
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
 
 
 
 
 
  
 
 
  

笠岡市 I 様邸 浴室リフォーム工事 

築後 50年強の笠岡市 I 様邸。木造和風建築で軒下

には立派な梁丸太、内部には8寸角の大黒柱もある大

変立派なお宅です。築年数を重ねてますます趣がでて

きている I 様邸ではありますが、水まわりの老朽化は

否めません。そこでまずは浴室をリフォームする事を

決定されました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイルの床は滑りやすく、 

冬の入浴時は入った瞬間、足が冷たいのが悩みの種で

した。今回、I 様が選択されたのはTOTO製スプリノ

です。こちらのシステムバスのほっカラリ床は畳のよ

うな感触のやわらかさで断熱クッション層もある為、

冷気を遮断してくれます。これで冬場の入浴は快適で

す！その上、お手入れもしやすいのでお風呂掃除にか

かっていた労力が軽減されるはず！！ 

“高級感のある空間にしたい！”とのご要望からアク

セントパネルにダークカラーを使用し、他は清潔感の

あるホワイトで統一しました。 

すっかりイメージが変わった I 様邸のバスルーム！！ 

I 様奥様、‟次はキッチンね！！”と張り切って 

いらっしゃいました。楽しみにしています～♪ 

I 様、本当にありがとうございました。 

 こんにちは！皆様、ゴールデンウィークは有意義に

お過ごしになられましたか？初夏を迎え、景色は鮮や

かなグリーン！とても気持ちの良い季節がやってきま

した。思わず、お出かけしたくなりますね！屋外での

行事も多くなってくる時期です。くれぐれも熱中症・

紫外線対策はお忘れなく！ 

マイホーム探し・リフォーム工事にも最適な 

季節です！ぜひお気軽にご相談ください。 

～日頃の感謝を込めて 母の日企画～ 

家事をもっと楽しく！楽に！    

     家家事事楽楽リリフフォォーームムのご提案 
リ・ライフプロデュースから、ご家庭の奥様が毎日し

ている家事の負担を軽減するには？のご提案をさせ

ていただきます。 

ご提案１ 家事導線の効率を良くする事で時間短縮！

     キッチンと冷蔵庫やレンジなどの位置関係

     を見直すことで食事の支度が楽に！ 

ご提案２ 必要な場所に必要な容量の収納を確保する

事で片付けがぐっと楽に！必要以上の買い

置き・ストックも見直す事ができるかも！

ご提案３ ＩＨクッキングヒーターや食器洗い乾燥機

などの便利機能やタイマーを上手に使えば

家事に要する時間短縮！ゆとりの時間が生

まれます！ 

ご提案４ 最新のシステムバスや便器などは使いなが

ら汚れを付着させない機能が付いているも

のもあります！お掃除に要する 

労力軽減・時間短縮を！ 

…などなど、各ご家庭のお悩みに合わせて 

家事をもっと楽しく！楽に！のご提案をさせていた

だきますのでお気軽にご相談ください。 

＊５月インフォメーション＊ 

 
H24 年度 住宅の耐震診断・耐震改修補助制度 
昭和 56年 5月 31日以前に建てられた 2階建て以下の木
造住宅を対象に各市町村が耐震診断費用の一部を補助す

る制度を定めています。 
 
 
 
 
                    
  
  
  
                    
  
＊＊耐耐震震診診断断・・・・木木造造住住宅宅耐耐震震診診断断員員をを派派遣遣しし、、どどのの程程度度  

地地震震にに耐耐ええらられれるるかかをを診診断断。。  
＊＊補補強強計計画画・・・・診診断断のの結結果果、、倒倒壊壊すするる可可能能性性ががああるるとと判判定定

さされれたた住住宅宅にに、、木木造造住住宅宅耐耐震震診診断断員員がが耐耐震震

補補強強計計画画をを策策定定。。  
＊＊耐耐震震改改修修・・・・補補強強計計画画にに基基づづくく耐耐震震改改修修工工事事。。    
上上記記のの補補助助金金額額はは岡岡山山市市のの場場合合でですす。。市市町町村村にによよっってて補補助助

内内容容、、補補助助金金額額はは異異ななりりまますす。。只只今今、、各各市市町町村村窓窓口口でで申申請請

受受付付中中！！予予算算ががななくくななりり次次第第、、締締切切りりととななりりまますすののでで  
希希望望さされれるる方方ははおお早早めめににおお申申しし込込みみくくだだささいい。。  
詳詳ししくくははフフリリーーダダイイヤヤルルままででおお問問合合せせくくだだささいい。。  
  

＊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B！B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！ 
リ･ライフプロデュース 検索

＊ごあいさつ＊

ＢＢｅｅｆｆｏｏｒｒｅｅ 

ＡＡｆｆｔｔｅｅｒｒ  

＊施工レポート＊ 

＊耐震診断費用４万２千円 

＊補強計画費用４万２千円 
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＊簡単お料理レシピ＊

こんにちは、リ・ライフすえちゃんの不動産事業部です。 

４月はたくさんの新規ご契約がありました。たくさんの方々

との出会いがあり、あっという間に時が流れていった感があ

ります。４月にご契約に至った不動産は下記の通りです。 

① サーパスシティ大供10階部分 ２７００万円 
② 四御神中古住宅 １９６０万円 
③ サントノーレ岡山東４階部分 １２９０万円 
④ コア本町９階部分 ２２８０万円 
⑤ MAC芳泉コート７階部分 ７８０万円 
⑥ 朝日プラザ岡山西古松３階部分 １０５０万円 
⑦ アルファステイツ新屋敷公園２階部分 １３００万円 
⑧ 大福中古住宅 １１３０万円 
中には住み替えを伴うお客様も居られ、ご売却からご購入、

そしてリフォームへのお手伝いをさせていただきました。

本当に有難いことです。また、不動産⇒リフォームのお手伝

いをさせていただいたお客様宅の『リフォーム完成見学会』、

また『妹尾崎中古住宅』の現地見学会も開催し、たくさんの

方々にご来場をいただき、不動産探しのお手伝いからリフォ

ームの完成に至るまでご提案させていただく re*Life Style

の心地よさを実感していただきました。 

それでは、５月の新着情報です。 

【新着情報】 

赤磐市桜が丘東２丁目中古住宅 

４LDK １５８０万円 

☆ダイワハウス施工の築１８年の中古住宅です。 

閑静な住宅街で、土地はゆったり６３．５７坪あります。 

駐車スペース２台分可能です。 

リフォーム済み（外壁・屋根塗装、室内クロス全面張り替え、

ウォシュレット交換）につき即、入居可能です。 

 

 

 

 

   

＊不動産事業部＊ 

牡羊座＊＊5月の運勢はまあまあです。自分から好奇心と行動力を出してい 

くことでツキが高まりそう。ふと思いつきで惹かれる場所や、人 

から聞いて面白そうと感じた場所に出かけてみましょう。気の向 

くままに旅することで、思いがけない出会いがあり素晴らしい体 

験ができそうです。     ラッキーデー８日･１７日･２６日 

牡牛座＊＊運勢は絶好調！！行動力が高まっているので新しいことをはじめ 

るのにピッタリの時期。今まで憧れていた場所へ出かけたり、し 

てみたかったことにトライしてみて。好奇心旺盛に、旅先で新し 

い体験をしてみると充実感が得られるはずでしょう。 

ラッキーデー３日･1５日･2７日 
双子座＊＊運勢はまあまあです。ひとりでふさぎこむよりもパーッと遊びに

     出かけたいとき。連休や週末を利用して楽しく遊びに行きましょ

 う。人の多い場所に出かけるのも活気が出て盛り上がりそう。 

     ラッキーデー６日･1２日･2１日 
蟹 座＊＊運勢はかなり好調です。したいことがあるなら、今からしっかり 

プランを立てておきましょう。旅行も憧れの場所があるなら旅行 

資金の積立を始めてみては？数年後に憧れの土地へ遊びに行くこ 

とができるはずです。     ラッキーデー６日･1３日･2４日  
獅子座＊＊運勢は今ひとつのようです。日頃の疲れがドッと出てきていつも 

の調子が出せないようです。うまく気分転換することが運勢を切 

り拓くポイントとなるでしょう。自然の多い景色の場所を旅して

みては？           ラッキーデー２日･1５日･2３日  
乙女座＊＊運勢は好調です。連休や週末は仲の良い友達と過ごしましょう。

旅行に出て、美味しい食事やお酒でリラックス。さらにたくさん

のおしゃべりで心の開放を。  ラッキーデー４日･1４日･2３日 
天秤座＊＊運勢はまあまあ好調。いつもより忙しくなりやすいので日々のス 

ケジュール管理はしっかりと見直しながら進めていって。忙しい 

時ほど楽しい予定を入れるとはかどるはず。週末は日帰りや一泊 

旅行の予定を入れておいて。  ラッキーデー３日･1６日･2５日
 
蠍 座＊＊運勢はまあまあ好調。いろいろなことがスムーズに進みやすいの 

で自分から積極的に計画を立てておくと良さそう。あれこれ決め 

ておくことで効率的に充実した一日を過ごせるでしょう。旅のプ 

ランニングもあらかじめ、しっかりやっておくのがベター。 

                   ラッキーデー５日･1２日･２１日 
射手座＊＊運勢はまあまあのようです。今のあなたには刺激より癒しがオス 

スメ。心身の疲れをじっくりとることで活動的な気力が湧いてく 

るでしょう。温泉と美味しい食事でじんわりと心身を癒して。 

               ラッキーデー５日･1４日･2７日  
山羊座＊＊運勢は最高潮！！興味を持っていたけれど今までやらずにいたこ 

とに挑戦すると良いでしょう。できるだけたくさんの新しいこと 

にチャレンジして下さい。歴史のある街や神社仏閣に出かけると 

いろいろな刺激をうけられそうです。 

                    ラッキーデー７日･1５日･2７日  
水瓶座＊＊運勢は今ひとつのようです。いつものペースにならないときは、 

疲れが溜まっている証拠。今まで行ったことのない隠れ家的な宿 

でまったりと過ごしましょう。意外な場所が発見をもたらしてく 

れそうです。         ラッキーデー６日･1２日･２５日 
魚 座＊＊運勢は絶好調。やりたいことはどんどん進めていくのがベストで

す。いつでもできると思っていると後回しになってしまいます。

興味をもったこと、行きたい場所、やりたいことには積極的にチ

ャレンジを。          ラッキーデー８日･１７日･２５日

＊気になる今月の運勢は？ ５月占い＊ ＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『新玉ねぎサラダ』 
 

 

 

所在地：岡山県赤磐市桜が丘東２丁目

【土地】地積：210.15㎡（63.57坪）

・地目：宅地 

・都市計画：市街化区域 

・用途地域：第一種低層住居専用地域

・接道：北東6.0ｍ ・地勢：ひな段

【建物】延べ床面積：155.68㎡ 

 （1F 86.95㎡、2F 68.73） 

・構造：木造セメント瓦葺 2階建

・新築年月：平成6年3月 

【設備】電気・水道・公共下水・給湯

都市ガス 

現況：空室 引渡し：24年5月中旬以降

 

大好評のガレージセール！ 
いつも沢山のご応募有難うございます。 
別のお宅で不要となってしまったものも、必要とする方に
もらって頂くことで、再度活躍してくれていますよ。 
これもひとつのエコ！！お気軽にお電話下さい。 
（応募多数の場合は抽選とさせて頂いております。） 

＊座卓 直径約９０ｃｍ 

＊村上春樹著 ノルウェイの森 
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幅   23 

高さ 86 

奥行 43 

材料（2人前） 

新玉ねぎ   １個  

ハム     ２枚  

梅干し    １個  

醤油     大さじ１ 

みりん    大さじ１ 

酒      大さじ１ 

米酢     大さじ１ 

かつおぶし  適量  

万能ネギ  適量 

作り方 
1 新玉ねぎを薄切りにし、水に５分ほどさらし、水気

をしぼる。梅干しは種を除き、包丁でたたく。ハムは

１センチ幅に切る。 

2 ボウルに、醤油、みりん、酒、米酢、１の梅干しを

加えて混ぜる。 

3 ２のボウルに１の新玉ねぎとハムを加え、混ぜ合わ

せる。 

4 ３を冷蔵庫で３０分から１晩寝かせる。器に盛り、

かつお節を振りかけて完成。冷蔵庫で一晩寝かせると、
味がなじんで美味しくなります。 
コツ・ポイント：貝割れ大根や万能葱を和えても美味

しくいただけます！


