
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

倉倉倉倉倉倉倉倉敷敷敷敷敷敷敷敷市市市市市市市市曽曽曽曽曽曽曽曽原原原原原原原原ＴＴＴＴＴＴＴＴ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てててててててて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に参加してくださりリノベ施

工途中～完成までを実際に体感され中古物件×リノ

ベーションで住みたいエリアに理想の予算で想い描

いている住まいが実現できる！ということを知って

くださったＴ様。早速、中古物件探しからお手伝いが

スタートしました。ご主人様・奥様の職場へのアクセ

ス、愛犬クンがのびのびと走り回れる広さ、月々の返

済額などＴ様の要望をクリアできる物件と出会う事

ができリノベーションスタート！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッチンは対面式に。 

お料理がお好きな奥様 

こだわりの使いやすい 

キッチンになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

想いが形となったＴ様邸 中古×リノベーション大成

功！Ｔ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＞＞＞＞〒〒〒〒777700000000----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！    

 

 

 

 

純和風の玄関ホール

からガラッとイメー

ジチェンジ！趣味の

道具を置いたり愛犬

クンのグッズを置く

ため土間スペースは

広く取りました。ペ

ットシンクも設置。 

 

 

 

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＊    
＊＊＊＊９９９９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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＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊＊施工レポート＊    

2017 年秋・冬号として新創刊された、 

  『『岡岡山山ででのの家家づづくくりり⾃分達にぴったりの家づくり⾒つかる︕』』 

に弊社がリフォーム施工に携わったお宅が掲載されて

います☆☆多くの皆様にご覧になっていただければ嬉

しいです！その他、岡山の地元工務店さんの新築から

リフォームまで多数の施工実例が満載ですのでリフォ

ームを考えている方やご興味のある方はもちろん、そ 

 うでない方も楽しんでいただける 

内容となっております。書店にて 

お買い求めいただけますので是非 

お手に取ってご覧ください！ 

 

ＢＢＢＢ
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 こんにちは！9月に入り朝夕は随分と涼しくなりま

したね。暑さがやわらぎ過ごしやすくなってきますが

油断していると日中との寒暖差で体調を崩しやすいで

すのでお気を付けください。最近では夏バテならぬ秋

バテという症状もあるそうですよ。これから来る秋を

しっかり満喫するためにも油断禁物！です。 

 リ・ライフのリフォーム現場も無事に厳しい暑さを

乗り越えました。これから絶好のリフォームシーズン

到来です。ちょっと涼しくなってから…と先延ばしに

なっているようなご相談がございましたら是非お気軽

にご相談ください♪お待ちしております♪ 

ＢＢＢＢ
ＢＢＢＢＢＢＢＢｅｅｅｅ

ｅｅｅｅｅｅｅｅｆｆｆｆ
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AAAAAAAAAAAAfffffffffffftttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr   

最後になりましたが取材・撮影～掲載に快くご協力

くださったお施主様、本当にありがとうございまし

た。この場を借りて御礼申し上げます。 

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

一部実物を店頭展示しておりま

す。ぜひ一度ご来店下さい！  

見積は無料です！お気軽にスタ

ッフにお申し付け下さいませ★ 

皆様に朗報です！ベスト電器１Ｆショップにて 

            を行います！ 

アウトレット品の取付けはもちろん、その他住まい

の気になる事もこの機会にぜひご相談ください☆ 

皆様のご来店を心からお待ちしております♪♪♪ 

アアアアアアアアウウウウウウウウトトトトトトトトレレレレレレレレッッッッッッッットトトトトトトトセセセセセセセセーーーーーーーールルルルルルルル        

 
 

トトトト    イイイイ    レレレレ    システムバスシステムバスシステムバスシステムバス    
 

キキキキ    ッッッッ    チチチチ    ンンンン    

 

当初より奥

様が希望さ

れていた家

事専用カウ

ンター ⇒

も実現♪ 

奥さま大満

足です。 

洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台洗面化粧台    
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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。 

8 月はお盆休みが挟まることもあってか、あっという間

に過ぎ去ってしまいました。8 月は例年、動きの鈍い不

動産市況ではありますが今年も後半から活発になって

きました。これから徐々に涼しくなり爽やかな秋を迎

えますが、体調をしっかり整え 9 月も走りぬけたいと

思いますので引き続き宜しくお願い致します！ 

    

☆☆☆☆H29H29H29H29 年年年年 8888 月の成約御礼！月の成約御礼！月の成約御礼！月の成約御礼！    

・ライオンズマンション岡山南・ライオンズマンション岡山南・ライオンズマンション岡山南・ライオンズマンション岡山南    8888 階部分階部分階部分階部分    

・南区・南区・南区・南区大福中古住宅・津山市京町中古住宅大福中古住宅・津山市京町中古住宅大福中古住宅・津山市京町中古住宅大福中古住宅・津山市京町中古住宅    

・南区福島・南区福島・南区福島・南区福島 3333 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    

【サーパス大高小南【サーパス大高小南【サーパス大高小南【サーパス大高小南    4LDK4LDK4LDK4LDK 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        22222222,,,,,,,,444444448888888800000000 万万万万万万万万                

        

        

        

    

！！！！！！！！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 

9 月 28 日正午まで 

 

＊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…運勢はいまひとつです。思い通りにいかない事が多そう。いつ 

                も自分の力でなんでもやってしまうあなたですが、9 月はちょ 

     っと控えめに。ストレスは一人旅で発散を。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー５日・５日・５日・５日・1111５日・２６日５日・２６日５日・２６日５日・２６日    

牡牛座牡牛座牡牛座牡牛座…運勢はかなり好調。イヤなことを忘れて、思いきり遊べる時期 

                となりそう。新たな発見が満ちているときなので、時間の許す 

     限り出かけてみてください。訪れたことのない地がオススメ！

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー６日・１５日・２２日６日・１５日・２２日６日・１５日・２２日６日・１５日・２２日 

双子座双子座双子座双子座…運勢はいまひとつのムード。面倒くさい出来事や、ややこしい  

                トラブルが次から次へとやってきて、気持ちが疲れてしまいそ 

う。休日ぐらいはしっかりと気分転換してリラックスを。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ３日・１４日・２４日３日・１４日・２４日３日・１４日・２４日３日・１４日・２４日 

蟹蟹蟹蟹    座座座座…運勢はやや落ち着いたムード。特に運の変動はありませんが、 

                まわりの人たちに変化が多く訪れるかも知れません。誰かに相 

     談されたときは親身に話を聞いてあげてください。                                

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・２７日４日・１５日・２７日４日・１５日・２７日４日・１５日・２７日 

獅子座獅子座獅子座獅子座…運勢はまあまあです。特に変わったことはありませんが、対人 

                                運が好調なとき。信頼できる仲間を誘って旅行に出かけると絆 

         が深まるでしょう。  

                             ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ４日・１６日・２８日４日・１６日・２８日４日・１６日・２８日４日・１６日・２８日 

乙女座乙女座乙女座乙女座…運勢は最高潮。色々と変化の多い時期ですが、波にのるような 

         気持ちで、次々と押し寄せる現実に対処していきましょう。疲 

         れたときはやっぱり温泉が一番。             

 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・１６日・２２日３日・１６日・２２日３日・１６日・２２日３日・１６日・２２日 

天秤座天秤座天秤座天秤座…運勢はやや落ち着いた雰囲気。何があってもイライラしないで、 

                                自分らしさをキープすれば、うまくやり過ごせそうです。おい 

        しい食事でリラックスしましょう。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ４日・１２日・２５日４日・１２日・２５日４日・１２日・２５日４日・１２日・２５日    

蠍蠍蠍蠍    座座座座…運勢は絶好調!!この一ヶ月はやりたいことがどんどん実行でき 

                るとき。誰かに意見を伺ったり、まわりに合わせたりするより 

も自分のハートに従うのが正解です。 

ラッキーデラッキーデラッキーデラッキーデーーーー    ４日・１２日・２１日４日・１２日・２１日４日・１２日・２１日４日・１２日・２１日    

射手座射手座射手座射手座…運勢はいまひとつの模様。思い通りにならないことがあった 

                り、義務に縛られたりして、窮屈な思いをすることがありそう 

     です。やるべきことはキチンと終わらせて、小旅行で気分転換 

         をしていきましょう。 

                         ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ７日・１２日・２５日７日・１２日・２５日７日・１２日・２５日７日・１２日・２５日 

山羊座山羊座山羊座山羊座…運勢は絶好調。いつもの行動範囲から離れた場所で、新たなチ 

                                ャンスがありそう。機会があれば旅行に出かけましょう。なる 

        べく行ったことのない場所がおススメです。                

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ８日・１８日・２２日８日・１８日・２２日８日・１８日・２２日８日・１８日・２２日 

水瓶座水瓶座水瓶座水瓶座…運勢はいまひとつの雰囲気。やり残している事があるなら早め 

         に片付けましょう。後回しにしていると、休みがしっかりと使 

         えなくなってしまいそう。 

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー５日・１２日・２３日５日・１２日・２３日５日・１２日・２３日５日・１２日・２３日 

魚魚魚魚    座座座座…運勢は最高潮。いろいろと忙しくなるときですが、その時々の 

                                気持ちに忠実な対応をしていれば大丈夫です。自分の力を信頼 

         しましょう。疲れてしまったときは、海や湖や河を眺めると自 

         分らしさを取り戻せます。 

 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ３日・１２日・２７日３日・１２日・２７日３日・１２日・２７日３日・１２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！＊＊＊＊    

『『『『あれ？苦くないあれ？苦くないあれ？苦くないあれ？苦くない    ゴーヤのナムルゴーヤのナムルゴーヤのナムルゴーヤのナムル』』』』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

作り方作り方作り方作り方    

1.ゴーヤは縦に切り、スプーン等でワタ、種を丁寧

に取り除く。湯を沸かし、塩を入れておく。 

 

2.ゴーヤを５ミリほどに刻む。湯が沸騰したら  

１０秒ほどボイルして直ぐに冷水に落とす。 

 

3.サラミを拍子切りにする。メンマも太い時はサラ

ミの大きさに合わせるために 1/2～1/3 に切る。 

 

4.ゴーヤが冷めたらよく水気を切っておく。その間

にタレを合わせる。  材料を和えて完成‼ 

 

      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？    9999 月占い＊月占い＊月占い＊月占い＊    

材料材料材料材料    （２人前分）    

 ゴーヤ 小で１本 

 ドライサラミ ４０ｇ 

 味付けメンマ 30ｇ 

■ たれの材料  

 ごま油 30ｃｃ  

 ナンプラー 30ｃｃ  

 ラー油１滴 

 白いりごま少々 

 ブラックペッパー少々 

 チューブにんにく １０ｇ 

所在地：岡山県倉敷市堀南 608 番地 

交 通：両備・下電バス 『大高』 バス停 徒歩 1 分

用途地域：準工業地域・第一種住居地域 

専有面積：82.80 ㎡ 

バルコニー面積：19.94 ㎡ ・ポーチ面積：7.94 ㎡ 

構 造：鉄筋コンクリート造 14 階建 2 階部分 

総戸数：52 戸  新築年次：平成 21 年 1 月 

事業主：株式会社穴吹工務店 

管理会社：株式会社穴吹コミュニティ 

管理費：7,000 円／月・修繕積立金：9,900 円／月 

駐車場：5,000 円／月・ｻｰﾊﾟｽ SOS：500 円／月 

ｻｰﾊﾟｽﾈｯﾄ使用料：2,835 円／月 

エスコートサービス：390 円／月 

インフラ：電気、水道、下水道、都市ガス 

現 況：所有者居住中・引 渡：平成 30 年 6 月下旬 

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お電話をください。  

＊＊＊＊THRIVE スライヴスライヴスライヴスライヴ ウェーブスライダーウェーブスライダーウェーブスライダーウェーブスライダー        

椅子の上に設置して使う、ロデオ運動マシーンです。 

    

             

 

東南角部屋の 4LDK タイプのお部屋です。採光・通風

共に良好でとっても気持ちの良い空間です。室内は丁

寧にお使いになられていて、すぐにでもお住まい頂け

るくらい綺麗です。ペット飼育も可能で、駐車場の引

き継ぎも可能です。お問い合わせをお待ちしています。 

 


