
 
 
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

こんにちは！ひと雨ごとに暖かくなり日中の日差しは

すっかり春を感じられるようになってきましたね。 

ようやく過ごしやすい季節がやってきます！寒い時に

は億劫になっていて後回しにしていたことなどありま

せんか？冬物を整理する機会に今一度、家の中の不用

品の処分やデットスペースの活用を検討してみてはい

かがでしょうか？また新年度から新生活スタート！ 

という方もいらっしゃると思います。 

何かお手伝いできることがございましたら 

お気軽にご相談ください。お待ちしております♪ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
  

    詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

耐耐震震補補強強リリノノベベーーシショョンン  泉泉田田のの家家ⅡⅡ  
リノベ school 耐震補強リノベーションの題材とな

っていた泉田の家Ⅱ O 様邸が完成しました！ 昭和

53 年築の旧耐震木造住宅が耐震補強リノベーション

により新耐震基準に進化。耐震補強工事をする事によ

り第 3 者機関の検査を受け瑕疵保険にも加入する事

ができます。その結果、耐震適合証明を取得する事が

でき住宅ローン減税や不動産取得税の軽減といった

新築住宅同様の恩恵を受ける事ができました。築年数

が古い=耐震×=解体 の概念を払拭させるよう取り組

んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

＊リ・ライフかわら版＊ 

  (株)リ・ライフプロデュース 
＜ショップ＞〒700-0973 岡山市北区下中野377－1 

ベスト電器岡山本店1Fリフォームコーナー 

TEL（086）241-9741 

＜オフィス＞〒700-0973 岡山市北区下中野351-101 
TEL（086）246-7233 FAX（086）246-9930 

フリーダイヤル ： ０１２０—６９０—１２３ 

URL:http://www.relife-pro.com  
 
 

ブログ更新中！ 

 

 

Ｏ様にとって住み心地のよいお家となりますように…こ

れからも末永いお付合いよろしくお願いいたします☆☆ 

リ･ライフプロデュース 検索 

 

＊３月 インフォメーション＊ 

 

＊施工レポート＊ 

 

 

 

イインンドドアアででもも””アアククテティィブブなな趣趣味味””  

 

ＢＢＢｅｅｅｆｆｆｏｏｏｒｒｒeee   AAAfffttteeerrr 

 

＊ごあいさつ＊ 

「趣味はなんですか？」と聞かれてもパッと出でこない

こと…ありませんか？ご自宅で手軽に始める事ができ

る“アクティブな趣味” 女性・男性から人気なものを

ピックアップし、ご紹介致します★ 

玄 関 土 間 ＋ 造 作 収 納 

我が家をお遊び場に！もっとお家を楽しい場所にしません

か？リ･ライフ的住まいを楽しむ提案！““わわがが家家でで遊遊ぶぶ。。””  

使わなくなって開かずの間になっている…などお家の中で

有効活用できていないスペースはありませんか？ 

ああななたたのの想想いいをを叶叶ええるる  アイデアを一緒に考えご提案さ

せていただきます。ワクワクするお家を実現しましょう！ 

 

 

 
  

 

 

AAAfffttteeerrr 
 

耐震補強工

事だけでは

なく外装～

内装～水ま

わりまで 

すべて一新

されました。 

 

 

 

■自家焙煎■ 

■カルトナージュ■ 
厚紙・布・ボンドがあれば簡単に作る 
ことができます。自分の好きなサイズ 
の箱や容器に好きな柄や色を組み合わせて 
貼り付けるのです。材料は１００円均一に 
も販売してあるのでお手頃価格で楽しめま 
す。そして部屋のデザイン・雰囲気に合わ 
せたものづくりが実現できます★是非簡単な 
ティッシュ箱・収納箱から作ってみてはいかがですか？

最近、某コーヒー店は行列ができるほど人気ですよね！ 
自宅でできればお家カフェができますよ♪準備物は 
生豆・コンロ・ザルまたはミル(煎るもの)・マグカ 
ップ！生豆に火を通して自分好みの 
色味で荒熱をとり、挽いてドリップ 
したらできあがり！休日の朝に 
ちょっとひと時☆リフレッシュ☆ 
優雅なひと時をいかがですか？ 

廊下と和室の

間の壁と和室

の床を撤去し

土間に変更！ 

土間から 

テラスにつな

がる大空間で

趣味を満喫！ 

完成写真はこちら！ アウトドア派の H 様

まるでお洒落な 

ショップのような 

土間空間と 

魅せる造作収納で 

趣味の自転車や 

スノーボード・ウェイ

クボードを楽しんで 

いらっしゃいます。 

打ち合わせ

を重ね、 

Ｏ様のご要

望が形にな

りました。 
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＊簡単お料理レシピ＊ 

皆様、こんにちは！リ・ライフ不動産部のコーナーで
す。いよいよ球春到来！あんなに寒い日が続いていた 2
月もあっという間に終わりを告げ、暖かい季節を迎え
ることになりました。同時に花粉症の季節でもあり、
ヘビー患者のボクにとっては拷問の季節です。 
さて、岡山の不動産市場はとても活発な状況です。 
特に岡山市中心部の分譲マンションが盛況で瞬く間に
売買が成立しています。不動産の売却・購入をご検討
されていらっしゃる方はまずご相談いただければプロ
の目線でのご提案をさせていただきますのでお気軽に
お声掛けください。宜しくお願い申し上げます。  
☆H30 年 2 月の成約御礼！ 
・南区福島 3 丁目土地  
・MAC 芳泉コート 2 階部分 
・ロイヤルガーデン新屋敷 9 階部分 
・中区新京橋 1 丁目土地 
・南区福富西 2 丁目新築建売①号棟 
・南区福富西 2 丁目新築建売②号棟 
・アルファステイツ今村公園 4 階部分 
・シティコーポ青江 2 階部分 
・リベール三野公園 5 階部分 
★新着物件情報 
【倉敷市中庄売り土地 50 坪 1,600 万円】 

！！大好評ガレージセール！！ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

申し込み締め切りは  

3 月 30 日正午まで♪ 

＊不動産事業部＊ 
 
牡羊座…思いがけず良いことに巡り合えることでしょう。ただし、運気 

    で見ると不安定なので、逆に「思いがけずトラブルに巻き込ま 

     れる」といった可能性もあります。一寸先は闇の用心深さを持 

         って、何事にも当たるようにしましょう。 

                                 ラッキーデー5 日・１6 日・２7 日 

牡牛座…対人の運気がとてもあります。ただし、新たな良縁と出会う、 

        知り合って間もない誰かとの関係が深まるという意味ではな 

         く、すでに長く縁のある人物との関係が深まったり絆が強まっ 

         たりするでしょう。      ラッキーデー8 日・１3 日・２6 日 

双子座…良くも悪くも物事が中途半端に終わりそうなひと月になりそ 

        うです。終わらなくても仕方が無いくらいの意識を持ち、スト 

         レスの原因を避けましょう。 

                                ラッキーデー 1 日・１1 日・27 日 

蟹 座…自分でも気付かなかった新たな一面を知る機会を得ることで 

        しょう。これまで興味すら持っていなかったことに胸がときめ 

         いたり、苦手なタイプの人とスムーズに打ち解けたり、食わず 

         嫌いを克服するチャンスを得たりなどです。         

                                 ラッキーデー4 日・１7 日・２2 日 

獅子座…現実に目を向ける機会がありそうです。理想や夢を追い求め過 

        ぎて、そこにどうやっても手が届かないことを痛感して、もっ 

         と身近なところで力を発揮すべきだと思うようになりそうで 

         す。                   ラッキーデー 3 日・１4 日・23 日 

乙女座…低空飛行の運気と見えます。特にマイナスの影響としては、他 

         人に期待し過ぎたことによる出遅れでしょう。関係をリセット 

         するのではなく、ワンクッションを置いてみるのが良いでしょ 

         う。                   ラッキーデー 2 日・１0 日・19 日 

天秤座…対人運がやや低下傾向にあるので、人付き合いでなにかしらの 

        悩みを抱えてしまうことになりそうです。そんな時は自分の感 

        情を完全に殺して、淡々と物事をこなすように努力してくださ 

        い。                    ラッキーデー 9 日・１9 日・２8 日 

蠍 座…周囲とのギャップに苦しめられる期間になりそうです。あなた 

        がどうしても受け入れられない情報もあるでしょう。そういっ 

         た点で無理をして、自分を抑え込む必要はありません。後回し 

         で良いのです。         

                              ラッキーデー 11 日・１6 日・２1 日 

射手座…なによりもまずは自分のことを考えた行動を取るべきでしょ 

        う。奉仕の気持ちや相手を思いやる気持ちももちろん大切です 

         が、まずは自分が満たされた上で別のことを、といった考え方 

         で OK です。           ラッキーデー 1 日・１4 日・２6 日 

山羊座…冷静な行動がツキを呼び込む鍵になっているようです。一見す 

        るとピンチに思われることも、冷静に見て、判断して、行動に 

        移すことで状況をチャンスに変えることもできるでしょう。               

                                ラッキーデー 7 日・１8 日・２2 日 

水瓶座…なにかとスムーズにコミュニケーションが図られる対人運の 

         良い月のようです。なにか自分一人では解決できない問題事を 

         抱えているのなら、この際、周囲の人に頼ってみると良いでし 

         ょう。                  ラッキーデー9 日・１３日・２6 日 

魚 座…目標を立てて動くことで、より精度のある日常を過ごすことが 

        できるでしょう。今なにをすべきか、なにが遅れているかいち 

         早く気付くことができて、目標に達するのもそれによって早く 

         なりそうです。        ラッキーデー 7 日・１8 日・21 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『さば缶とキャベツのクリームパスタ』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

作り方 

1. さば缶は身と缶汁に分け、身を一口大にほぐす。 

玉ねぎは縦薄切り、キャベツは 1ｃｍ幅に切る。 

しめじは石づきを落としほぐす。 

パセリはみじん切りにする。 

2. 鍋に 1 の缶汁、牛乳、水を入れ中火にかけ煮立た

せ、スパゲティを加え、混ぜる。 

3. 2 に 1 の玉ねぎ、キャベツ、しめじを加え、時々

かき混ぜながら弱火で煮る。 

4. スパゲティと野菜がやわらかくなったら、1 のさ

ばの身、しょうゆを加えて混ぜ、水分が少なくな

るまで煮る。器に盛り、黒こしょうをかけ、パセ

リを散らして出来上がり！ 

 

 

＊気になる今月の運勢は？ 3 月占い＊ 

材料 （4 人分） 

さば水煮缶 1 缶（190ｇ） 

玉ねぎ 40ｇ /キャベツ 200ｇ 

しめじ 100ｇ/牛乳 600ｍｌ 

水 200ｍｌ/スパゲティ 320ｇ 

しょうゆ大さじ 1 

黒こしょう少々 / パセリ 4ｇ 

所在地：倉敷市中庄 
交 通：JR 山陽本線 『中庄駅』 徒歩 10 分 
用途地域：準工業地域  
建ぺい率：60％ 容積率：200％ 
地目：宅地 地積：165.30 ㎡ （50.00 坪） 
接道：南側 10.0m 間口：約 10.8m 
インフラ：水道、下水道、都市ガス（ただし水道管の
引き込みは未済です。別途負担金が必要となります。） 
現 況 ： 畑  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。

エントリーの

お電話をお待

ちしておりま

す♪   

        

 
＊高橋真梨子 LP3 枚 

 ラベンダー・モノローグ・AFTER HOURS 
   盤は大きな傷もなく綺麗です。 

試聴はしていません。 

JR 中庄駅や岡山方面・倉敷方面へのアクセスが良好な

土地が登場しました！南側の道路幅員は 10m ほどあ

りますので日当たり良好です。建築条件付きの土地で

すが、たくさんのお問い合わせをお待ちしております。 

 
 
 

＊クリスタル花瓶 大きめ 
高さ約 28 ㎝ 直径約 17 ㎝ 


