
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 こんにちは！先月は運動会やお祭りなどの多い時期

にも関わらず“晴れの国おかやま”らしからぬ雨の日

続きでレジャーの予定が台無しになってしまわれた方

もいらっしゃるのではないでしょうか？立冬を迎え暦

の上では冬ではありますが日中は爽やかで気持ち良い

季節！各地で紅葉も進んでいます。もうしばらく晩秋

を楽しみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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。 

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ＭＭＭＭＭＭＭＭ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  
 以前、弊社にて物件購入のお手伝いをさせていただ

いたお客様からのご紹介でご縁があったＭ様。まずは

希望エリアでの物件探しからスタートでした。何件か

物件を見学している中で出会ったこちらのお家。築年

数も浅くそのままでも住める状態ではありましたが

Ｍ様ご夫妻が思い描いていたマイホームにするべく

予算の範囲内でリフォームをすることにしました！ 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダイニンニングスペースにし24畳の広々ＬＤＫとな

りました。すっかりＭ様テイストに生まれ変わったマ

イホームを見てとても喜んでくださっていました。お

引越し後にはＭ様より心温まる手紙が届き感激 

です。Ｍ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    

ベスト電器岡山本店ベスト電器岡山本店ベスト電器岡山本店ベスト電器岡山本店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://http://http://http://www.relifewww.relifewww.relifewww.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！    

外部塗装＋外構工事で新築のようになりました！ 

 

 

 

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＊    
＊＊＊＊11111111 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＊    

気付けばもう 11 月、冬本番も目前です。あなたのお家

の寒さ対策、万全ですか？今では、住宅機器や寒さ対策

グッズも大幅に進化を遂げています。冬に快適な家であ

ったかく過ごせる、快適快適快適快適 PLANPLANPLANPLAN をご検討されてはいかが

でしょうか。ご相談・お見積は無料です！皆さんのお家

にぴったりの PLAN をご提案致します！ 

 

 

 

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒeeeeeeeeeeee   

ああああああああっっっっっっっったたたたたたたたかかかかかかかかくくくくくくくく冬冬冬冬冬冬冬冬ををををををををすすすすすすすすごごごごごごごごすすすすすすすす        

～～～～～～～～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かかかかかかかかららららららららのののののののの快快快快快快快快適適適適適適適適冬冬冬冬冬冬冬冬ＰＰＰＰＰＰＰＰＬＬＬＬＬＬＬＬＡＡＡＡＡＡＡＡＮＮＮＮＮＮＮＮ～～～～～～～～        

年末の大掃除年末の大掃除年末の大掃除年末の大掃除…いつしようかな、と思案されていらっしゃ

いませんか？本格的な寒さに突入する前の 11 月頃から計

画的にガラス拭きや水まわりを済ませておけば少し気楽に

なりますよ♪それでは、皆様のお役に立ちそうなお掃除のポ

イント＆コツをご紹介させていただきます。 

窓の窓の窓の窓のガラス拭きガラス拭きガラス拭きガラス拭き掃除掃除掃除掃除は、「網戸→サッシ→窓枠→窓ガラス」

の順に掃除をするのがおすすめです。サッシは窓ガラスの掃除

よりも先にやると簡単です。サッシの汚れは乾いた状態なら

ば、刷毛や古歯ブラシなどで汚れをほぐし、掃除機で吸い取る

か、簡単に拭きとれるからです。 

トイトイトイトイレの掃除レの掃除レの掃除レの掃除・・頑固汚れには、寝ている間のクエン酸パッ

クで黄ばみ取り！！まず、水 200ml に小さじ 1 杯のクエン酸

を溶かし、できた溶液をスプレー容器に入れクエン酸水を作

る。トイレットペーパーを黄ばみが落ちない箇所に巻き、その

上からクエン酸スプレーをかけてパックします。一晩おき、次

の日ブラシなどで軽くこするだけで黄ばみが取れます。クエン

酸スプレーは、便器の中にスプレーして洗剤代わりに使用する

こともできます。 

★窓掃除の豆知識★★窓掃除の豆知識★★窓掃除の豆知識★★窓掃除の豆知識★窓ガラスの掃除をする時には塗らした新聞紙を

使用！新聞紙のインクの油が汚れを落としてくれる上、ツヤ出し

効果もあるんです★仕上げは乾いた新聞紙でからぶきします。窓

ガラス用洗剤がなくても驚くほどピカピカになりますよ☆ 

★★★★トイレ脱臭トイレ脱臭トイレ脱臭トイレ脱臭の豆知識★の豆知識★の豆知識★の豆知識★    簡単にニオイを消したいなら、重曹を置

く！足元よりも棚の上などに置くとより効果的だそう。効果が落

ちてきたなと思ったら取り替えてください。また、炭やコーヒー

の粉も消臭が期待できるとか！是非試してみてくださいね！ 

 

あったか快適浴室あったか快適浴室あったか快適浴室あったか快適浴室 PLPLPLPLANANANAN    

＊浴室暖房取付＊＊浴室暖房取付＊＊浴室暖房取付＊＊浴室暖房取付＊    

入浴前にスイッチＯＮで

ヒートショック対策に効

果があります。衣類乾燥に

も大活躍！！    

＊断熱内窓取付＊＊断熱内窓取付＊＊断熱内窓取付＊＊断熱内窓取付＊    

外気の影響を受けにくく

寒さをシャットアウト！

結露も防げます。    

 

快適リビング快適リビング快適リビング快適リビング PLANPLANPLANPLAN    

＊床暖房取付＊＊床暖房取付＊＊床暖房取付＊＊床暖房取付＊    

足元が暖かいと、体感温

度があがり、エアコンの

設定温度を下げることが

でき、省エネにつながり

ます。    

 

        さむくない快適トイレさむくない快適トイレさむくない快適トイレさむくない快適トイレ PLANPLANPLANPLAN    

＊室内＊室内＊室内＊室内暖房付暖房付暖房付暖房付便器取付＊便器取付＊便器取付＊便器取付＊    

結露も予防でき結露も予防でき結露も予防でき結露も予防でき    

年中快適に！年中快適に！年中快適に！年中快適に！    

 

ナノイーも発生し

て快適な環境に！    

＊＊＊＊機能パネル機能パネル機能パネル機能パネル取付＊取付＊取付＊取付＊    

脱臭・暖房機能付の機能パネルを設置して快適な環境に。 

使用する時だけ暖める便座と室内暖房であったかトイレに。    

 

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒｒeeeeeeeeeeee   

AAAAAAAAAAAAfffffffffffftttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrr 

 

ＬＤＫはＭ様ご夫妻が

最初からイメージされ

ていたブラック×ホワ

イトのコーディネート

に♪ストライブ柄の壁

紙が印象的です。もとも

と和室だったところを
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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。 

ついこの間開幕したと思っていたプロ野球もクライマ

ックスシリーズが終わり、僕が応援している広島東洋

カープは日本シリーズに進出することもなくすこし寂

しいシーズンとなりましたが来季に期待です！ 

１１月に突入しあと 2 ヶ月で 1 年が終わってしまうの

かと思うと本当に早いものです。不動産のご縁結びも

活発で随時、新着物件情報などもご紹介して参ります

ので引き続き不動産事業部を宜しくお願いします。 

    

☆☆☆☆１０１０１０１０月の成約御礼！月の成約御礼！月の成約御礼！月の成約御礼！    

・南区泉田一丁目リノベプラン付き中古住宅・南区泉田一丁目リノベプラン付き中古住宅・南区泉田一丁目リノベプラン付き中古住宅・南区泉田一丁目リノベプラン付き中古住宅    

・南区当新田中古住宅・南区当新田中古住宅・南区当新田中古住宅・南区当新田中古住宅    

・南区箕島中古住宅・南区箕島中古住宅・南区箕島中古住宅・南区箕島中古住宅    

・北区庭瀬土地・北区庭瀬土地・北区庭瀬土地・北区庭瀬土地    

・シティコーポ泉田・シティコーポ泉田・シティコーポ泉田・シティコーポ泉田    5555 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    

【【【【北区大安寺東町中古住宅北区大安寺東町中古住宅北区大安寺東町中古住宅北区大安寺東町中古住宅        3LDK3LDK3LDK3LDK タイプタイプタイプタイプ】】】】    

                                            ～～～～3,1803,1803,1803,180 万万万万    ～～～～    

！！大好評ガレージセール！！！！大好評ガレージセール！！！！大好評ガレージセール！！！！大好評ガレージセール！！    

 

 

 

 

 

         

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

申し込み締め切りは 11 月 27 日（月）正午までです。   

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…運勢はやや落ち着いています。人間関係でつまずく事がありそ 

                                う。思うように周りがわかってくれなくて、感情的になってし 

         まうことも……。そんなときは一人旅でリフレッシュ。         

                                 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー2222 日・日・日・日・12121212 日・２日・２日・２日・２9999 日日日日 

牡牛座牡牛座牡牛座牡牛座…運勢は最高潮のムード。あなたの魅力がアップして、まわりか 

                                らの注目度が大。堂々と色々なことにトライして、さらに魅力  

         に磨きをかけて。冒険心を出したチャレンジが、心を成長させ 

         てくれそうです。         

                                 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー9999 日・１日・１日・１日・１8888 日・２日・２日・２日・２7777 日日日日 

双子座双子座双子座双子座…運勢はまあまあ。あまり面倒なことを考えずに、好奇心だけで 

                                突き進んで大丈夫な時期。「面白そう」と思ったら、どんどん 

         行動していきましょう。 

                                ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    5555 日・１日・１日・１日・１5555 日・２日・２日・２日・２3333 日日日日 

蟹蟹蟹蟹    座座座座…運勢は最高潮！気持ちがウズウズとしてくるのに合わせて、行 

                                動力もアップ。あちこち出かけるのが、とても楽しい時期とな 

         りそう。気の合う人たちと、ワイワイと楽しい旅路を。旬の料 

         理を味わってください。 

                    ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー5555 日・１日・１日・１日・１4444 日・２日・２日・２日・２3333 日日日日 

獅子座獅子座獅子座獅子座…運勢はいまひとつ。何事も思うようにスムーズにいかない事が 

                                ありそう。周りとの歩調が大切な時期です。押してダメなら、 

         引くのが正解。 

                               ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    2222 日・１日・１日・１日・１1111 日・２日・２日・２日・２1111 日日日日 

乙女座乙女座乙女座乙女座…運勢は絶好調!!この時期はいつもと視点を変えると新しい発見 

         がありそう。マンネリ打破して、気分を刷新することを心がけ 

         てみましょう。好奇心を出していく事で、得られるものが多い 

         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    10101010 日・１日・１日・１日・１8888 日・２日・２日・２日・２8888 日日日日 

天秤座天秤座天秤座天秤座…運勢はいまひとつ。つい、気持ちがラクな方へと流されてしま 

                                いがち。やるべき事を後回しにしていると、後で困る事になり 

        かねません。旅行に出かけてリフレッシュ。気分を入れ替えて。                                

                                ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    3333 日・１２日・２日・１２日・２日・１２日・２日・１２日・２0000 日日日日    

蠍蠍蠍蠍    座座座座…運勢は最高潮！動けば動くほど、運気が活発になりそう。好奇 

                                心のおもむくまま、あちこち出かけて、沢山の刺激を受けてく 

         ださい。気の合う人と旅行をすれば、絆がさらに深まるでしょ 

         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    4444 日・１日・１日・１日・１3333 日・２日・２日・２日・２2222 日日日日    

射手座射手座射手座射手座…運勢はいまひとつ。思うようにいかないと、イライラする事が 

                                ありそう。大自然のなかへ出かけて、成り行きを天にまかせた 

         ほうが、良い結果が得られそう。  

                                ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    ７日・１７日・１７日・１７日・１5555 日・２日・２日・２日・２2222 日日日日 

山羊座山羊座山羊座山羊座…運勢はまあまあ落ち着いています。特に変わった事もなく、安 

                                定して過ごすことができるでしょう。本格的に慌ただしい時期 

        を迎える前に、ゆっくりと骨を休める時間を作っては？         

ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    8888 日・１日・１日・１日・１7777 日・２日・２日・２日・２5555 日日日日 

水瓶座水瓶座水瓶座水瓶座…運勢はいまひとつブルーなムード。やりたい事があっても、片 

         付けなくてはいけない事が色々出てきて、思うようにやれない 

         かも知れません。時間の配分がキーポイント。グルメやショッ 

         ピングでリフレッシュを。 

                                 ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー８日・１８日・１８日・１８日・１6666 日・２日・２日・２日・２5555 日日日日 

魚魚魚魚    座座座座…運勢は好調です。パートナー運が盛り上がっているので、なる 

                                べく大勢の人と過ごす機会を作るのがベター。旅行も気の合う 

         仲間を誘って、出かけるようにしましょう。              

                                ラッキーデーラッキーデーラッキーデーラッキーデー    7777 日・１２日・２日・１２日・２日・１２日・２日・１２日・２4444 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！＊＊＊＊    

『『『『りんごりんごりんごりんご&&&&さつまいものきんとんさつまいものきんとんさつまいものきんとんさつまいものきんとん』』』』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

作り方作り方作り方作り方    

1. さつまいもは皮をむいて適当な大きさに切って 

  鍋に入れかぶるくらいの水を入れて柔らかくなっ      

  たら粉吹き状態（水分をとばしにして）熱いうちに 

  マッシャーで潰しておきます。 

2. りんごは皮をむき、小さな角切りにして 

水と砂糖を加え、トロリとシロップ状態になるまで

煮詰めます。 

3. 1 と 2 を合わせて、レモン汁を加えて完成です！ 

      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？    11111111 月占い＊月占い＊月占い＊月占い＊    

材料材料材料材料        

さつまいも 400g 

りんご 1 個 

水   100cc 

砂糖  50g～80g 

レモン汁  少々 

所在地：岡山市北区大安寺東町 

交 通：JR 桃太郎線 『大安寺駅』 徒歩 8 分 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

建ぺい率：60％ 容積率：200％  

地 目：宅地 

地 積：165.78 ㎡ （50.14 坪） 

接 道：北西 6.3m 

床面積：1 階 52.58 ㎡ /2 階 50.10 ㎡  

（合計：102.68 ㎡） 

構 造：木造瓦葺 2 階建 

新築年次：平成 26 年 1 月築 

現 況：所有者居住中  

引 渡：相 談 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。 

毎月たくさんのご応募ありがとうございます。 

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。   

        

 

こちらのお家の最大のメリットは、敷地が 50 坪あるため、

カースペースが 4 台分確保可能な点です。また、前面道路

幅員が 6m ありストレス無く車庫入れができます。 

室内も綺麗に維持管理なされていてお家の状態も良好♪

しかも全室ペアガラス採用のオール電化住宅です。 

大野小学校区にてお家をお探しの方必見です。 

たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 

＊＊＊＊座卓座卓座卓座卓    

    （無印良品）（無印良品）（無印良品）（無印良品）    

    

木製のしっかりとし

た座卓です。 

傷も少なくとても綺

麗に使われています。 

 

 サイズ 

縦 ：90ｃｍ 

横 ：60ｃｍ 

高さ：42ｃｍ           

 


