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 こんにちは！今年の梅雨は空梅雨？と思いきや後半

になって雨の日が多かったですね。まもなく梅雨も明け

夏本番がやって来ます。近年、猛暑続きで節電が言われ

続けています。今月のリ・ライフインフォメーションで

は節水・節電のご提案を特集させていただきました。ぜ

ひご一読くださいませ。 

リ・ライフメンバーは“お客様の笑顔をみるために！お客様の笑顔をみるために！お客様の笑顔をみるために！お客様の笑顔をみるために！”

を合言葉に、暑い夏をさらに熱く！全力疾走しますので

ご声援を宜しくお願い致します。 

    

 

 
 

この夏、ちょっとしたリフォームで驚きの節水・節電効果が！

まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 

    

～節～節～節～節    水～水～水～水～    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

～節～節～節～節    電～電～電～電～    

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは同封のインフォメーションをご覧下さい。 

【【【【【【【【リリリリリリリリノノノノノノノノベベベベベベベベ sssssssscccccccchhhhhhhhoooooooooooooooollllllll】】】】】】】】        完完完完完完完完成成成成成成成成見見見見見見見見学学学学学学学学会会会会会会会会        開開開開開開開開催催催催催催催催！！！！！！！！        

開催日時：７月６日開催日時：７月６日開催日時：７月６日開催日時：７月６日（土）（土）（土）（土）・７日・７日・７日・７日（日）（日）（日）（日）  
 １０：００～１０：００～１０：００～１０：００～１７：００１７：００１７：００１７：００  

開催場所：シティマンション国富４０５号室開催場所：シティマンション国富４０５号室開催場所：シティマンション国富４０５号室開催場所：シティマンション国富４０５号室    

最近“リノベーション”“リノベーション”“リノベーション”“リノベーション”という言葉をよく目にす

る事がありますが、皆さんは“リノベーション”“リノベーション”“リノベーション”“リノベーション”

の本来の意味をご存じでしょうか？残念ながら

言葉だけが独り歩きしているケースも少なくあ

りません。そこで今回“リノベーション”“リノベーション”“リノベーション”“リノベーション”という

ものの本来の意味を知って頂こうという趣旨で

スクールを立ち上げました。第１回目の【リノベ【リノベ【リノベ【リノベ

schoolschoolschoolschool】】】】には大変熱心な方々が受講して下さいま

した。解体後のスケルトン状態を体感していただ

き、リノベーション途中の様子を確認していただ

きました。そしていよいよ完成完成完成完成見学会を開催見学会を開催見学会を開催見学会を開催！！！！！！！！  
是非、リノベーションの醍醐味を体感していただ

きたいと思います。マイホーム購入やリフォーム

工事の予定が全くない…、という方も大歓迎です

よ！当日は手嶋・末松が現地で  
お待ちしておりますので気軽に  
おしゃべりをしに来てください。！  
皆様のご来場を心より  
お待ちしております。  

岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山市市市市市市市市南南南南南南南南区区区区区区区区福福福福福福福福富富富富富富富富中中中中中中中中        YYYYYYYY 様様様様様様様様邸邸邸邸邸邸邸邸        リリリリリリリリ・・・・・・・・ラララララララライイイイイイイイフフフフフフフフススススススススタタタタタタタタイイイイイイイイルルルルルルルル        

はじまりは一通のメールからでした。それは今回リ・

ライフスタイルの舞台となった福富中の中古住宅を所

有されていた売主Ｋ様からのご相談でした。このお家

で生活されていたＫ様のお母様もＫ様のご自宅近くに

越され空家となり、売却を検討されていたＫ様。家が

古く、解体し更地にしなければ売れないのでしょう

か？というご相談を受け、リフォームリフォームリフォームリフォームプランプランプランプラン付き中古付き中古付き中古付き中古

住宅リ・ライフスタイル住宅リ・ライフスタイル住宅リ・ライフスタイル住宅リ・ライフスタイルでの販売をご提案させて頂き

ました。 そしてＹ様とご縁があり、Ｙ様のご要望に沿

った内容でのリフォーム工事が完成しました。 

～～～～～～～～玄玄玄玄玄玄玄玄関関関関関関関関・・・・・・・・廊廊廊廊廊廊廊廊下下下下下下下下～～～～～～～～ 

昔ながらのベニアで 

仕上げられ、暗かった 

玄関～廊下は床・壁・ 

天井をすべて一新し明 

るい廊下になりました。 

～～～～～～～～LLLLLLLLDDDDDDDDKKKKKKKK～～～～～～～～        

        

        

        

        

        

        

～～～～～～～～浴浴浴浴浴浴浴浴室室室室室室室室・・・・・・・・洗洗洗洗洗洗洗洗面面面面面面面面室室室室室室室室～～～～～～～～        

タイル貼りだった浴室は 

システムバスに入れ替え、 

洗面室もきれいに仕上げ 

られました。打ち合わせ 

を重ね、ご要望通りに出 

来上がったマイホームを見て喜んでく 

ださった買主Ｙ様。そして、リ・ライフスタイルによ

ってご両親が建てたお家が受け継がれとても喜んで下

さった売主Ｋ様。どちら様にも喜んで頂けて本当に嬉

しかったです。本当にありがとうございました。 

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

((((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リフォーリフォーリフォーリフォームコーナームコーナームコーナームコーナー    

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 ： ０１２０—６９０—１２３０１２０—６９０—１２３０１２０—６９０—１２３０１２０—６９０—１２３ 

URLURLURLURL::::http://www.relifehttp://www.relifehttp://www.relifehttp://www.relife----pro.compro.compro.compro.com        

    

 

    

ブログ更新中！ブログ更新中！ブログ更新中！ブログ更新中！    

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＊    

節水・節電で乗り切る節水・節電で乗り切る節水・節電で乗り切る節水・節電で乗り切る夏！夏！夏！夏！    

22222222000000001111111133333333 年年年年年年年年夏夏夏夏夏夏夏夏        節節節節節節節節水水水水水水水水・・・・・・・・節節節節節節節節電電電電電電電電セセセセセセセセレレレレレレレレククククククククシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンン！！！！！！！！！！！！！！！！        

＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊    ＊７＊７＊７＊７月月月月    インフォメーション＊インフォメーション＊インフォメーション＊インフォメーション＊    

LEDLEDLEDLED 照明照明照明照明    

長寿命で 10 年間メンテナンス

要らず。電気代もお得。 

エアコン掃除エアコン掃除エアコン掃除エアコン掃除    

フィルター掃除だけでも

省エネ効果絶大！ 

 

節水トイレ節水トイレ節水トイレ節水トイレ    

従来タイプより71％ 

節水。水道代大幅節約！ 

食器洗食器洗食器洗食器洗い乾燥機い乾燥機い乾燥機い乾燥機    

食洗機の節水も進化

しています！ 

節水シャワー節水シャワー節水シャワー節水シャワー    

空気を含んだ水粒で

節水と心地よさを両

立しています。 
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別々の部屋にな

っていた居間・

台所は壁を取り

払いＬＤＫにな

りました。 
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＊簡単お料理レシピ＊＊簡単お料理レシピ＊＊簡単お料理レシピ＊＊簡単お料理レシピ＊    

 

こんにちは。不動産事業部です。 

早いものでもう夏です！！ 

6 月はたくさんのお客様のお引渡しをさせていただき

ました。引き続き、お客様好みの空間を作り上げる為、 

リフォーム工事に取り掛かるお宅がほとんどです。 

随時ブログにアップしていきますので乞うご期待！！ 

    

☆６月にお引渡しした不動産は… 

 

 ①①①①    南方パークマンション南方パークマンション南方パークマンション南方パークマンション    6666 階部分階部分階部分階部分    

    ②②②②    サーパスシティ大供サーパスシティ大供サーパスシティ大供サーパスシティ大供    13131313 階部分階部分階部分階部分    

    ③③③③    セレスト東島田セレスト東島田セレスト東島田セレスト東島田    7777 階部分階部分階部分階部分    

    ④④④④    サーパス福富公園サーパス福富公園サーパス福富公園サーパス福富公園    7777 階部分階部分階部分階部分    

    ⑤⑤⑤⑤    岡山市南区山田岡山市南区山田岡山市南区山田岡山市南区山田    中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅        

    ⑥⑥⑥⑥    シティマンシシティマンシシティマンシシティマンション伊島ョン伊島ョン伊島ョン伊島    4444 階部分階部分階部分階部分    

 

また、６月新たにご縁が結ばれた不動産はコチラ↓↓ 

 

①①①① 岡山市北区岡山市北区岡山市北区岡山市北区大安寺西町大安寺西町大安寺西町大安寺西町    中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅    

②②②② シティマンション伊島シティマンション伊島シティマンション伊島シティマンション伊島    4444 階部分階部分階部分階部分    

③③③③ 岡山市南区福田岡山市南区福田岡山市南区福田岡山市南区福田    中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅    

 

★★★★７月の新規物件情報７月の新規物件情報７月の新規物件情報７月の新規物件情報    

【赤磐市桜が丘西【赤磐市桜が丘西【赤磐市桜が丘西【赤磐市桜が丘西 10101010 丁目丁目丁目丁目    中古住宅】中古住宅】中古住宅】中古住宅】    

    

    

    

    

    

    

    

 

敷地広々80 坪強！！駐車スペース 3～4 台分確保でき

ます。また 2 年前に外壁・屋根の塗装済みです。 

ダイワハウス施工の軽量鉄骨造2階建ての中古住宅で、

お庭も広く室内の保守管理も良好ですので、快適にお住

まいいただけると思いますよ。 

たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

大好評！ガレージセール！ 

今回はナント  

餅つき機＋餅切り機＋蒸籠餅つき機＋餅切り機＋蒸籠餅つき機＋餅切り機＋蒸籠餅つき機＋餅切り機＋蒸籠のセットのセットのセットのセットです！ 

取りに来て頂ける方に無料で差し上げます！！ 

応募多数の場合は抽選をさせていただきます。 

７月 1２日の正午までエントリー受付！！ 

お気軽にお電話下さい。 

＊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＊＊運勢はいまひとつの様子。どうも疲れが溜まっているときです。

そんな時は休日や週末に友人を誘って、貸し別荘や温泉でパーッ

と楽しみましょう。いつもと違う環境でリフレッシュすることで

体力と気力が回復しそうです。 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･９９９９日･日･日･日･１８１８１８１８日日日日 

牡牛座＊＊運勢はかなり好調な雰囲気。パワフルに行動できるとき。早めの

夏休みや夏気分を満喫するために、楽しい旅行へ出かけましょう。

友達と出かけたり、家族と出かけたり、恋人と出かけたり…。 

それぞれ多彩なパターンの旅行を楽しんで。 

            ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー１１１１日･日･日･日･1111９９９９日･日･日･日･2222７７７７日日日日 

双子座＊＊運勢はなかなか良好。運勢が安定しているので、楽しいことがし 

たいなら積極的に下調べしてから出かけましょう。ネットや雑誌 

をコマメにチェックして、興味のある場所に行くと、充実した時 

間を過ごせるはず。      ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー３３３３日･日･日･日･1111２２２２日･日･日･日･2222９９９９日日日日 

蟹 座＊＊運勢は最高潮！何事もスムーズにいきやすく、楽しい気分で過ご 

せるときです。あちこち出かけることで、さらに運気がアップす 

るので、大好きな友達や家族と旅行に出かけましょう。みんなで 

一緒に思い出を作ることで、さらに絆が強くなるでしょう。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー２日･２日･２日･２日･1111２日･２日･２日･２日･2222８８８８日日日日 

獅子座＊＊運勢はまあまあです。気の合う人たちと温かいコミュニケーショ

ンを楽しみたい時期。みんなとワイワイ出かけた思い出は、夏の

良き思い出になるでしょう。あなたの魂が輝く夏ですから、あち

こち出かけて思いきり楽しんで。ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー２２２２日･日･日･日･1111１１１１日･日･日･日･2222００００日日日日 

乙女座＊＊運勢はかなり好調です。行動力が高まっています。いろいろ調べ

て、アクティブに旅行を楽しみましょう。事前の情報は多いほう

が◎。だけど現地で知ったことで柔軟に行動できるように、ゆと

りのあるスケジュールを立てて。 

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･１日･１日･１日･１３３３３日･日･日･日･２２２２２２２２日日日日 

天秤座＊＊運勢はいまひとつのようです。なんだか疲れてしまって、うまく 

かみ合わないことがありそう。そういうときは気楽な一人旅か、 

気心の知れた親友と静かな旅を楽しんで。自然の中で日頃の疲れ 

が癒されていきそうです。   ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー５５５５日･日･日･日･1111５５５５日･日･日･日･２３２３２３２３日日日日 

蠍 座＊＊運勢は絶好調！どこへ行っても、誰と会っても、気持ちがぴった

りと寄り添うことができそう。あちこち旅行へ出かけると、とて

も充実した時間が過ごせるでしょう。初めての場所で現地の人た

ちと交流してみては。    ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー６６６６日･１日･１日･１日･１６６６６日･２日･２日･２日･２４４４４日日日日 

射手座＊＊運勢はまあまあ良好です。遊びや旅行の予定があるときは、前も

って余裕あるように仕事や用事を終わらせておきましょう。ダラ

ダラやっていると、せっかくの旅行で疲れが出てしまいそう。な

かなか休めない人は、思いきって、うんとリラックスするプラン

を立てるのが良さそうです。  ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー４日･４日･４日･４日･1111５日･３１５日･３１５日･３１５日･３１日日日日 

山羊座＊＊運勢は絶好調！いつも以上に、いろいろなことを楽しめそうな予

感。友好関係もばっちりですから、早めに旅行の予定を立てて、

充実した休日を過ごしましょう。夏の暑さを吹き飛ばすぐらいに

楽しく盛り上がれそうです。  ラッラッラッラッキーデーキーデーキーデーキーデー８８８８日･１日･１日･１日･１７７７７日･日･日･日･2222５５５５日日日日 

水瓶座＊＊運勢はなかなか好調です。いつもと違った行動がツキを呼びこむ

とき。穴場スポットやみんなの知らない場所へ出かけていきまし

ょう。意外な好奇心が書き立てられて、とても面白い旅になりそ

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７７７７日･日･日･日･1111７７７７日･２日･２日･２日･２５５５５日日日日 

魚 座＊＊運勢は最高潮の予感。自分の気持ちに正直でいることで、運勢が

さらにトントン拍子に転がっていきそうです。また、直感的に 

     「あそこが気になる」と感じたところへ行くと、得るものがあり

そうです。自分の内なる気持ちにしたがって行動を。 

      ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー１１１１日･１日･１日･１日･１００００日･２日･２日･２日･２７７７７日日日日 

  

＊＊＊＊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！＊＊＊＊    

    

『『『『ししゃもの甘辛みりん焼ししゃもの甘辛みりん焼ししゃもの甘辛みりん焼ししゃもの甘辛みりん焼』』』』    

    

              

作り方作り方作り方作り方    

① ■タレの材料を混ぜ合わせておきます。 

② フライパンに薄くサラダ油をひき、 

弱火でししゃもを両面焼きます。 

③ 焼けたら、タレを加えて煮詰めます。 

タレをししゃもに絡めて完成。出来上がり！ 

＊コツ・ポイント＊ 

焦げ付きやすいのでテフロン加工のフライパン

で焼きましょう。～ぜひお試しください♪～ 

 

＊気になる今月の＊気になる今月の＊気になる今月の＊気になる今月の運勢は？運勢は？運勢は？運勢は？    ７７７７月占い＊月占い＊月占い＊月占い＊    

 

材料材料材料材料(4(4(4(4 人分人分人分人分))))    

子持ちししゃも子持ちししゃも子持ちししゃも子持ちししゃも            10101010 匹匹匹匹    

サラダ油サラダ油サラダ油サラダ油                            少々少々少々少々    

■■■■    タレタレタレタレ    

こいくち醤油こいくち醤油こいくち醤油こいくち醤油            大さじ２大さじ２大さじ２大さじ２    

みりんみりんみりんみりん                        大さじ１大さじ１大さじ１大さじ１    

砂糖砂糖砂糖砂糖                            大さじ１大さじ１大さじ１大さじ１    

酒酒酒酒                                大さじ１大さじ１大さじ１大さじ１    

白ごま白ごま白ごま白ごま                        大さじ１大さじ１大さじ１大さじ１    【物件概要】【物件概要】【物件概要】【物件概要】    

・所 在 地：赤磐市桜が丘西 10 丁目 13 番地の 9 

・敷地面積：265.30 ㎡（80.25 坪） 

・地  目：宅地   ・接 道：西側 6.0ｍ 

・用途地域：第 1 種低層住居専用地域 

・床 面 積：1 階 74.02 ㎡ 2 階 53.93 ㎡ 

（合計 127.95 ㎡ 38.7 坪） 

・構  造：軽量鉄骨造スレート葺２階建 

・新築年次：平成 2 年 6 月 

・現  況：所有者居住中 ・引 渡 し：相 談 

・取引態様：仲 介 

すべて箱付きです。数回使用しております。 

動作確認まではしておりませんので、ご了承下さい。 

 

 
 


