかなり好調です。なにをするにしても軽快に楽しめる時期となりそうで

す。初めての場所、初めてのことにトライして、ワクワクする思い出を増やしま

しょう。その土地でしか出来ないことに、ぜひ挑戦を。 

          ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー７７７７日日日日････1111７７７７日日日日････2222６６６６日日日日 
山羊座＊＊運勢はまあまあです。物事が自分の意志だけで決まりにくく、変更も多くなりそ

うです。柔軟な思考に切り替えてテンポ良くいきましょう。ストレスやイライラ

が募ったときは温泉のマイナスイオン効果で癒しましょう。新緑に囲まれた露天

に入れば日頃の疲れも吹き飛んでしまいそう。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー１１１１日日日日････１９１９１９１９日日日日････２９２９２９２９日日日日 
水瓶座＊＊かなり好調です。行動力が高まっているので、普段なかなかいけない場所や、 

     ちょっと離れている場所にも思い切って出かけてみると良さそう。いろいろな人

と知り合い、知識と刺激を得ることができるでしょう。旅先では、現地と人との

交流を楽しんでみて。           ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー４４４４日日日日････１３１３１３１３日日日日････２３２３２３２３日日日日 
魚 座＊＊運勢はまあまあです。旅行の予定が決まったら、口コミ情報を調べたりそこへ 

行ったことのある人から話を聴いたりするのが良さそう。お得な場所や面白い穴

場など、前もっていろいろわかることが多いでしょう。あらかじめ計画しておく

ことで旅の充実度がグッと高まりそうです。 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････11111111 日日日日････２２２２0000 日日日日

＊＊＊＊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月占月占月占月占いいいい＊＊＊＊    

    

『『『『ヘルシーヘルシーヘルシーヘルシー大根餃子大根餃子大根餃子大根餃子』』』』    
    

    

    

混ぜる。4444.大根がしんなりしたら軽く絞って片栗粉を茶こしなどで薄

く振って肉あんをのせて２つに折り包む。5555.フライパンにごま油を引

いて強火で焼き目をつけて裏返し、中火で蓋をして 3 分焼いたら出

 

    
    

作作作作りりりり方方方方    
    

１１１１.大根はスライサーで薄くスライスし、 
塩少々してしんなりさせておく。 

2222.豚ひき肉に調味料を加え白っぽくなるまで 

手でよく混ぜ、ニラを加えてさらに混ぜる。 

3333.大根がしんなりしたら軽く絞って片栗粉を茶こしなどで薄く振り肉あん

をのせて２つに折り包む。 

4.4.4.4.フライパンにごま油を引いて強火で焼き目をつけて裏返し、中火で蓋をし

て 3分焼いたら出来上がり！！ 

 

こんにちは。 

リライフすえちゃんの不動産事業部です。 

３月も、たくさんの方のお世話になり、 

新規ご契約～引渡し、そして新たな中古不動産の 

売却依頼などなど、何かとバタバタしながら過ぎ去

って行きました。そんなこんなで、３月に新規でご

契約に至った不動産は下記の通りです 
 
①①①①    海吉土地海吉土地海吉土地海吉土地        ３９０３９０３９０３９０万円万円万円万円    

②②②②    朝日朝日朝日朝日プラザプラザプラザプラザ倉敷倉敷倉敷倉敷ミレニアムミレニアムミレニアムミレニアム    

７７７７階部分階部分階部分階部分        ８００８００８００８００万円万円万円万円    

③③③③    アルファステイツアルファステイツアルファステイツアルファステイツ西市西市西市西市ツインズツインズツインズツインズⅡⅡⅡⅡ    

１０１０１０１０階部分階部分階部分階部分    14141414５０５０５０５０万円万円万円万円    
    
購入された皆様、おめでとうございます。 

売却された皆様、有難うございました。 

また、不動産の引き渡しを終えてからリフォーム工

事中だったお宅が工事完成し、お引き渡したお客様

もいらっしゃいました。リフォーム完成後引き渡し

の物件については、先月号でお伝えした『リフォー

ム完成見学会』を行った、東畦中古住宅の I 様、第

２厚生町マンションの W 様宅でした。完成見学会は

大好評で、たくさんの方々にご来場いただき、物件

探しのお手伝いから、リフォームの完成に至るまで

のご提案をさせていただく re*Life Sｔｙle の心地よ

さを実感していただきました。 

今後もファン層を増やしていきたいと思いますの

で、皆様よろしくお願い申し上げます。 
 
それではまいりましょう！ 

４月の新着物件情報は右のとおりです。 

【【【【４４４４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】】】】    

岡山市南区妹尾崎中古住宅岡山市南区妹尾崎中古住宅岡山市南区妹尾崎中古住宅岡山市南区妹尾崎中古住宅    

４４４４LDK+LDK+LDK+LDK+フリースペースフリースペースフリースペースフリースペース    24242424８０８０８０８０万円万円万円万円    

☆築３年の中古住宅です！ 

９０坪以上ある敷地には、駐車スペース４～５台

分可能です。しかも、太陽光発電システム搭載の

オール電化住宅。１階のリビングとキッチンには

床暖房あり。室内クロス全面張替え予定。すぐに

お住まいいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【土地土地土地土地】】】】地積：305.31 ㎡（93.25 坪）地目：宅 地

都市計画：市街化調整区域  

接道：東側 4.0ｍ（セットバック部分 1.3m 含）

西側：1.6m  

【【【【建物建物建物建物】】】】床面積：1 階 56.31 ㎡、2 階 52.99 ㎡ 

合計：109.30 ㎡（33.06 坪） 

構造：木造スレート葺 2 階建 

新築年月：平成 21 年 7 月  現況：空室   

引渡：H24 年 4 月下旬以降 

【【【【設備設備設備設備】】】】電気・上水道・合併浄化槽・給湯 

太陽光発電システム・オール電化・床暖房 

食器洗浄乾燥機 

 材材材材料料料料    

挽き肉 ３００g 

醤油  大さじ 1 

酒・水 大さじ 1 ずつ 

ごま油 大さじ 1 弱 

塩   小さじ三分の一 

大根  １０ｃｍくらい 

ニラ  半束   

片栗粉 適量 


