
 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

  

 こんにちは！日差しが夏らしくなってきました。今

年は猛暑の予想がでていますので夏バテしないよう心

構えしておかなければいけませんね。夏バテの原因は

主にビタミンやミネラル・たんぱく質などの不足と冷

房による自律神経の乱れによって起こるそうです。暑

くても煮物やお味噌汁など火を使った野菜中心メニュ

ーがおすすめです。そして普段から汗をかかないと上

手に汗が出ず熱中症などを起こしてしまうこともある

そうですから日頃から適度な運動を。入浴も効果があ

るそうです。健康第一！上手に夏を過ごしましょう！ 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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ＡＡＡＡＡＡＡＡ様様様様様様様様邸邸邸邸邸邸邸邸  戸戸戸戸戸戸戸戸建建建建建建建建フフフフフフフフルルルルルルルル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        

物件探しからご相談いただいたＡ様。住みたいエリア

が明確に決まっていらっしゃったのでアンテナを張

り情報収集していたところ“これは！”という物件が

出たので一番にご紹介させていただいたところご夫

婦とも気に入って下さり購入を決められました。丁寧

に造られた純和風の平屋建ての物件。状態も良く構造

的には問題はありませんでしたがＡ様のご要望で間

取り変更をしたり、水まわり設備機器を一身したり、

とフルリフォームしました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成後、ご両親様やご親戚も遊びに来て褒めてもらっ

た！と嬉しそうにお話して下さったＡ様。中古物件探

しからリフォームまでご満足いただけとても嬉しい

です。Ａ様、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----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！！！！    

 

 

 

 

 

和風の面影を残しつつも

明るいイメージに一新さ

れた玄関ホール。ここで

も帰ってきてすぐに上着

を掛けられるようリビン

グ入口手前に収納スペー

スを設けました。 

 

 

 

家家家家家家家家のののののののの中中中中中中中中がががががががが暑暑暑暑暑暑暑暑いいいいいいいい……………………        そそそそそそそそののののののののおおおおおおおお悩悩悩悩悩悩悩悩みみみみみみみみ、、、、、、、、窓窓窓窓窓窓窓窓        がががががががが原原原原原原原原因因因因因因因因でででででででではははははははは？？？？？？？？        

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＊    

＊＊＊＊７７７７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 

2 室をつなげ対

面式のオープン

キッチンに。 

収納にこだわら

れていたので背

面にもシステム

収納を設置。 

＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊    

シシシシシシシショョョョョョョョーーーーーーーールルルルルルルルーーーーーーーームムムムムムムム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フフフフフフフフェェェェェェェェアアアアアアアア        

リフォームをお考えの方必見！！リフォームをお考えの方必見！！リフォームをお考えの方必見！！リフォームをお考えの方必見！！    

 

〒〒〒〒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 365365365365----101101101101    

商品商品商品商品元元元元：：：：    

下記の対象商品を１2 月末までご成約・納品 

頂いたお客様全員に JTB 商品券プレゼント！ 

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    

 

 

この機会を 
  お⾒逃しなく︕︕ 
皆様のご来場お待ち 
 しております☆ 

 

  

日日日日日日日日時時時時時時時時：：：：：：：：77777777 月月月月月月月月 88888888 日日日日日日日日（（（（（（（（土土土土土土土土））））））））1111111100000000：：：：：：：：0000000000000000～～～～～～～～1111111177777777：：：：：：：：0000000000000000        

場場場場場場場場所所所所所所所所：：：：：：：：ＬＬＬＬＬＬＬＬＩＩＩＩＩＩＩＩＸＸＸＸＸＸＸＸＩＩＩＩＩＩＩＩＬＬＬＬＬＬＬＬ岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山シシシシシシシショョョョョョョョーーーーーーーールルルルルルルルーーーーーーーームムムムムムムム        水水水水水水水水ままままままままわわわわわわわわりりりりりりりり館館館館館館館館        

℡℡℡℡℡℡℡℡000000008888888866666666--------222222224444444422222222--------11111111777777779999999944444444        

 

 

 

エアコンをガ

ンガンにして

も冷えない 

 

 

 

夕方の西日で 

部屋が温められ

て夜が寝苦しい 

 

 

 

自然の風を入

れたいが虫が

入ってくる 

    

LowLowLowLow----EEEE ガラスガラスガラスガラス（（（（内窓内窓内窓内窓））））    

Low-E(低放射)ガラスを採用したリフォーム

内窓なら、今ある窓との間の空気層が断熱効

果だけでなく直射日光や西日を遮り室温の上

昇を抑えてくれます！ 

【暑さ対策】【暑さ対策】【暑さ対策】【暑さ対策】    

    

スタイルスタイルスタイルスタイルシェードシェードシェードシェード    

昔ながらのすだれは、日光を遮りながら、  

風を取り入れることができる便利アイテム。

スタイルシェードならスタイリッシュな家の

外観を損なうことなく、導入できます。 

【網戸対策】【網戸対策】【網戸対策】【網戸対策】    

虫イヤネット（網戸）虫イヤネット（網戸）虫イヤネット（網戸）虫イヤネット（網戸）    

ネット全体に虫が嫌う薬剤が含まれており虫が

止まると薬剤に触れ効果を発揮します。また、 

通常よりも細かい網目で、虫の侵入を防ぎます。

新発売！！新発売！！新発売！！新発売！！    

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒeeeeeeeeeeee   

ＢＢＢＢ
ＢＢＢＢＢＢＢＢｅｅｅｅ
ｅｅｅｅｅｅｅｅｆｆｆｆ
ｆｆｆｆｆｆｆｆｏｏｏｏ
ｏｏｏｏｏｏｏｏｒｒｒｒ
ｒｒｒｒｒｒｒｒeeee
eeeeeeee 
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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。 

ついに今年も暑い夏がやってきました！7 月の風物詩

と言えば…各都道府県にて甲子園をかけた高校球児の

熱いドラマが始まります！！高校野球ファンのリ・ラ

イフすえちゃんはこの季節の到来を待っていました！ 

お仕事の方も高校球児に負けないように熱き思いでお

客さまとしっかり向き合っていきたいです。 

それでは今月も宜しくお願い申し上げます。 

    

☆☆☆☆6666 月の成約御礼月の成約御礼月の成約御礼月の成約御礼！！！！    

・アマネセール下中野・アマネセール下中野・アマネセール下中野・アマネセール下中野    3333 階部分階部分階部分階部分    

・アビタシオン奉還町・アビタシオン奉還町・アビタシオン奉還町・アビタシオン奉還町    7777 階部分階部分階部分階部分    

・サーパス東古松第２・サーパス東古松第２・サーパス東古松第２・サーパス東古松第２    7777 階部分階部分階部分階部分    

・サーパス津高台通り一番館・サーパス津高台通り一番館・サーパス津高台通り一番館・サーパス津高台通り一番館    6666 階部分階部分階部分階部分    

・福富西・福富西・福富西・福富西 2222 丁目土地丁目土地丁目土地丁目土地    

    

★★★★新着物件情報新着物件情報新着物件情報新着物件情報     

【岡山市南区福成【岡山市南区福成【岡山市南区福成【岡山市南区福成 2222 丁目丁目丁目丁目中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅    9,500,0009,500,0009,500,0009,500,000 円】円】円】円】    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

！！！！！！！！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！！！！！    

取りに来て頂ける方に 

無料でお譲りいたします♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し込み締め切りは 

7 月１５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＊    

    

牡羊座牡羊座牡羊座牡羊座…運勢はいまひとつ。周りの人と意見がぶつかりやすい気 

                                持ちがわかってもらえず、イライラすることもあるでし 

        ょう。自分のペースを取り戻したい時は、海と遠く青い 

      空を眺めて。        ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー１日・９日・１日・９日・１日・９日・１日・９日・18181818 日日日日     

    

牡牛座牡牛座牡牛座牡牛座…運勢は好調なムード。いつもと違った行動がツキを呼 

                                びます。旅行に出かけるなら、初めての場所や、あま 

         り選ばないところにあえて行くのがオススメ。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー７日・１７日・２５日７日・１７日・２５日７日・１７日・２５日７日・１７日・２５日    

双子座双子座双子座双子座…運勢はまあまあです。積極的に動くことがマンネリ打 

                                破のポイントです。週末や休日を利用して、プチ旅行 

         に出かけましょう。 

ラッキーデー３日・１２日・２９日ラッキーデー３日・１２日・２９日ラッキーデー３日・１２日・２９日ラッキーデー３日・１２日・２９日    

蟹蟹蟹蟹    座座座座…運勢は最高潮！何事も思うように進んでいく時です。 

                                積極的にどんどん動いていくと、得るものが多いでし 

         ょう。旅行は遠い所へ行くと、ツキがアップしそう。 

ラッキーデー２日・１３日・２９日ラッキーデー２日・１３日・２９日ラッキーデー２日・１３日・２９日ラッキーデー２日・１３日・２９日    

獅子座…獅子座…獅子座…獅子座…運勢はやや落ち着いています。自分のペースでやってい 

    く事を基本に。まわりに流されずひとつひとつゆっくり 

    ていねいに。     ラッキーデー２日・１１日・２０日ラッキーデー２日・１１日・２０日ラッキーデー２日・１１日・２０日ラッキーデー２日・１１日・２０日 

    

乙女座乙女座乙女座乙女座…運勢はなかなか好調。まわりに気を使って行動する事 

で、運勢が開ける時。旅行は、みんなが喜ぶ事を考え 

て、コースを練りましょう。 

ラッキーデー４日・１３日・２２日ラッキーデー４日・１３日・２２日ラッキーデー４日・１３日・２２日ラッキーデー４日・１３日・２２日    

天秤座天秤座天秤座天秤座…運勢はいまひとつの雰囲気。ちょっとしたことで苛立 

                                ちやすく、人とぶつかってしまいがち。心に余裕がな 

         くなっているときは、森林浴を。 

ラッキーデー５日・１５日・２ラッキーデー５日・１５日・２ラッキーデー５日・１５日・２ラッキーデー５日・１５日・２3333 日日日日    

蠍蠍蠍蠍    座座座座…運勢は絶好調!!人間関係がスムーズにいくときです。大 

切な人と過ごす時間が、あなたの心に活力を与えてく 

         れるでしょう。 ラッキーデー６日・１６日・２４日ラッキーデー６日・１６日・２４日ラッキーデー６日・１６日・２４日ラッキーデー６日・１６日・２４日 

        

射手座射手座射手座射手座…運勢はまあまあのムード。遊びに行きたくても、その 

                                前にやるべき事をキチンと終わらせておきましょう。 

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・１５日・３１日日・１５日・３１日日・１５日・３１日日・１５日・３１日    

山羊座山羊座山羊座山羊座…運勢は絶好調。この一ヶ月は、いつも以上に、まわり 

                                の人たちと楽しく過ごせそう。夏を楽しみ尽くすため 

         の予定をどんどん入れていきましょう。 

ラッキーデー８日・１７日・２５日ラッキーデー８日・１７日・２５日ラッキーデー８日・１７日・２５日ラッキーデー８日・１７日・２５日    

水瓶座水瓶座水瓶座水瓶座…運勢はかなり好調な雰囲気。自分で立てた予定を、キ 

   ッチリとテンポ良くこなしていけるでしょう。充実し 

   た旅ができるはず。 

ラッキーデー１日・１９日・２７日ラッキーデー１日・１９日・２７日ラッキーデー１日・１９日・２７日ラッキーデー１日・１９日・２７日    

魚魚魚魚    座座座座…運勢は最高潮。気分と行動とタイミングが一致するの 

                                で、思ったことを即座に実現できるでしょう。この時期 

        に、憧れていた場所へ出かけてみると。念願が叶ったう 

        えに、想像していたよりもずっとステキな体験ができそ 

        うです。     ラッキーデー１日・１０日・２７日ラッキーデー１日・１０日・２７日ラッキーデー１日・１０日・２７日ラッキーデー１日・１０日・２７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！＊＊＊＊    

『『『『簡単！コーンとベーコンの炊き込みご飯簡単！コーンとベーコンの炊き込みご飯簡単！コーンとベーコンの炊き込みご飯簡単！コーンとベーコンの炊き込みご飯』』』』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

作り方作り方作り方作り方    

1．米 2 合をとぎ、御釜に 2 合分の水分を加えておく。 

2．コーンの水気を切り、計量する。 

ベーコンを 5mm 幅に切り、フライパンで焼き色が

少しつくまで炒める。 

3．コーンと炒めたベーコンを御釜に入れる。 

コンソメ、しょうゆ、塩を加え、全体をかき混ぜる。 

4．炊飯器のスイッチを入れ炊けたら、全体をかき混ぜ、

お椀に盛ってできあがりです。 

      ～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？    ７７７７月占い＊月占い＊月占い＊月占い＊    

材料材料材料材料        

米 2 合 

コーン (缶詰)80g 

ベーコン 50g  

(ハーフサイズで 6 枚) 

コンソメ 顆粒小さじ 2 

しょうゆ小さじ 1 

塩 ひとつまみ(三本指で) 

所在地：岡山市南区福成 2 丁目 

交 通：岡電バス『機工センター』バス停 徒歩 8 分 

用途地域：第 1 種住居地域     地 目：宅地 

地 積：112.48 ㎡ （34.02 坪） 

建ぺい率：60％ ／ 容積率：200％ 

接 道：東側 4.0m、北側 5.0m、西側 4.0m 

      （三方角地＆すべて公道） 

新築年次 ： 昭和 59 年 9 月 

          ※平成 2 年 12 月に一部増築 

構 造 ： 木造瓦葺 2 階建 

床面積 ： 1 階 63.29 ㎡、2 階 38.92 ㎡  

    （合計：102.21 ㎡） 

駐 車 ： スペース 2 台分（車種による） 

インフラ ： 水道、下水道、都市ガス、側溝、電気 

現 況 ： 所有者居住中 

引 渡 ： 平成 30 年 2 月上旬 

取引態様 ： 仲 介 

＊＊＊＊National National National National     

            フィットネス器具フィットネス器具フィットネス器具フィットネス器具    

            ジョーバジョーバジョーバジョーバ    

  ゆられるだけで燃焼、ボディ！ 

                                

リノベーションにもってこいの素材です。コンパクトなお

家ですが、三方角地で開放感もあって通風良好です。車種

にもよりますが敷地内に駐車スペース2台分が可能です。

たくさんのお問い合わせをお待ちしています♪ 

中中中中古古古古物物物物件件件件    

××××    

リリリリノノノノベベベベーーーーシシシショョョョンンンン    

向向向向きききき物物物物件件件件    

＊＊＊＊コンサートコンサートコンサートコンサートペアチケットペアチケットペアチケットペアチケット    

  出 演： 

・ジェームス西田さん 

（元古時計） 

 ・なかざわけんじさん 

（元Ｈ2Ｏ） 

 ・堀江淳さん 

 

日時：7 月２９日（土） 

18：30 開場  

場所：表町 3 丁目 

ライブハウス  

Ｄｅｓｐｅｒａｄｏ 


