
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 こんにちは！今年の夏は本当に暑かった 

ですね。（毎年言っている気もしますが…） 

９月に入り、朝夕が涼しくなってきて 

少しずつ秋の気配を感じられるようになって 

きました。これからの季節はリフォーム現場でも作業の

しやすい良い季節です！お正月までにはキレイにした

いな…とご検討中の方！そして年内にはマイホームの

購入を…とご検討中の方！今年も残すところ４ヶ月と

なりました。ぜひ、リ・ライフプロデュースへ相談に来

て下さいね！お待ちしております♪ 

＊＊＊＊施工施工施工施工レポートレポートレポートレポート＊＊＊＊    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

 

 

 

＊＊＊＊９９９９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＊＊＊＊    

～～～～名月鑑賞会名月鑑賞会名月鑑賞会名月鑑賞会 in  in  in  in 岡山後楽園岡山後楽園岡山後楽園岡山後楽園～～～～    

    

日日日日    時時時時    ９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（日日日日））））17:0017:0017:0017:00～～～～21:3021:3021:3021:30    

場場場場    所所所所    岡山後楽園岡山後楽園岡山後楽園岡山後楽園（（（（芝生開放芝生開放芝生開放芝生開放））））    

催催催催しししし物物物物    延養亭延養亭延養亭延養亭でのでのでのでの箏曲演奏箏曲演奏箏曲演奏箏曲演奏やややや茶席茶席茶席茶席    

 

９月といえば、中秋の名月、お月見ですね。 

今月は【中秋の名月・十五夜お月様】について、誰かに 

教えたくなるちょっとしたうんちくうんちくうんちくうんちくをご紹介致します。 

中秋とは“秋のど真ん中”という意味で、旧暦では 7 月か

ら９月を秋とし、旧暦８月１５日の夜の月を秋秋秋秋のののの真真真真んんんん中中中中にににに

出出出出でるでるでるでる美美美美しいしいしいしい満月満月満月満月という意味で中秋の名月と呼ぶようにな

りました。元々、名月を鑑賞する習慣は中国から伝わった

ものですが、秋は収穫の時期でもあるので、その年の収穫

物を月に供えて五穀豊穣を祝い感謝する行事が行われてい

たそうです。平安時代には宮中で月見の宴を開き、歌を詠

み、舟遊びなどを楽しんでいたとか。風流ですね～。 

岡山後楽園では昭和３１年から毎年行われています。 

普段は立ち入り禁止の芝生が開放され、皆さん、ススキや

お団子をかざり、お弁当を食べながらお月さまを鑑賞して

います。ライトアップされた岡山城もいい具合に視界に入

り、バックには琴の音色も流れ、もう平安時代にタイム 

スリップしたみたいですよ。 

是非、一度、後楽園に足を運んで 

秋の夜長を堪能してみてはいかがでしょうか。 

 

岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山市市市市市市市市北北北北北北北北区区区区区区区区東東東東東東東東古古古古古古古古松松松松松松松松SSSSSSSS様様様様様様様様邸邸邸邸邸邸邸邸ママママママママンンンンンンンンシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンンリリリリリリリリフフフフフフフフォォォォォォォォーーーーーーーームムムムムムムム        

S様との出会いはかれこれ１年前。中古マンション探

しのお手伝いから始まりました。やっとS様のご要望

に合う物件と出会う事ができ、晴れてマイホームを手

にされました。こちらの物件は全くリフォームされて

いない状態でのお引渡しだったので、S様のご要望に

よってリフォーム工事をさせていただきました。 

S様がこだわったのはとにかく収納！お部屋の中をス

ッキリ見せたい！お掃除もしやすいお部屋にしたい！

ということでした。そこで必要な場所に必要な収納を 

           新設しました。 

           ←こちらはキッチンサイドに 

            設けた３枚スライド扉式の 

            収納庫。キッチン周りの

細々したものを収納し、扉

を閉めればスッキリ！！  

             

 

 

 

 

その横に設けた → 

“配線スッキリニッチ” 

収納内の一部にコンセントを設け携帯電話の充電器の

配線を見えないように後ろに落とし使えるようにしま

した。配線が気になるインターネットのモデムなども

この中にしまえるようになっています！ 

      キッチンも奥様のこだわりカラーに！ 

      レッド＆ホワイトで爽やか♪  

                   お気に入りの空

間になりました、

と大満足のS様。    

本当にありがと

うございました。 

        

((((株株株株))))リ・ライフプロデュースリ・ライフプロデュースリ・ライフプロデュースリ・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 ： ０１０１０１０１２０２０２０２０――――６９０６９０６９０６９０――――１２３１２３１２３１２３ 

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！！！！    

リ･ライフプロデュースリ･ライフプロデュースリ･ライフプロデュースリ･ライフプロデュース    検索 

 

 

＊＊＊＊ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ＊＊＊＊    

 

  

魅力魅力魅力魅力オプションオプションオプションオプション装備装備装備装備でででで    このこのこのこの価格価格価格価格！！！！    

全全全全てててて１１１１点限点限点限点限りですりですりですりです。。。。    

クリナップ・ラクエラクリナップ・ラクエラクリナップ・ラクエラクリナップ・ラクエラ    

2550 ｻｲｽﾞ 

￥￥￥￥５５３５５３５５３５５３,,,,００００００００００００    

大人気！電動昇降吊り戸棚 

ﾌﾗｯﾄｽﾘﾑ 

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ 

食器洗い 

乾燥機 

高級高級高級高級キッチンキッチンキッチンキッチン S.SS.SS.SS.S やクリンレディクリンレディクリンレディクリンレディも５０５０５０５０％％％％OFFOFFOFFOFF！！！！ 

 

 ６０６０６０６０％％％％OFFOFFOFFOFF    

  超超超超    

オススメオススメオススメオススメ！！！！    

S.SS.SS.SS.S    ｸﾘﾝﾚﾃﾞｨｸﾘﾝﾚﾃﾞｨｸﾘﾝﾚﾃﾞｨｸﾘﾝﾚﾃﾞｨ    

その他、お買い得商品を展示中！ 

詳しくは別紙インフォメーションを

ご参照ください。実際に商品をご覧に

なって使い勝手などをお確かめくだ

さい。ご来店お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

BBBBeforeeforeeforeefore    

AfterAfterAfterAfter    

＊＊＊＊リ・ライフかわらリ・ライフかわらリ・ライフかわらリ・ライフかわら版版版版＊＊＊＊    
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＊＊＊＊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＊＊＊＊    

こんにちは、リ・ライフすえちゃんの不動産事業部です。 

ついに熱い夏は終わってしまいましたが、残暑は厳しく暑さ

だけが残っております。皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

引き続き、不動産事業部もよろしくお願いいたします。 

 

【【【【９９９９月月月月のののの rererere＊＊＊＊Life Style Life Style Life Style Life Style 新着物件情報新着物件情報新着物件情報新着物件情報！！】！！】！！】！！】    

☆☆☆☆福富中福富中福富中福富中２２２２丁目中古住宅丁目中古住宅丁目中古住宅丁目中古住宅１９６０１９６０１９６０１９６０万円万円万円万円（もちろんリフォーム代込） 

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

☆☆☆☆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青江青江青江青江６６６６階部分階部分階部分階部分    ３３３３LDKLDKLDKLDK    １１１１１８０１８０１８０１８０万円万円万円万円    

    

今月は素敵な照明です。丸みを帯びた木製のパーツに陶器の

カサが付いています。６灯はリビングに３灯はダイニングに

いかがですか？とてもシンプルで高級感が有ります。 

 

＊＊＊＊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＊＊９月の運勢はいまひとつのようです。思い通りに進まずイライラ

することがありそうです。いつも、独断、即行動で何でも自分で

やっていくあなたですが、タイミングをみはからったほうが良い

かもしれません。その分のアクティブな行動力は一人旅で発散さ

せて。エネルギッシュな街がパワーをくれそう。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー５５５５日日日日････１５１５１５１５日日日日････２６２６２６２６日日日日    

 

牡牛座＊＊運勢はかなり好調です。パーッと日頃の疲れを発散して遊べる時

期となりそう。新しい出会いや発見が満ちているときなので、時

間の許す限り旅行や遊びに出かけてみてください。今まで訪れた

ことのない地がオススメです。 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー６６６６日日日日････1111５５５５日日日日････2222２２２２日日日日 

 

双子座＊＊いまひとつのムード。いろいろと面倒くさい出来事やトラブルが

起こって、精神的に疲れてしまいそう。そんな時は休日だけでも

しっかりと気分転換してリラックスを。心の許せる友達や家族と

のんびり自然に触れて。    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････1111４４４４日日日日････2222４４４４日日日日 

 

蟹 座＊＊やや落ち着いた雰囲気です。夏の疲れをしっかりとって秋に備え

ておきましょう。ゆったりとした旅をして、心身を開放させて。

仲の良い友人や家族と水入らずの時間を過ごしましょう。 

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････1111５５５５日日日日････2222７７７７日日日日    

 

獅子座＊＊運勢はまあまあ良好です。対人運が好調です。家族や友達、恋人

と一緒に楽しい時間を過ごせるでしょう。水入らずの旅行で交流

を深めてみては。       ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー４４４４日日日日････1111６６６６日日日日････2222８８８８日日日日 

 

乙女座＊＊運勢は最高潮！！変化の多い時期ですが、柔軟に対応していきま

しょう。それでも疲れが溜まったときは、大きな湯船の温泉が一

番。源泉かけ流しで癒されましょう。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー３３３３日日日日････１６１６１６１６日日日日････２２２２２２２２日日日日    

 

天秤座＊＊運勢はやや落ち着いた雰囲気です。感情の波をおさえることで、

何事もスムーズに進みそう。イライラやストレスが溜まったとき

は、パーッと旅行で発散を。美味しい食事と質のいい睡眠で、気

持ちが切り替わるはず。    ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー４４４４日日日日････1111２２２２日日日日････2222５５５５日日日日    

 

蠍 座＊＊運勢は絶好調！！やりたいことをどんどん実行にうつしていける

時期です。公私共に行動力を発揮して、充実させていきましょう。

古い町並みのある土地へ出かけると、いろいろな発見や心の温ま

る出会いがありそうです。   ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー４４４４日日日日････1111２２２２日日日日････2222１１１１日日日日    

 

射手座＊＊運勢はいまひとつの雰囲気。予定していたことがうまくいかず、

イライラすることがありそうです。そんな時は小旅行で気分転換

をしていきましょう。余裕を持たせたスケジュールで臨機応変に

楽しんで。          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････2222５５５５日日日日    

 

山羊座＊＊あなたの運勢は絶好調！！いつもとは違う選択をすることで、新

しい道がひらけてきそう。チャンスがあれば、どんどん旅にも出

かけてみて。なるべく行ったことのない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････18181818 日日日日････22222222 日日日日    

 

水瓶座＊＊運勢はまあまあです。しなければならないことがあるなら早めに

片付けて、あとの時間を確保して。特に旅行の予定があるときは、

出かけるまでにすべて終わらせておきましょう。そうすることで、

すっきりした気分で遊べるはず。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー５５５５日日日日････1111２２２２日日日日････２３２３２３２３日日日日    

 

魚 座＊＊あなたの運勢は最高潮です。忙しくなるけれど、テンポよく物事

をこなしていけそうです。自分の力を信じて、まわりの人たちと

協力していきましょう。休日はワイワイと日帰り旅行や一泊旅行

で日頃の疲れを発散させて。 

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････１２１２１２１２日日日日････２７２７２７２７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？？？？    ９９９９月占月占月占月占いいいい＊＊＊＊    

 
＊＊＊＊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！！！！＊＊＊＊    

【【【【物件概要物件概要物件概要物件概要】】】】所在地：岡山市南区福富中２丁目    

地積：197.73 ㎡（59.81 坪） 地目：宅地 地勢：平坦 

都市計画：市街化区域 用途地域：第一種中高層住居専用地域 

建ぺい率：60％ 容積率：200％ 

接道：東側私道 幅員 6.0ｍ 構造：木造セメント瓦葺２階建 

新築年月：昭和 48 年 11 月  

床面積：1 階 50.32 ㎡、2 階 29.60 ㎡（合計 79.92 ㎡） 

駐車スペース：3 台分可能 

設備：公営水道、公共下水、電気、プロパンガス 

引渡：相談  現況：空家  取引態様：仲介 

 

いつものようにリフォーム基本プランを準備しています。 

が！！内容や間取りはお客様にお選びいただけます。 

今回はサッシ、建具の交換も基本プランに含まれていますので 

限りなく新築住宅に近いお宅へと生まれ変わります。 

お庭がとっても広く、家庭菜園も楽しめます。 

たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 

こちらのマンションは売主様がとっても丁寧に 

ご使用になられており、すぐにでもお住まい頂け 

ます。南向きで日当たりもとっても良いですよ。 

【物件概要物件概要物件概要物件概要】】】】所在地：岡山市南区新保 100 番地 6 

専有面積：71.71 ㎡（壁芯） バルコニー：8.68 ㎡ 

構造：鉄筋コンクリート造 7 階建 6 階部分 総戸数 42 戸 

新築年月：平成 6 年 1 月 管理形態：全部委託 

管理会社：株式会社穴吹ハウジングサービス 

管理費：7,000 円 修繕積立金：5,200 円  

駐車場：6,000 円 現況：空家 引渡：即可  

取引態様：仲介 

納豆納豆納豆納豆ソースでソースでソースでソースで♪♪♪♪じゃがいもサラダじゃがいもサラダじゃがいもサラダじゃがいもサラダ    

 

材料材料材料材料（（（（    ２２２２人分人分人分人分    ））））    

じゃがいも小２個 or 大 1 個 

納豆１パック 

★マヨネーズ小１～ 

★醤油小２～ 

★七味 or 一味小 1/2 

★酒小１ 

大葉、ネギなどお好みで 

作作作作りりりり方方方方    

1 じゃがいもは皮をむき、サイコロ状に切って水にさら

す。納豆は★を入れて混ぜる。   

2 じゃがいもを洗ってぬめりをとってから、鍋にひたひた

の水を入れゆでる。竹串が通る位になったらざるに上げ

水気を切る。    

3 お皿にじゃがいもを盛り、納豆と大葉をのせて出来上が 

りです♪    

コツ・ポイントコツ・ポイントコツ・ポイントコツ・ポイント：：：：調味料はお好みで加減してください。食

べるときはよく混ぜてどうぞ♪  

 ＊陶器照明６灯タイプ ＊陶器照明３灯タイプ 

＊シーリングライト 

DM 発送後約１０日を目安に抽選しております。 

お気軽にエントリーの電話を下さい♪ 

＊リンゴ型の藤枠鏡 


