
 
 
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

こんにちは。９月になってもまだまだ暑い日が続い

ていますね。この時期は台風の接近や急な雨など天気

予報は欠かさずチェック！ですね。最近は１５時間先

まで雨雲の予測が確認できる雨雲レーダーアプリと

いう便利なものがあり洗濯物を干して出かける前に

確認できるので助かっています。ただし予測がはずれ

ると悲惨な結果になりますが…（苦笑）もうしばらく

は暑さと不安定な天気が続きそうです 

のでお気をつけください。少しずつ秋 

は近づいてきていますのでそれまでも 

う一息！がんばりましょう。 

                    
 

 

 
 

 

 
  中中区区福福泊泊ＫＫ＆＆ＯＯ様様邸邸  二二世世帯帯リリフフォォーームム    

＊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！ 

リ･ライフプロデュース 検索 

＊９月 インフォメーション＊ 
  

 ＊施工レポート＊ 

お母様がお１人で住まわれていた家をリフォームして

娘さん一家が同居するという事で二世帯増築リフォー

ム計画をスタートされたＯ様。１０㎡を超える増築は

建築確認申請手続きが必須となり工事に着手する前に

多々、難題がありましたが無事にクリアし着工。新築

住宅同様、途中にも検査をクリアしながら完成までた

どりつきました！ 

ご家族で選んだキッチ

ンや浴室など水まわり

設備機器や内部ドアや

内装も全て一新されご

家族皆様が住みやすい

お家へと生まれ変わり

ました。お孫さんと一

緒に住むのを楽しみに 

＊ごあいさつ＊ 

 

されていたお母様も完成をとても喜んでくださってい

ました。今回、増築リフォームの難しさも良くわかり

大変勉強になりました。ありがとうございました☆ 

 

 

ＡＡＡｆｆｆｔｔｔｅｅｅｒｒｒ 

 

 

南側に玄関ホールと居室を増築しました。今回、増築

を機に屋根・外壁の塗装や窓サッシ交換など外装もリ

ニューアルしました。 

ＢＢＢｅｅｅｆｆｆｏｏｏｒｒｒeee   

 

次次世世代代住住宅宅ポポイインントトのの商商品品がが公公開開さされれままししたた  

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

 
 

次世代住宅ポイントとは？ 
10 月に予定されている消費税 10%への引き上げ後の
住宅購入やリフォームを支援するため、新築は最大 35
万円相当、リフォームは 30～60 万円相当の商品と交換
できるポイント付与補助金制度です。リフォーム対象工
事は高断熱浴槽や節水型トイレ等エコ住宅設備の設置、
窓・ドア等の断熱改修、バリアフリー改修等です。家事
負担軽減設備（ビルトイン食洗機等）もポイントに！ 
既存住宅購入を伴うリフォームならポイントが２倍に！ 
 松阪牛 

すき焼き(300g)  
5,000pt 

その他にも、日用品、スポーツ用品・防災グッズ・ベビー
用品などたくたんの商品が随時追加中です！この機会にぜ
ひ活用してみてはいかがでしょうか♪♪ 

商商品品交交換換例例  

詳しくは、「次世代住宅ポイント」で検索してみて下さい☆ 
 

エプソンカラー 
プリンター75,000pt 

白龍酒造 
飲み比べセット 
30,000pt 

 ☆最新設備で時短生活☆ 
厳しい暑さも一段落しましたが、暑い夏の水まわりのお
掃除、大変ではありませんでしたか？ 
カビやにおいが気になる季節、水まわりのお手入れをも
っと減らせたら･･･そんなお悩みにお答えする、キレイを
持続させる最新設備機器をご紹介します。 

10 年間ファンのお掃除不要！

ファンの油を下方に集めて、回転
終了間際にトルネード回転。吹き
飛ばして、きれいに保ちます。 

いつもきれいな道具で気持ちよく調理！ 

使用後のふきんを水で手洗い 
したあと、キッチンワークの 
仕上げに「きれい除菌水」をふ
きかけることで、においや黄ば
みを抑えます。 

インフォメーションでは他にも、バスルーム・洗面
台・トイレなどのカビや汚れ匂いの発生を防ぎキレ
イを持続させる設備を詳しくご紹介しています！ 
気になる方は是非ご相談くださいませ♪♪ 

 
自動 

お掃除 
換気扇 

 

 
きれい 

除菌水 
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＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフ不動産部です。秋の不動産シー
ズンが到来しました！秋は 1 年の中で比較的、人が動く
季節と言われていて不動産市況も活発になる時期でもあ
ります。その為、売り物件の確保は急務です。お知り合
い等で不動産売却のご予定がいらっしゃいましたら是非
ともお声掛け下さいますようお願い申し上げます。 

令和元年 8 月の成約御礼！ 
・東区瀬戸町瀬戸土地 
・北区芳賀中古住宅 ・笠岡市相生土地 
・両備グレースマンション原尾島南館 3 階部分 
★新着物件情報★ 

【南区曽根中古住宅 3LDK】～2550 万円～ 

☆大好評ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

 

   ☆締め切りは９月 2８日(土)正午まで☆ 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…なにかと選択をしなければならない月になりそうです。軽い気 

        持ちで決定をするのではなく、小さい事柄であっても真剣に悩 

         んだ末に決定を下すようにしましょう困りごとを抱えた際は、 

身近な人に相談しましょう。 

                                ラッキーデー4 日・15 日・24 日 

牡牛座…新しいことに目を向けてみるのが良いようです。慣れてしまっ 

たこと、同じことに繰り返しだと、ついつい心に油断が生じて

しまい、失敗をしてしまいそうです。トラブルメーカーには要

注意です。         ラッキーデー2 日・17 日・２7 日 

双子座…なにかと忙しい毎日になりそう。趣味や考え事など、じっくり 

確保したいのにそれができない、もどかしさを感じてしまうよ

うです。原因を他人に求めないようにしましょう。           

ラッキーデー 8 日・１8 日・23 日 

蟹 座…思ったことに着手すると、人よりも先行することができそうな 

気配です。他人とは違う目線を持つことで近い未来に優位に 

てることも。           ラッキーデー7 日・19 日・２8 日 

獅子座…停滞の運気に見舞われそうです。調子良く行っていたことで急 

にブレーキがかかり、思うように進まない現実にぶつかりそう 

です。広くパワースポットと呼ばれている場所に足を運んでみ 

ることをオススメします。ラッキーデー3 日・14 日・26 日 

乙女座…背後からの裏切りに注意を払っておいましょう。親しい間柄の 

人が急にあなたのもとを離れることも、信頼を寄せていた人が 

敵に寝返ることもありそう。防げるケースも防げないケースも 

ありそうで、どのような選択肢にでも対応できるように心構え 

を持っておきましょう。 ラッキーデー 9 日・17 日・23 日 

天秤座…好調な運気に乗っていくことができそうです。これまで手を出 

してこなかったことにチャレンジしたり、人を説得することに

労力を使ったり、あきらめていた趣味に精を出してみましょ

う。思い切った決断や行動が、成功をつかむためには必要です。    

ラッキーデー 2 日・１9 日・24 日 

蠍  座…月半ばまでは特になにごともなく平凡なもの。しかしそれ以 

降、徐々に右肩上がりになっていく運気をしています。なにか 

を計画実行するのでしたら、15 日以降が良いでしょう。   

ラッキーデー 5 日・15 日・28 日 

射手座…早さを求めてみてはどうでしょうか。決断や決定、行動はスピ 

ード重視で考えていきましょう。もちろん、負け戦に飛び込ん 

でいくといったことではなく、成功を収めようと望んだとき、 

早さこそがその最善策になる傾向があるということです。          

ラッキーデー 1 日・１1 日・26 日 

山羊座…総合運が良いようで、何事も思った以上にスムーズに運んでく 

れそうです。勝負を挑まれたときは軽い気持ちで受け、あるい 

は自分から挑んでいくことも良いでしょう。 

                                ラッキーデー 9 日・１7 日・22 日 

水瓶座…落ち着いた時間を持てそうです。じっくりと人生について考え 

てみるのも良いかもしれません。周りの意見を取り入れつつ 

も、自分で思ったこと、考えたことを優先的に取り入れていく 

と良いでしょう。        ラッキーデー8 日・18 日・29 日 

魚 座…対人運が良いようです。異性同性問わず、良い出会いに導かれ 

ていくようです。初めて結ばれる縁のみならず、すでに知って 

いる相手との縁が強くなることもあるでしょう。 

ラッキーデー 1 日・１1 日・24 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『炊飯器で作るパンプディング』 

 
 
              作り方 

1. 炊飯釜の内側にバターを塗り、 

残りは細かくちぎって底に並べます。 

2. 食パンをひと口サイズにカットし、炊飯釜に重な

らないように並べます。卵、牛乳、砂糖はボウルに

入れて泡だて器で混ぜ、プリン液を作ります。 

3. 飯釜にプリン液を流し入れます。パン全体が浸る

ように、菜箸などで軽く押しても良いです。炊飯ス

タート。炊きあがったら器に取り出し、粗熱が取れ

たら完成！  

～ぜひお試しください♪～ 

＊気になる今月の運勢は？ 9 月占い＊ 

材料 （4 月人分）  

食パン（6 枚切） 2 枚 

卵 2 個 

牛乳 200ml 

砂糖 大さじ 1 

バター 大さじ 1 

所在地 ：岡山市南区曽根 714 番地 47 
交 通 ：下電バス 『丙川』 バス停  徒歩 3 分 
用途地域 ：指定なし 
建ぺい率 ： 60％  容積率 ： 200％ 
地 目 ：宅地 
地 積 ：178.43 ㎡（53.97 坪） 
接 道 ：北側 6.0m 東側 5.0m   
床面積：1 階：52.99 ㎡   2 階：48.02 ㎡      
    （合計 ： 101.01 ㎡ ） 
構 造 ：木造合金メッキ鋼板葺 2 階建 
新築年次：平成 25 年 5 月築  
間取り：3LDK 
インフラ：水道、合併浄化槽、オール電化、側溝、    
          太陽光発電システム 
現 況：空家  引 渡：相談  取引態様：仲介 

いつも、沢山のご応募 

ありがとうございます。 

取りに来てくださる方に 

無料でお譲りしています♪ 

応募多数の場合は 

抽選となりますので 

予めご了承ください。 

エントリーのお電話を 

お待ちしております。 

 

 

 

＊KAMEI GLASS 
花瓶 高さ約 38ｃｍ 
黒×緑×白のマーブル 

太陽光発電による売電収入は夏季においては月額 4～5
万円ございます。駐車スペースも並列駐車 2 台分および
停め方と車種によっては 4～5 台の駐車が可能です。室
内の保守管理状態良好ですしキッチンにはカップボード
も付いているため初期投資を抑えることができます。た
くさんのお問い合わせをお待ちしています。 

 

太陽光発電システム搭載 


