
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

倉倉倉倉倉倉倉倉敷敷敷敷敷敷敷敷市市市市市市市市上上上上上上上上東東東東東東東東ＹＹＹＹＹＹＹＹ様様様様様様様様邸邸邸邸邸邸邸邸          耐耐耐耐耐耐耐耐震震震震震震震震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  
 リノベｓｃｈｏｏｌの題材となっていた上東の家。

昭和53年築の旧耐震建物でしたが耐震リノベーショ

ンによって新耐震適合建物に進化しました。もちろん

間取りや仕様などは今回こちらの物件を購入され住

まわれるＹ様と打合せを重ね、Ｙ様の希望・要望を形

にした注文リノベーションです。 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご自分たちが住みたいと思っていた希望のエリアに

理想的な予算で想い描いていたマイホームを中古物

件×リノベーションによって実現されたＹ様邸。これ

からたくさんご家族の思い出を刻んでいってくださ

いね！Ｙ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！    

 

 

 

昭和の面影が残る佇まい

から一新された外観。 

内部も現しの梁や無垢フ

ローリングなど天然木の

質感を大切にしたシンプ

ル×ナチュラルな仕上が

りになりました。 

 

 

 

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＊    
＊＊＊＊８８８８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 

 

＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊    

夏夏夏夏夏夏夏夏のののののののの幻幻幻幻幻幻幻幻想想想想想想想想庭庭庭庭庭庭庭庭園園園園園園園園        

会会会会会会会会期期期期期期期期：：：：：：：：88888888 月月月月月月月月 11111111 日日日日日日日日（（（（（（（（火火火火火火火火））））））））～～～～～～～～3333333311111111 日日日日日日日日（（（（（（（（木木木木木木木木））））））））1111111188888888：：：：：：：：0000000000000000～～～～～～～～2222222211111111：：：：：：：：3333333300000000                

場場場場場場場場所所所所所所所所：：：：：：：：岡岡岡岡岡岡岡岡山山山山山山山山後後後後後後後後楽楽楽楽楽楽楽楽園園園園園園園園        

入入入入入入入入園園園園園園園園料料料料料料料料：：：：：：：：大大大大大大大大人人人人人人人人((((((((1111111155555555 歳歳歳歳歳歳歳歳以以以以以以以以上上上上上上上上 6666666655555555 歳歳歳歳歳歳歳歳未未未未未未未未満満満満満満満満))))))))        444444440000000000000000 円円円円円円円円        

6666666655555555 歳歳歳歳歳歳歳歳以以以以以以以以上上上上上上上上((((((((シシシシシシシシニニニニニニニニアアアアアアアア))))))))                                                                        111111114444444400000000 円円円円円円円円        

高高高高高高高高校校校校校校校校生生生生生生生生以以以以以以以以下下下下下下下下入入入入入入入入園園園園園園園園無無無無無無無無料料料料料料料料（（（（（（（（高高高高高高高高校校校校校校校校生生生生生生生生はははははははは入入入入入入入入園園園園園園園園時時時時時時時時にににににににに生生生生生生生生徒徒徒徒徒徒徒徒手手手手手手手手帳帳帳帳帳帳帳帳をををををををを提提提提提提提提示示示示示示示示））））））））        

今年も 夏の大感謝祭夏の大感謝祭夏の大感謝祭夏の大感謝祭    開催致します！ 

リフォームされる予定のない方も気軽に

遊びに来てください♪皆様のご来場を心

よりお待ちしております！  

 

※入園は※入園は※入園は※入園は 21212121 時まで時まで時まで時までです。です。です。です。    

開催中の毎週金曜日は 

「「「「ゆかたデー」ゆかたデー」ゆかたデー」ゆかたデー」    

今年の夏もやってきました！幻想庭園！ 

岡山城や後楽園でしか見られない真夏の夜のライトア

ップで夏を楽しみましょう☆ライトアップだけでなく、

夏の風物詩、浴衣で楽しむ「浴衣デー」や、庭園ビアガ

ーデン、さらにイベントもあるみたいですよ！ 

是非、皆様浴衣を着て行ってみてはいかがでしょうか♪ 

8/4、8/11、8/18、8/25 

浴衣や和装でご来園の方は、 

17 時以降の入園料無料！！    

 

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒeeeeeeeeeeee   

【日時】【日時】【日時】【日時】2012012012017777 年８月年８月年８月年８月 20202020 日日日日((((日日日日))))    10101010 時～時～時～時～17171717 時時時時    

【場所】【場所】【場所】【場所】クリナップクリナップクリナップクリナップ岡山ショールーム岡山ショールーム岡山ショールーム岡山ショールーム    
岡山市北区下中野 1210-13 

TEL.086-244-4622 

ククククリナップリナップリナップリナップ    特別ご招待特別ご招待特別ご招待特別ご招待状状状状    

このチラシをご持参頂くとこのチラシをご持参頂くとこのチラシをご持参頂くとこのチラシをご持参頂くと    

ご来場記念品差し上げますご来場記念品差し上げますご来場記念品差し上げますご来場記念品差し上げます    

［流レールシンク］［流レールシンク］［流レールシンク］［流レールシンク］    

お料理中に使う水が野菜く

ずや油汚れを集め排水口へ

流してくれる新水路構造。 

【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    イチ押しポイント！！！】イチ押しポイント！！！】イチ押しポイント！！！】イチ押しポイント！！！】    

［洗エールレンジフード］［洗エールレンジフード］［洗エールレンジフード］［洗エールレンジフード］    

ボタン 1 つで油汚れを自動 

洗浄。お掃除の悩みを解決 

します。 

 こんにちは！毎日暑い日が続いていますが夏バテさ

れていないでしょうか？夏休みでお孫さんが遊びに来

るお宅やお盆に家族旅行に行かれるお宅などみなさん

それぞれに夏を楽しんでいらっしゃるお話もお聞きし

ます。体調を崩してしまうとせっかくの夏休みも台無

しですから冷たい物の食べ過ぎ・飲み過ぎに気を付け

てくださいね。リ・ライフ ショップがあるベスト電器

店内はエアコンが効いて快適です♪お盆期間中も営業

しておりますのでぜひ涼みに立ち寄ってください♪ 
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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。 

一年で最も暑く、熱い季節の到来です！8 月と言えば全

国高校野球選手権大会です。今年も甲子園球場で熱い

ドラマが待っていることでしょう。例年、暑いこの時

期にはあまり不動産市況が動かないのですが、今年は

何かとバタバタさせてもらっています！皆様も体調崩

すことなく、この暑い夏を乗りきってください！ 

    

☆☆☆☆７７７７月の成約御礼月の成約御礼月の成約御礼月の成約御礼！！！！    

・・・・中中中中区区区区倉益倉益倉益倉益中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅                

・南区泉田一丁目中古住宅・南区泉田一丁目中古住宅・南区泉田一丁目中古住宅・南区泉田一丁目中古住宅        

・中区福泊収益アパート・中区福泊収益アパート・中区福泊収益アパート・中区福泊収益アパート    

・・・・北区東古松リノベーション中古住宅北区東古松リノベーション中古住宅北区東古松リノベーション中古住宅北区東古松リノベーション中古住宅    

★新着物件情報★新着物件情報★新着物件情報★新着物件情報    

【サーパス住吉公園【サーパス住吉公園【サーパス住吉公園【サーパス住吉公園    3LDK3LDK3LDK3LDK タイプ】タイプ】タイプ】タイプ】    

            2222 階部分階部分階部分階部分        1,2301,2301,2301,230 万万万万円円円円    

！！！！！！！！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！！！！！    

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      

 

 

 

 

 

申し込み締め切りは 8 月 30 日正午まで    

お気軽にお電話くださいませ。 

＊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…運勢は最高潮です。自分の意志をどんどん出していきましょ 

                    う。待つよりも攻めの姿勢が幸運を招き寄せます。旅行の計画 

      もあなたが立てて、みんなを引っ張っていって。 

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・１日・１日・１日・10101010 日・２７日日・２７日日・２７日日・２７日    

牡牛座牡牛座牡牛座牡牛座…運勢はいまひとつです。気持ちがまわりに誤解されやすいと 

                き。うまく思いが伝わらず、イライラすることも……。あせら 

     ず、リラックスして、言葉を重ねて説明しましょう。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー５日・１５日・２３日５日・１５日・２３日５日・１５日・２３日５日・１５日・２３日    

双子座双子座双子座双子座…運勢はなかなか好調。まわりの人たちと気が合って、楽しい時 

                間を過ごせます。時間があれば長期旅行、なくても週末にでき 

     るだけ遠出を。遠くへ移動することが開運のカギに。 

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・１３日・２２日４日・１３日・２２日４日・１３日・２２日４日・１３日・２２日    

蟹蟹蟹蟹    座座座座…運勢はやや落ち着いたムード。自分のペースでまわりの人たち 

                と温かいコミュニケーションを取ることを大切にしていきま 

     しょう。旅の情緒に誘われて、普段なかなかいえないことも、 

     改めて言うことができそう。 

                                 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー２日・１１日・２０日２日・１１日・２０日２日・１１日・２０日２日・１１日・２０日 

獅子座獅子座獅子座獅子座…運勢は絶好調。あなたのやりたいことにみんなが賛同してくれ 

                て、とても気持ちよく過ごせそう。夏の旅行ではリーダーシッ 

     プを取って楽しい思い出を作りましょう。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ６日・１６日・２４日６日・１６日・２４日６日・１６日・２４日６日・１６日・２４日    

乙女座乙女座乙女座乙女座…運勢はまあまあです。待っているだけでは動きません。自分か 

     ら積極的に動いていくことで楽しい出来事が起こるでしょう。 

     渋滞などを見越して、スケジュールを立てておくことが成功の 

     ポイント。             ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ３日・１２日・２９日３日・１２日・２９日３日・１２日・２９日３日・１２日・２９日 

天秤座天秤座天秤座天秤座…運勢は好調です。いつもと違った行動が、ツキを呼びこむとき。 

    前から気になっている場所や、この時期にしかやれないことに 

トライすることで、新しい好奇心が開きます。 

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

蠍蠍蠍蠍    座座座座…運勢はいまひとつです。何事も自分ひとりの力でどうにかしよ 

                うとすると失敗してしまいそう。まわりとの協調性を大切にし 

     てください。一緒に旅行した仲間とは、心からわかりあ 

     えることができるでしょう。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    １日・９日・１８日１日・９日・１８日１日・９日・１８日１日・９日・１８日    

射手座射手座射手座射手座…運勢は最高潮のムード。何事もやりたいように進めていけると 

                きです。休日を利用して、前からやってみたかったことにどん 

     どんチャレンジを。なるべくカラダを動かしたほうが充実した 

     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    ２日・１３日・２９日２日・１３日・２９日２日・１３日・２９日２日・１３日・２９日 

山羊座山羊座山羊座山羊座…運勢はなかなか好調です。１パワフルなときです。暑さに負け 

                ず、どんどん動いていきましょう。先の見通しをつけておくと、 

    今年後半がラクに過ごしていけそうです。 

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

水瓶座水瓶座水瓶座水瓶座…運勢はかなり好調。いつも以上に友達と楽しく過ごせる時期で 

     す。休みを利用して関係を深めていきましょう。みんなでひと 

     つの目的を持つことが成功のカギ。 

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

魚魚魚魚    座座座座…運勢はやや落ち着いたムード。夏旅行の計画がある人は、早め 

                に仕事や他のやるべきことを終わらせておきましょう。暑さの 

     せいでダラダラやっていると、気持ちよく休めないことになっ 

     てしまいそうです。     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・１５日・３１日４日・１５日・３１日４日・１５日・３１日４日・１５日・３１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！＊＊＊＊    

『『『『ささみのげんこつ焼きささみのげんこつ焼きささみのげんこつ焼きささみのげんこつ焼き♪♪♪♪』』』』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

作り方作り方作り方作り方    

1.ささみの筋をとり、１本を５～６等分くらいの大きさ

に切り、玉ねぎは薄くスライスし、更に縦半分に切る。 

2.ささみ、玉ねぎ、鶏がらスープの素、コショウ（青の

りも）を手でしっかりともみこみ、調味料が馴染むま

で冷蔵庫で寝かせる。 

3.フライパンにゴマ油を熱し、②に片栗粉を入れて全体 

 をよく絡めて、一口大に成形してから焼き付けます。 

 片面がこんがりしたらひっくり返し、中火に落として 

 蓋をして中まで火を通します。 

4.ポン酢、酒、マヨネーズを入れて煮絡め、 

 最後にみりんを入れて照りをつけたら完成～！！   

＊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？    ８８８８月占い＊月占い＊月占い＊月占い＊    

材料材料材料材料    （３～４人分）     

ささみ ４００グラム  

玉ねぎ ２分の１個 

鶏がらスープの素（顆粒）小さじ２ 

コショウ 少々 

（お好みで青のり小さじ２程度） 

片栗粉 大さじ３／ゴマ油 小さじ２ 

ポン酢大さじ２／酒大さじ１ 

マヨネーズ少々／みりん 小さじ２ 

所在地：岡山市中区浜 3 丁目 4 番 39 号 

交 通：岡電バス『浜東・中区役所前』 

       バス停 徒歩 5 分 

用途地域：第 1 種中高層住居専用地域 

専有面積：73.83 ㎡（壁芯） 

バルコニー面積：12.45 ㎡ 

構 造：鉄筋コンクリート造 4 階建 

総戸数：36 戸   ・新築年次：平成 2 年 3 月 

事業主：株式会社穴吹工務店 

管理会社：株式会社穴吹ハウジングサービス 

管理費：9,200 円/月 ・修繕積立金：7,400 円/月 

駐車場：7,000 円/月 （※近隣月極め） 

現 況：空 室 ・引 渡：即 可 ・取引態様：仲 介 

取りに来てくださる方に無料で

お譲りしています。好評につき 

毎回抽選となっております！ 

気になるものがあればお気軽に 

抽選エントリーの 

お電話をください。   

        

＊＊＊＊マルチマルチマルチマルチブレンダーブレンダーブレンダーブレンダー   

    

未使用品ではありませが 

綺麗に使われており、 

部品・取説ともに揃って 

います。           

 

後楽園周辺の風致地区内にたたずむ落ち着いた雰囲気の

低層マンションです。室内はとっても丁寧にお使いになら

れていて、ちょっと掃除をすればすぐにでもお住まいいた

だけます。低層マンションですが、ベランダから花火が鑑

賞できるそうです。駐車場も確保できますし、徒歩・自転

車でいろんなところに移動できる便利な立地です。 

たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 

 

 

リリリリリリリリノノノノノノノノベベベベベベベベ可可可可可可可可能能能能能能能能物物物物物物物物件件件件件件件件！！！！！！！！        


