
 
 
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

こんにちは！暑さが一段落したかと思えば今度は台

風、と今年は環境変化の厳しい年のように感じます。

例年に無く天気予報が気になる日々が続いています。

さて、気を取り直して！季節は秋です！1年の中で最も

気持ちの良い季節です。リ・ライフの面々もスポーツ

の秋、芸術の秋、食欲の秋、と得意な分野でそれぞれ

の秋を楽しんでいます。皆様もぜひ秋を満喫してくだ

さいね。今年も残すところ３ヶ月を切りました。 

住まいの気になる事がございましたら、 

今年のうちにぜひご相談くださいませ。 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
      

    詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

岡岡山山市市中中区区 KK 様様邸邸  戸戸建建フフルルリリフフォォーームム  
分譲マンションに住まわれていた K 様。何年か住ん

でみて一戸建て住宅に住み替えたい、と思うようにな

ったそうです。マンションの売却から戸建物件探し、

そしてリフォームまで K 様の住み替え計画をトータ

ルでお手伝いさせていただきました。住み替えは銀行

ローンの借り換えなども伴うのでトータルでお手伝

いさせていただいた事でトラブルもなく無事に住み

替えが完了！お引越しも済まされ気持ちよく新生活

をスタートされている様子です。 

＊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！ 

 

 

設備機器から内装材まで 

全て K 様が実際に見て選 

ばれたお気に入りのもの 

ばかり♪自分カラーのマイホーム完成となりました。 

マンション売却から完成まで長い期間、大変お世話にな

りました。K 様、ありがとうございました！ 

リ･ライフプロデュース 検索 

 

 

平平成成最最後後のの大大掃掃除除シシリリーーズズ  vvoo..11  

 

           爽やかな秋らしい気候も

あっという間に過ぎて、間もなく寒い冬がやって

きます。いつものことだからと我慢せずに、リフ

ォームで快適な環境に変えてみませんか？寒さの   

原因が分かれば、簡単な対策でも効果絶大！！ 

    プロおすすめのリフォームと手軽にでき 

    る DIY 対策をご紹介いたします☆☆ 

 

  

  

ＡＡＡｆｆｆｔｔｔｅｅｅｒｒｒ 

＊１０月 インフォメーション＊ ＊ごあいさつ＊  

 

ＡＡＡｆｆｆｔｔｔｅｅｅｒｒｒ 

＊施工レポート＊  

近年早めの大掃除が主流になってきているそうです！ 

年末は慌ただしく、寒い中で窓を開けはらって掃除するの

は大変で…とどうしても気持ち的にもはかどらないですよ

ね。落ちにくい油汚れも本格的に寒くなる前の方が、落ち

やすくメリットもたくさんあるようです☆☆ 

ＢＢＢｅｅｅｆｆｆｏｏｏｒｒｒeee   

寒さ対策リフォーム 

【軒樋・竪樋】自分で掃除をしたくても、「やり方がわか

らない」という方がほとんどでしょう。樋は、天候などの

自然の変化から自宅を守る役割があります。その為、風雨

などの影響も受けやすく、劣化も思いの外早く進みます。

なので見える範囲でゴミなどを取り除いたり、突起物でゴ

ミを出し水通しするだけで劣化を防ぐことにも繋がりま

す。※ハシゴなどを使用する場合は十分に気をつけてください※ 

【窓ガラス・網戸】窓ガラス…①雑巾で水ぶき！ざっと

汚れを拭き取りましょう。②ガラス用洗剤を「Ｚ」の形に

スプレーし、毛羽の立たないキレイな布でふいていきます。

この時、洗剤を広げながら S 字にジグザグふくのがコツ！ 

③新聞紙で仕上げ磨き！くしゃくしゃに丸めた新聞を 

使って磨くとふきあとが残らず、ピカピカに☆☆ 

網戸…①掃除機でホコリを吸い取る！②2 つのスポンジで

はさみ込んで外側と内側で拭く！③2 枚の雑巾で仕上げ拭

き！②と同様、2 枚の雑巾で網戸をはさみ込んで拭く。 

 

 

〈家の中で最も熱が逃げやすい”窓”はどうしたらいいの？〉 

リフォームするなら！！→内窓が短工期で効果絶大！ 

夏の暑さはもちろん、冬も劇的な断熱効果を発揮してくれ

ます☆手頃な金額で工期も短くいいことずくめです。 

お手軽 DIY するなら！！→カーテンの衣替え！断熱効果は

もちろん、遮光性や遮音性などが付加された商品もあり、

季節ごとに取り替えれば、省エネ効果も期待できます。 

〈いつまでたっても足元が寒い時”床”はどうしたらいいの？〉 

リフォームするなら！！→断熱工事＋無垢床材に床暖房で 

完璧！断熱効果で「温かみ」が感じられる無垢フローリン 

グで仕上げれば、冬を快適に過ごすことができます☆ 

お手軽 DIY するなら！！→市販品のブロック式のコルクマ 

ットを敷設！断熱効果をアップさせたい方におすすめ☆柔 

らかい素材で小さなお子さんがいるご家庭にも安心ですね。 

 

 

 

ＢＢＢｅｅｅｆｆｆｏｏｏｒｒｒeee   



        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフ不動産部です。お彼岸も過ぎ
だんだんと秋が深まりつつある今日この頃ではござい
ますが、皆様いかがお過ごしでしょうか？9 月以降はお
問い合わせも多くなり、不動産売買も活発になってきて
います。9 月は私自身もお取引のお手伝いをさせていた
だいた件数が多く、何だかあっという間に過ぎ去ってし
まいました。新着物件も随時アップできるよう精進しま
すので、今月も引き続きお願い申し上げます！  
☆H30 年 9 月の成約御礼！ 
・サーパス東古松通り 10 階部分 
・赤磐市桜が丘東一丁目土地① 
・赤磐市桜が丘東一丁目土地② 
・大福中古住宅 ・藤田中古住宅 
・シティパル泉田 4 階部分 
★新着物件情報 
【岡山市東区瀬戸町瀬戸売り土地 ①～③号地】 

～1,030 万円～ 

☆大好評ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

 

             締め切りは     

10 月 26 日(金)正午まで 

＊不動産事業部＊ 
 
牡羊座…対人運があまり良くないようです。特に距離の近い間柄の相 

        手、たとえば長年の親友や家族などとの間でトラブルが生じそ 

         うです。相手のことをよく知っているからと言って、すべてを 

         信頼するのは控えた方が良いかもしれません。 

                                ラッキーデー11 日・23 日・29 日 

牡牛座…あなたの発言になにかと注目が集まるようです。ふと気付くと 

        あなたのまわりには常に誰かがいて、会話が弾むことでしょ 

         う。 なにかと称賛の言葉を掛けられたり、羨まれることが増 

         えそうです。            ラッキーデー3 日・１4 日・２2 日 

双子座…実際に行動するよりも計画を立てることに集中した方が良い 

        結果を生みそうな暗示をしています。向上心が高まることもあ 

         って、あなた自身が抱いていた目標や理想に若干の変化が見ら 

         れそうです。            ラッキーデー 8 日・１3 日・22 日 

蟹 座…対人運の良さを実感することでしょう。特にあなたの視野を拡 

        げてくれる人との出会いに、大きな期待が持てます。年長者と 

         も限りませんので、知り合う人を第一印象だけで判断しないよ 

     うに、しっかりと相手を見据えるようにしましょう。 

                                ラッキーデー8 日・19 日・２9 日 

獅子座…素晴らしい出会いがありそうな暗示。物事が全体的に好調に進 

        み、嬉しいと感じる出来事が何度もありそうです。中でも心が 

         ときめくような、出会いのチャンスがあるでしょう。 

                                ラッキーデー 3 日・１5 日・24 日 

乙女座…学びの月になりそうです。これまで自分では当たり前だと思っ 

         ていたことが、実は間違っていたと気付かされる出来事があり 

         そう。そこで素直に受け入れつつ、自分なりのアレンジも加え 

         て活かしていきましょう。ラッキーデー 6 日・１8 日・26 日 

天秤座…執着することを止めると物事が上手くいきそうな暗示がありま 

        す。もちろん、仕事でも趣味でもこだわりは大切なことですが、 

        それも度が過ぎると悪い方向へと向かってしまうようです。 

                                ラッキーデー 2 日・１8 日・２9 日 

蠍 座…集中力が増してきて、なにをするにしても結果を出すことがで 

        きることでしょう。これまでに失敗したことでも、成果を出す 

         ことに成功する可能性が大！一度はあきらめてしまったこと 

         を、この 10 月に再度チャレンジしてみるのも良いでしょう。  

                                ラッキーデー 7 日・１9 日・２3 日 

射手座…特別なにかしらの動きもなく、平穏無事なひと月を過ごすこと 

        になりそうです。平和なひと月に感じるようで、あれこれ忙し 

         さを求めるタイプの人は、やや物足りなさを感じるかもしれま 

         せん。                 ラッキーデー 3 日・１1 日・２4 日 

山羊座…周囲の人に足を引っ張られる対人運の悪さを持っているようで 

        す。任せた仕事が予定通りに進まない、頼んでいた予約ができ 

        ていない等、大きなトラブルではなくても、あなたは何かとイ 

     ライラさせられそう。   ラッキーデー 10 日・１8 日・22 日 

水瓶座…思いがけない方向転換を迫られそうな月のようです。それは良 

         い方向へも、悪い方向へも可能性があります。新しい未来に期 

         待が持てる一方、大きな不安や不満があなたの頭をもたげるこ 

         とでしょう。             ラッキーデー6 日・17 日・22 日 

魚 座…なにかと他者が良いように見えてしまうことでしょう。自分自 

        身と比較しても決してそんなことはないのですが、隣の芝生は 

         青いといった具合に感じてしまいそうです。   

                                 ラッキーデー 2 日・１7 日・24 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『切り身魚で簡単アクアパッツア♪』 

 

 

 

 

 
              

作り方 
1. 切り身魚は塩をふって、５分置く。にんにくはみじ

んぎりにし、プチトマトは半分に切る。 

2. フライパンにオリーブオイルを熱し、ペーパータオ

ルで水分をふき取った魚を皮目から中火で焼き、裏

返し両面を焼く。弱火にしてにんにくを加え、香り

が出たら、プチトマト、あさり、水 1/2 カップ(分

量外)、白ワインを加え、中火にする。 

3. フツフツとしてきたら、蓋をして弱火で５分蒸す。 

スープを味見してみて、物足りなければ塩・こしょ

うで味を整える。最後にちぎったイタリアンパセリ

を散らしてできあがり♪ 

＊気になる今月の運勢は？ 10 月占い＊ 

材料 （二人分） 

切り身魚(真鯛などの白身魚)２切れ 

プチトマト７個ぐらい 

あさり（はまぐりでも）２００ｇ位 

にんにく １片 

白ワイン（お酒でも） 大さじ２ 

イタリアンパセリ（ドライパセリでも）  

適量 塩・こしょう適量 

オリーブオイル 大さじ１ 
所在地：岡山市東区瀬戸町瀬戸 521 番地 11 地内 
交 通：JR 山陽本線『瀬戸駅』 徒歩 8 分 
用途地域：第 1 種低層住居専用地域 
地 目：宅 地 
地 積：①号地：172.40 ㎡（52.15 坪） 

②号地：163.41 ㎡（49.43 坪） 
③号地：207.74 ㎡（62.84 坪） 

接 道：南側 4.0m（公道） 
インフラ：公営水道、公共下水、側溝、 

個別プロパンガス、電気 
現 況：更 地 
引 渡：相 談  

（上下水道負担金：400,000 円が別途必要） 
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。 

今月はサザンオールスターズのレコードです！！ 

応募多数の場合は抽選となっております。 

    

建築請負条件なし！お好きな工務店での建築が可能です。

南道路で日当たりも良く近くには公園もあって閑静な住宅

街です。また、スーパーや金融機関、医療機関、教育機関

も近くにあって生活便利な立地です。 

＊サザンオールスターズ  

   Nude Man  


