
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

  

 

  

 

 

～～～～～～～～        ココココココココーーーーーーーールルルルルルルルドドドドドドドドドドドドドドドドララララララララフフフフフフフフトトトトトトトト対対対対対対対対策策策策策策策策        ししししししししてててててててていいいいいいいいまままままままますすすすすすすすかかかかかかかか？？？？？？？？～～～～～～～～  

暖房しているのに寒い、スキマ風のような空気の流れを感

じる、足元が冷えるというようなことがあったら、コール

ドドラフト現象が起きている可能性が大です！そのまま

ではいくら暖房しても寒いまま、光熱費も心配です。対策

をして寒い冬を暖かく過ごしましょう。 

ココココココココーーーーーーーールルルルルルルルドドドドドドドドドドドドドドドドララララララララフフフフフフフフトトトトトトトト現現現現現現現現象象象象象象象象ととととととととはははははははは？？？？？？？？        

室内の暖かい空気が冷たい窓ガラスに触れることで急激

に冷やされ下に流れてきます。冷気が降りてくると同時に

暖気は上に流れ対流し、発生した冷たい空気の流れがコー

ルドドラフト現象と言われています。 

ココココココココーーーーーーーールルルルルルルルドドドドドドドドドドドドドドドドララララララララフフフフフフフフトトトトトトトト対対対対対対対対策策策策策策策策        

◎窓ガラスを冷やさないようにする。 
◎室内の暖気が冷たい窓ガラスと触れないようにする。 
◎窓で冷やされた空気が室内に流れてこないようにする。

窓ガラスを冷やさないようにするには、断熱性能が高い窓

ガラスやサッシに交換するリフォームが効果的です。 
カーテンを厚手のものにする事でも室内の暖かい空気が

冷たい窓ガラスと触れないようにするための対策になり

ます。コールドドラフト対策を施し寒い冬を少しでも快適

に過ごしましょう。お家の寒さ対策についてお悩みの方、

ぜひお気軽にご相談くださいませ。 

 こんにちは！今年のお正月は天気も良く穏やかな三

が日でしたね。皆様、よいお正月を過ごされたでしょ

うか？お正月気分もつかの間、リ・ライフのリフォー

ム現場では1月・2月のお引渡しに向け職人さんたちが

腕を振るっています。今年も“お客様の喜ぶ顔を見る

ために！”を合言葉に提案力・技術力の向上を目指し

て参りたいと思います。本年もご愛顧いただきますよ

う何卒宜しくお願い致します。 

このリ・ライフニュースでも皆様にとって 

少しでも役立つ情報を発信していきたいと 

思っておりますので引き続きご愛読くださ 

いますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

    

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

詳し詳し詳し詳しくはインフォメーションをごくはインフォメーションをごくはインフォメーションをごくはインフォメーションをご覧覧覧覧下さい。下さい。下さい。下さい。 

 

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ＮＮＮＮＮＮＮＮ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ノノノノノノノノベベベベベベベベーーーーーーーーシシシシシシシショョョョョョョョンンンンンンンン        

数年前に中古マンションを購入され住まわれていた

Ｎ様。数年住んでいるうちにもっと自分に合った住ま

いにしたい！という思いから思い切ってフルリノベ

ーションすることを決意されました。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生まれ変わったお家で 

お正月を迎えられた N 様、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電器電器電器電器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 ： ０１２０—６９０—１２３０１２０—６９０—１２３０１２０—６９０—１２３０１２０—６９０—１２３ 

URLURLURLURL::::http://www.relifehttp://www.relifehttp://www.relifehttp://www.relife----ppppro.comro.comro.comro.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 
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＊施工レポート＊施工レポート＊施工レポート＊施工レポート＊＊＊＊    

  

 

 

 

お料理が好きなN様に

とって狭くて使いづら

かったキッチン。今度

はキッチン＋収納をコ

の字に配置することで

機能的になりました。

念願のガスオーブンも

付いています。 

AAAA
AAAAAAAAffff
fffffffftttt
tttttttteeee
eeeeeeeerrrr
rrrrrrrr 

熟考した小上がりの畳コーナー 

畳下収納だけではなく掘りごたつとしても使えるように

なっています。 

＊＊＊＊１１１１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＊    

 

AAAAAAAAAAAAfffffffffffftttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr 
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ｅｅｅｅｅｅｅｅｆｆｆｆ
ｆｆｆｆｆｆｆｆｏｏｏｏ
ｏｏｏｏｏｏｏｏｒｒｒｒ
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eeeeeeee 
  

その他にもキッチン収

納棚や洗面台など N 様

のご要望に合わせ造っ

たリ・ライフオリジナル

造作家具の数々。毎回、

デザインを考える完全

オーダー品です。 

11111111 月月月月月月月月 2222222222222222 日日日日日日日日（（（（（（（（日日日日日日日日））））））））1111111100000000：：：：：：：：0000000000000000～～～～～～～～1111111177777777：：：：：：：：0000000000000000        

クリナップ岡山ショールームにて開催！クリナップ岡山ショールームにて開催！クリナップ岡山ショールームにて開催！クリナップ岡山ショールームにて開催！    

    

    

ご来場予約＆お見積りのご来場予約＆お見積りのご来場予約＆お見積りのご来場予約＆お見積りの方に方に方に方に    

    

お楽しみイベントお楽しみイベントお楽しみイベントお楽しみイベント    

時 短 調理 実 習会時 短 調理 実 習会時 短 調理 実 習会時 短 調理 実 習会     

ご来場予約プレゼントご来場予約プレゼントご来場予約プレゼントご来場予約プレゼント    

下記のｷｯﾁﾝ、ﾊﾞｽをお見積り＆2 月末までご成約＆ 

3 月末まで納品可能な方に右記商品 1 点ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ！ 

フェア当日ご来場特典フェア当日ご来場特典フェア当日ご来場特典フェア当日ご来場特典    

＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊＊ごあいさつ＊    
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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＊    

新年明けましておめでとうございます。 

本年も引き続きリ・ライフ不動産事業部を宜しくお願

い申し上げます。2017 年の不動産市場はいったいど

のような状況になるのか不安でもあり楽しみでもあり

ます。さあ！まず 1 月は新年度からの新生活スタート

に向けて多くの方が動き出します。それにつれて不動

産を売りたい、と思われる方も増えてくる時期です。

随時、新着物件など皆さまのお役に立てる様、不動産

情報を発信して参りますので、皆様方のお力添えをど

うぞ宜しくお願いいたします。 

 

☆１☆１☆１☆１２２２２月の成約月の成約月の成約月の成約御礼御礼御礼御礼！！！！    

・・・・岡山市北区横井上中古住宅岡山市北区横井上中古住宅岡山市北区横井上中古住宅岡山市北区横井上中古住宅    

・・・・倉敷市新田土地倉敷市新田土地倉敷市新田土地倉敷市新田土地    

・・・・アルファステイツ東古松アルファステイツ東古松アルファステイツ東古松アルファステイツ東古松 2222 階部分階部分階部分階部分    

    

★★★★新着物件情報新着物件情報新着物件情報新着物件情報    

【【【【ダイアパレス東島田ダイアパレス東島田ダイアパレス東島田ダイアパレス東島田 7777 階部分】階部分】階部分】階部分】    

～～～～3LDK3LDK3LDK3LDK    1111,,,,690690690690 万円万円万円万円～～～～    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらは中古×中古×中古×中古×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可能性を感じさせて

くれる物件です。何といっても東南角部屋ですのでこ

の通風・採光を生かさない手はありません。きっと素

敵なお家になる！と夢が膨らみます。マンションリノ

ベーションにご興味のある方はぜひお問い合わせくだ

さい。予算以内で便利で快適な新生活はいかがでしょ

うか？たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 

！！！！！！！！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！！！！！    

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

申し込み締め切りは、 

1 月 25 日正午までです。お気軽にお電話ください♪ 

＊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＊＊1 月の運勢はいまひとつのようです。今まで頑張ってきた疲

れが溜まりやすい時期です。ペースダウンして過ごしましょ

う。寒さの厳しい週末や休みの日は、近場の温泉宿でしっか

りと休んで。      ラッキーデー３日･１１日･２０ラッキーデー３日･１１日･２０ラッキーデー３日･１１日･２０ラッキーデー３日･１１日･２０日日日日 

牡牛座＊＊運勢は抜群です！！新年から楽しく過ごせるでしょう。対人

運が好調なので、友達や家族と一緒にあちこち遊びに出かけ

ると、いろいろ楽しめそう。週末などを利用して、観光旅行

の計画を。神社仏閣をめぐって、心身を清める旅もオススメ

です。          ラッキーデー５日･ラッキーデー５日･ラッキーデー５日･ラッキーデー５日･1111１日･１日･１日･１日･2222５５５５日日日日 

双子座＊＊1 月の運勢はまあまあです。無理をするとあとでドッと疲れ

が出てきそう。ゆったりペースで過ごしていきましょう。週

末や休日は骨休みを。美味しい食事で英気を養って。 

ラッキーデー７日･ラッキーデー７日･ラッキーデー７日･ラッキーデー７日･1111５日･５日･５日･５日･2222４４４４日日日日    

蟹 座＊＊運勢はかなり好調。対人関係がアップしているので、どこへ

行っても楽しく過ごせるでしょう。旅に出たら現地の人たち

と積極的に交流していって。きっと面白い耳寄りな情報が入

手できるはず。           ラッキーデー６日･ラッキーデー６日･ラッキーデー６日･ラッキーデー６日･1111４日･４日･４日･４日･2222３３３３日日日日 

獅子座＊＊運勢はいまひとつのようです。忙しさで気持ちが乱れて、な

かなか落ち着かないかも知れません。そんな時はオン・オフ

の切り替えをしっかりとしましょう。休みの日は旅が心をい

やしてくれそうです。のんびりとした時間を過ごして。 

ラッキーデー８日･ラッキーデー８日･ラッキーデー８日･ラッキーデー８日･1111５日･５日･５日･５日･2222５５５５日日日日    

乙女座＊＊1 月の運勢は最高に良さそう！やりたい事をどんどん進めて

いける時です。自分からリーダーシップを発揮していきまし

ょう。旅行の計画も色々調べて、あなたが立てると充実した

内容になりそうです。  ラッキーデー１日･１８日･２８ラッキーデー１日･１８日･２８ラッキーデー１日･１８日･２８ラッキーデー１日･１８日･２８日日日日 

天秤座＊＊運勢はいまひとつです。計画が思うように進まない可能性が

あります。旅行の際のスケジュールには余裕をもたせて、ハ

プニングがあれば、それを楽しむぐらいの気持ちが必要です。

頭を柔軟に切り替えて。  ラッキーデー６日･ラッキーデー６日･ラッキーデー６日･ラッキーデー６日･1111４日･４日･４日･４日･2222１１１１日日日日 

蠍 座＊＊1 月の運勢はかなり好調です。あなたのことを助けてくれる

人がまわりにいるでしょう。アドバイスに耳を傾けると良い

ことがたくさんありそう。旅行情報も口コミをチェックする

と良さそうです。     ラッキーデー９日･ラッキーデー９日･ラッキーデー９日･ラッキーデー９日･1111８日･８日･８日･８日･2222８８８８日日日日    

射手座＊＊運勢はいまひとつの雰囲気です。やる気はあるのですが、忙

しくてバタバタしそうです。せめて休日ぐらいはノープラン

の旅行でゆっくり過ごして。気ままに楽しむことで、またや

る気がみなぎってくるでしょう。       

ラッキーデー８日･ラッキーデー８日･ラッキーデー８日･ラッキーデー８日･1111６日･６日･６日･６日･2222６６６６日日日日    

山羊座＊＊あなたの運勢は絶好調です。なにをしてもうまくいきそうな

時期。調子が良いので、いまのうちに、いろいろと進めてお

くとよいかもしれません、頑張ったあとにはご褒美旅行を。

いつもよりワンランク上の宿をとって。     

ラッキーデー６日･ラッキーデー６日･ラッキーデー６日･ラッキーデー６日･1111４日･４日･４日･４日･2222３３３３日日日日    

水瓶座＊＊1 月の運勢はまあまあです。時間をうまく活用することで楽

しめる時期となるでしょう。特にこの時期はじっくり話した

い人と旅行するのがベター。旅先で移動時間にたくさん語り

合うと満足感が高まるはず。ラッキーデー３日･ラッキーデー３日･ラッキーデー３日･ラッキーデー３日･1111１日･３０１日･３０１日･３０１日･３０日日日日 

魚 座＊＊あなたの運勢は抜群に良さそう。家族や友達、恋人など、大

切な人たちと楽しく過ごせる時期。お互いの愛情や思いやり

に支えられて、気持ちよく過ごせるでしょう。日頃の疲れを

癒し、そして交流を深めるために、一緒に温泉に出かけると

良さそうです。             ラッキーデー１日･９日･２８ラッキーデー１日･９日･２８ラッキーデー１日･９日･２８ラッキーデー１日･９日･２８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！＊＊＊＊    

                    『『『『切り餅でサツマイモ餅切り餅でサツマイモ餅切り餅でサツマイモ餅切り餅でサツマイモ餅』』』』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

作り方作り方作り方作り方    

1.サツマイモは皮を剥き、1 ㎝の輪切りにして、数分   

 水にさらしたあと、水から鍋で茹でる。    

2.耐熱容器に切り餅と、餅が浸る量のお湯を入れ、 

電子レンジで２分加熱する。    

3.楊枝が通るくらいに煮えたサツマイモをザルにあ 

げて軽くお湯をきり、サツマイモとお湯からあげた

切り餅をボウルに入れ、熱いうちにすりこぎなどで

つき、混ぜる。 

4.きなこと同量の砂糖、塩少々を混ぜたものを皿に入 

 れ、3 をスプーンなどで乗せれば、出来上がりです。    

ポイントポイントポイントポイント：：：：熱いうちに作業すると、混ぜやすいです♪ 

   ～ ぜひお試しください♪ ～ 

＊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？    １月占い＊１月占い＊１月占い＊１月占い＊    

材料材料材料材料    （（（（4444 人分）人分）人分）人分）        

サツマイモ中 2 個 300g 

切り餅 2 個 100g 

きなこ 適量 

砂糖 適量 

塩 少々 

所在地：岡山市北区東島田町 2 丁目 7 番 20 号 

交 通： JR 山陽本線『岡山駅』 徒歩 14 分 

用途地域：商業地域 

構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根 11 階建 

新築年次：平成 2 年 8 月  

専有面積：77.36 ㎡ バルコニー面積：10.84 ㎡ 

事業主：株式会社ダイア建設 

施工会社：三井建設株式会社 

管理会社：コミュニティワン株式会社 

管理費：6,580 円／月 

修繕積立金：9,060 円 

駐車場：なし（近隣月極め駐車場） 

現 況 ： 空家 引 渡 ： 相談 取引態様 ： 仲介 

取りに来てくれる方に無料でお譲りしています。 

今年も沢山のご応募をお待ちしております。   

        

 

    

＊＊＊＊NationalNationalNationalNational    ナノケアナノケアナノケアナノケア        

新品ではありませんが綺麗です。

乾燥お肌のケアに最適です♪ 

 

    

 

 

＊＊＊＊バンブーバンブーバンブーバンブー    鉢カバー鉢カバー鉢カバー鉢カバー    

        高 さ：３２㎝ 

  底面内寸：直径２４㎝ 

  カラー：ブラック 

 
 


