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 こんにちは！今年も残すところあと1か月となりま

した。クリスマス～お正月と賑やかな時期がすぐにや

ってきますね。毎年同じ事を言っていますが今年は本

当にあっという間の１年でした！皆様に応援していた

だき、充実した１年であった証だと思います。しかし、

今年もまだ終わった訳ではございません。残りあと 

１か月！年内に間に合う事もございますのでぜひご相

談くださいませ。お待ちしております。 

２０１４年、皆様がすてきな１年を締めくくれますよ

うに・・・！良い年末をお過ごしください。 

～年末年始の営業日お知らせ～～年末年始の営業日お知らせ～～年末年始の営業日お知らせ～～年末年始の営業日お知らせ～    

年末は１２月２９日まで営業 

１２月３０日～１月３日休み 

     年始は１月４日より営業しております。 

    

    

 

～～～～きれいな水を素敵に・使いやすくきれいな水を素敵に・使いやすくきれいな水を素敵に・使いやすくきれいな水を素敵に・使いやすく～～～～    

ただ今、キッチン蛇口をタカギ浄水器一体型水栓に

取り替えると最大３千円最大３千円最大３千円最大３千円 QUOQUOQUOQUO カードカードカードカードプレセント！プレセント！プレセント！プレセント！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊キャンペーンはカートリッジ定期交換お申込が必須です。 

ワンホールタイプから壁だしタイプまで 

あらゆるキッチンに対応します。 

 

 

 

 

詳しくはフリ詳しくはフリ詳しくはフリ詳しくはフリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。ーダイヤルまでお問い合わせ下さい。ーダイヤルまでお問い合わせ下さい。ーダイヤルまでお問い合わせ下さい。    

 

大大大大大大大大好好好好好好好好評評評評評評評評        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カカカカカカカカフフフフフフフフェェェェェェェェ        オオオオオオオオーーーーーーーーププププププププンンンンンンンンししししししししまままままままますすすすすすすす        

毎回たくさんの方が参加してくださり今回で５回目と

なるリ・ライフの年末恒例イベント、プロに学ぶ教室

シリーズ！今年もクリナップさんのショールームにて

開催いたします。今秋リニューアルオープンをしたク

リナップショールーム。今回のリニューアルで最新の

システムキッチンを実際に使えるコーナーができまし

た。そこで早速そのコーナーを利用し、クリスマスお

すすめレシピを教えていただくことにしました♪♪♪ 

（詳しくは別紙インフォメーションをご覧ください。） 

お教室終了後は恒例のリ・ライフカフェ オープンで

す！第１回午前の部はランチタイムを、第２回午後

の部はケーキバイキングをご用意しております。年

末の喧騒をしばし忘れ、お茶を飲みながら皆様といろ

んなお話ができるひとときで私たちリ・ライフスタッ

フも毎年楽しみにしております。 

教室には参加できないな…という方も 

ぜひリ・ライフカフェにお立ち寄りく 

ださいませ。お会いできる事を楽しみ 

にしております。 

岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山市市市市市市市市中中中中中中中中区区区区区区区区 HHHHHHHH 様様様様様様様様邸邸邸邸邸邸邸邸        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        

弊社でリフォームをして下さった OB 様からのご紹介

によりご相談くださった H 様。寒くて悩まされていた

浴室のリフォームを検討されていらっしゃいました。

そこで壁・天井・床に断熱材が入った断熱性の高いシ

ステムバス＋浴室内窓をご提案。暖かく手入れのしや

すいバスルームに生まれ変わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浴室・洗面室に合わせてトイレ 

もシックにコーディネート。 

 

H 様邸、空間イメー 

ジが一新され綺麗に 

なっただけではなく 

断熱性・清掃性・節 

水と機能性もアップ 

し喜んでいただけま 

した。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    

＜＜＜＜オオオオフィスフィスフィスフィス＞＞＞＞〒〒〒〒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 

 

 

＊＊＊＊１２１２１２１２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＊    
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BBBBBBBBeeee
eeeeeeeeffff
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＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊    

蛇口下取りキャンペーン蛇口下取りキャンペーン蛇口下取りキャンペーン蛇口下取りキャンペーン！！！！！！！！    

 

 

キャンペーン期間キャンペーン期間キャンペーン期間キャンペーン期間    2014201420142014 年年年年 12121212 月月月月 25252525 日まで日まで日まで日まで    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊    

 

 

 

  

 

 

 

 

AAAAAAAAAAAAfffffffffffftttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr 

シックなカラー

でコーディネー

トされ、落ち着

いたバスルーム

になりました。 

今回採用された

のはクリナップ

製アクリアバス

です。 

BBBB
BBBBBBBBeeee
eeeeeeeeffff
ffffffffoooo
oooooooorrrr
rrrrrrrreeee
eeeeeeee 

AAAAAAAAAAAAfffffffffffftttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr 

浴室のリフォーム

を機に洗面室も空

間を見直し、限ら

れたスペースを有

効に使えるよう、

壁面を利用した収

納を設けました。 

BBBB
BBBBBBBBeeee
eeeeeeeeffff
ffffffffoooo
oooooooorrrr
rrrrrrrreeee
eeeeeeee 

AAAAAAAAAAAAfffffffffffftttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr 
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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。 

2014 年もついに最終月です。今年もたくさんのご縁結

びをお手伝いさせていただきました。大勢の方の笑顔を

見ることができ、本当に嬉しい限りです。年が変われば

また新たに不動産をお探しになる方や、住み替えをお考

えの方がいらっしゃることでしょう。引き続き、出逢い出逢い出逢い出逢い

とご縁とご縁とご縁とご縁を大切にし、皆様のお役に立てるようご相談に乗

っていきたいと思っておりますので引き続きよろしくお

願いいたします。さて、リ・ライフ不動産事業部より売売売売

却不動産却不動産却不動産却不動産    大募集大募集大募集大募集！！！！のお知らせです。お手持ちの不動産の

売却をご検討されている方、お住み替えを検討されてい

る方は是非ご相談下さい。お待ちしています。 

 

★11 月にご縁が結ばれた不動産の紹介です。 

①①①①岡山市北区奥田西町土地岡山市北区奥田西町土地岡山市北区奥田西町土地岡山市北区奥田西町土地    

②ライオンズマンション倉敷②ライオンズマンション倉敷②ライオンズマンション倉敷②ライオンズマンション倉敷    ３階部分３階部分３階部分３階部分    

③ファミール岡山③ファミール岡山③ファミール岡山③ファミール岡山    ７階部分７階部分７階部分７階部分    

④フローレンス野田グランドアーク弐番館④フローレンス野田グランドアーク弐番館④フローレンス野田グランドアーク弐番館④フローレンス野田グランドアーク弐番館    7777 階部分階部分階部分階部分    

ご縁のあった皆様方、大変おめでとうございます！！ 

引き続きリフォーム等でお世話になる方もいらっしゃい

ますので、何卒宜しくお願い申し上げます。 

    
    

☆新着物件情報！！☆新着物件情報！！☆新着物件情報！！☆新着物件情報！！    

【【【【アルファステイツ今三丁目公園アルファステイツ今三丁目公園アルファステイツ今三丁目公園アルファステイツ今三丁目公園】】】】    

＊３LDK タイプ＊３階部分＊75.85 ㎡ 

    

～１８５０万円～１８５０万円～１８５０万円～１８５０万円にて～にて～にて～にて～    

売却のご依頼を 

受けました。    

売主様のご売却理由が、 

お住み替えによるもの 

ですので、引渡し時期は平成 27 年 3 月下旬となります。 

とっても綺麗にご使用になられており、次にお住まいに

なられる方もきっと気持ちよく生活できるのではないで

しょうか。閑静な住宅街でかつ利便性の良いマンション

です。お気軽にお問い合わせくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

いつも多数のご応募ありがとうございます！ 

取りに来てくれる方に、無料でお譲りしています。 

抽選となります。 

12 月 1５日の正午までエントリー受付！！ 

興味の品がありましたら、 

リ・ライフまでお電話ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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＊＊運勢はなかなか好調。旅行の計画はあなたが立てるのが 

ベター。ネットなどで情報を集めて、楽しみながらプラン

を考えて。      ラッキーデー4 日･13 日･22 日  

 

牡牛座＊＊運勢はいまひとつのようです。どうも日頃の疲れが溜ま

って、イライラしやすいとき。のんびりと寛ぐプランで

骨休みしましょう。静かな宿がオススメです。 

ラッキーデー2 日･11 日･29 日 

 

双子座＊＊運勢は、まあまあ好調です。まわりの人たちとのコミュ

ニケーションがいつも以上に盛り上がりそう。旅は道連

れ。旅先での出会いも笑顔で楽しむと良い運気に。 

ラッキーデー1 日･12 日･27 日 

 

蟹 座＊＊運勢はやや落ち着いています。ゆったりとマイペースに

過ごしたい時。自由気ままに過ごせるプランで寛ぎまし

ょう。旅の計画はゆとりを持って立てて。 

ラッキーデー8 日･15 日･23 日 

 

獅子座＊＊運勢は最高潮。対人運がアップ！！気の合う仲間たちと

旅行を存分に楽しめそう。宴会プランやパーティープラ

ンで盛り上がって。  ラッキーデー9 日･19 日･28 日 

 

乙女座＊＊運勢はいまひとつブルーになりそう。忙しさに追われて、

疲れが出やすいとき。気楽な一人旅か、気心の知れた親

友との隠密旅行で、ハートを休ませて。  

ラッキーデー3 日･11 日･20 日 

 
 

天秤座＊＊運勢は絶好調です。いつもよりやる気が満ちていて、気

分良く行動が出来るとき。フットワークも軽くなってい

るので、ガイドブックで気になる場所へ好奇心のおもむ

くまま、出かけてみては？        

ラッキーデー5 日･13 日･23 日 

 

蠍 座＊＊運勢はいまひとつ。この一ヶ月は年末だけに、なにかと

忙しくなりがちな模様。休日などに、心身のリフレッシ

ュをしっかりしておくことが乗り越えるコツです。 

ラッキーデー8 日･17 日･25 日 

 

射手座＊＊運勢は絶好調。この時期は普段、なかなか出来ない事を

実行するのにベストな時。憧れていた場所へ旅してみて

は？         ラッキーデー9 日･16 日･27 日 

 

山羊座＊＊運勢は、まあまあです。なにかと予定が狂いやすいよう

です。旅のプランを立てるときはあらかじめゆとりのあ

るスケジュールにしておくと、うまくいきそう。 

ラッキーデー3 日･12 日･21 日 

 
 

水瓶座＊＊運勢は最高潮のムード。いつも以上に行動力がアップし

ていて、やりたいことをどんどん進めていけるとき。行

きたい!! 面白そう!! と感じる場所に、足を進めると、

新たな発見があるかも。ラッキーデー4 日･12 日･21 日 

 

魚 座＊＊運勢はいまひとつの雰囲気。どうもまわりの人たちに気

を使いすぎて疲れてしまうことがありそう。本当に心を

許せる相手か、もしくはあなたひとりで、都会のホテル

でゆっくり骨休めを。 ラッキーデー5 日･13 日･28 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！＊＊＊＊    

『『『『    だしからつくるだしからつくるだしからつくるだしからつくる！！！！鍋焼きうどん鍋焼きうどん鍋焼きうどん鍋焼きうどん    』』』』    

 

 

              

作り方作り方作り方作り方    

1.☆の調味料を土鍋に入れて煮立たせる 

2.ほうれん草はゆでて食べやすい大きさに切ってお

く。鶏もも肉、にんじん、しめじを食べやすい大

きさに切り、１の土鍋にいれる。長ねぎを食べや

すい大きさに切っておく 

3.土鍋の鶏肉、野菜に火が通ったら、うどん、長ねぎ、

ほうれん草をいれる 

４.うどんが食べごろになったら、完成♪♪♪ 

～ぜひお試しください！～ 

    

＊＊＊＊備前焼備前焼備前焼備前焼        

花器花器花器花器    

高さ約高さ約高さ約高さ約 30cm30cm30cm30cm    

    

＊気になる今月の運勢は＊気になる今月の運勢は＊気になる今月の運勢は＊気になる今月の運勢は？？？？    １１１１２２２２月占い＊月占い＊月占い＊月占い＊    

材材材材    料料料料    （3 人前） 

① うどん玉 ３玉 

② 鶏もも肉 ３００グラム 

③ にんじん １/3 本 

④ ほうれん草 １/２束 

⑤ 長ねぎ 1 本 

⑥ しめじ １パック 

☆出汁 ６カップ 

☆酒大４ ☆砂糖(上白糖)大１ 

☆みりん大２ ☆醤油 １/2

カップ 

＊＊＊＊一枚板の棚（大）一枚板の棚（大）一枚板の棚（大）一枚板の棚（大）        

約５０㎝×約８０約５０㎝×約８０約５０㎝×約８０約５０㎝×約８０cmcmcmcm    

高さ高さ高さ高さ    約１５約１５約１５約１５cmcmcmcm    

花器や花器や花器や花器や置物・置物・置物・置物・器の飾り台として器の飾り台として器の飾り台として器の飾り台として    

お使いいただけます。お使いいただけます。お使いいただけます。お使いいただけます。    

 

 

 

 

・所在地：岡山市北区今３丁目 13 番 1 号 

・専有面積：75.85 ㎡ バルコニー面積：13.86 ㎡ 

・構造：鉄筋コンクリート造 10 階建 3 階部分 

・総戸数：44 戸 

・新築年次：平成 14 年 8 月（築 12 年） 

・分譲会社：穴吹興産株式会社 

・施工会社：大末建設株式会社 

・管理会社：株式会社穴吹ハウジングサービス 

・管理費：6,400 円・修繕積立金：6,800 円 

・駐車場使用料：6,000 円 

・現況：所有者居住中 

・引渡し：平成 27 年 3 月下旬 ・取引態様：仲介 

 


