
 
 
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

こんにちは。季節は秋！スポーツの秋・芸術の秋・

食欲の秋！！皆さま、秋を満喫されていらっしゃるで

しょうか？天候・気温・湿度の条件が良く、１年の中

でも一番過ごしやすい時期です。寒くなる前に、今年

のうちにやっておこうと思っていたことを済ませた

いものです。お家の大掃除も寒い１２月にするより今

の時期の方がはかどるはずです！ 

ついこの間まで暑かったせいか、お正月 

まであと３カ月？！と本当に信じられま 

せん。楽しいお正月を迎える準備を 

少しずつ始めておきましょう！ 
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ブログ更新中！ 

リ･ライフプロデュース 検索 

＊１０月 インフォメーション＊ 
 

 

＊施工レポート＊ 

１０年以上前からのお付合いをさせていただいてい

るＮ様。リビングの内装改修から始まり、オール電化、

洗面室改修、トイレ改修といっぺんに改修するのでは

なく、計画的に手を入れて住まいをとても大切にされ

ているＮ様邸。今回は外壁塗装と玄関まわりの改造の

ご相談をいただきました。 

 

ジ一新で気分も変わり一層、愛着が湧いたのではない

でしょうか♪Ｎ様、いつもお声掛け下さりありがとう

ございます。これからも宜しくお願い致します！ 

 

 

 

屋根・外壁は極端に劣

化した状態ではあり

ませんでしたが前回

の塗装からメンテナ

ンスサイクルを考慮

し、そろそろ塗装して

おきたいという要望

で全塗装をしました。

玄関周りアプローチ ＢＢＢｅｅｅｆｆｆｏｏｏｒｒｒeee   

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 
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～こんな設備のアップグレード実現します～ 

 ひろびろ LDK なら楽しい時間がもっと充実！ 

キッチンとダイニングを間続き
にしてしまえば、お子さんやお
孫さんが帰ってきた際に楽しく
過ごせる時間が増やせます！ 

インフォメーションでは他にもシャワー、トイレ、ＥＶ－Ｐ
ＨＥＶ充電器など暮らしに役立つ便利な設備機器を紹介して
おります。気になる方はぜひご相談ください。 

寒い季節、リビング全体に設置
すればどこにいても暖かく快
適に過ごせます。 

   部屋中暖かい床暖房！ 

対象商品や応募条件などの詳細はＬＩＸＩＬのＨＰ
またはお問い合わせください！ 

皆様のご応募とご来場をお待ちしております☆☆ 

☆秋のショールームフェア☆ 
開催期間：2019 年 10 月 1 日～12 月 27 日 
応募条件：ＬＩＸＩＬショールームで対象商品の御見積り、
御成約、設置をして頂いた方に抽選で東京オリンピック観
戦ペアチケットが当たる！（100 名 200 組様） 
 

   リシェントシリーズなど 
   期間中にリフォームして 
   頂いた方に家電やギフト 
   券など抽選であたります! 

☆同時開催キャンペーン☆ 
開催期間：2019 年 10 月 1 日～2020 年 2 月 29 日 

   トイレ(サティス)など期間 
   中に納入頂いた方に宿泊 
   ギフト券や家電などが抽 
   選であたります！ 

暑さも寒さも窓で解決 

暑さ寒さ以外にも騒音や結露対策
にも効果的なインプラスで、より快
適に過ごすことができます。 

みんなが集集集まままりりりたたたくくくなななるるる家 

＊ごあいさつ＊ 

は昭和５０年代の

お宅でよく見られ

るカイヅカの垣根

に囲まれていて手

入れも大変な様

子。塀や門扉もあ

るクローズ型から

オープン型の玄関

アプローチに！ 

カイヅカを撤去したことで

生まれたスペースにテラス

屋根を設け、自転車などを置

けるようにしました。実用的

にも機能アップしお家の雰

囲気もスッキリ明るくイメ

ージチェンジ☆外装イメー 

 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフ不動産部です。すっかり秋の
気配となりましたがいかがお過ごしでしょうか？ 

不動産売買市場は消費税増税を機に少し落ち着いてい
るような感を受けますが、売りたいというご要望は増え
ているようで弊社においても売却のご相談は多数いただ
いております。ありがたい事です！所有不動産について
悩まれている方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 9 月の成約御礼！ 
・中区江並中古住宅 ・北区津高台中古住宅 
・南区曽根中古住宅  
★新着物件情報★ 
【ポレスターブロードシティ岡山南 15 階部分   
  2LDK+S】～2,698 万円～ 

☆大好評ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

 

   ☆締め切りは 10 月 2８日(月)正午まで☆ 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…停滞の気配のある運気をしています。物事が思った通りに進ま 

        なくても、それは運気のせいでもあるのであまり気にしないで 

         良いでしょう。上手くいかないからといって、イライラを溜め

ることもありません。ラッキーデー4 日・13 日・22 日 

牡牛座…全体的に運気が下がる傾向にあります。なにをやっても上手く 

        いかないことで、自分に自信をなくしてしまうかもしれませ 

         ん。流れが自分に来ていない、結末が良くないとすでに見えて 

         いるといった状況になれば、すぐに切り替えていきましょう。  

                                ラッキーデー9 日・17 日・２3 日 

双子座…運気の上下が見られるやや不安定な月になりそうです。自分の 

        前に道ができたときは、迷わず飛び込むことを優先しチャンス 

        を逃さないようにしましょう。 

                                ラッキーデー 2 日・１4 日・22 日 

蟹 座…対人関係での運気が高く、良い出会いに恵まれそうな気配で 

        す。異性との縁はもちろんのこと、長く続く友情も作られるこ 

         とになるでしょう。     ラッキーデー8 日・18 日・２9 日 

獅子座…やや荒れた運気や日常になりそうです。意見の衝突や食い違い 

        が頻発し、信用が下がってしまうこともありそうです。疑心暗 

         鬼にならず、ある程度の余裕を作り出しましょう。           

                                 ラッキーデー6 日・21 日・30 日 

乙女座…9 月からの良くない流れが断ち切れておらず、何度かピンチを 

        招くことになりそうです。仕事やお金に関するピンチは、その 

         場ですぐに対応できて、長引くこともなさそうです。行動する 

      ときは慎重かつ人からのアドバイスは、聞いておいた方がいい 

         でしょう。         ラッキーデー 4 日・12 日・21 日 

天秤座…ややペースダウン。調子良く進んでいたことでも、壁にぶつか 

        ってしまうこともありそうです。何度トライしても結果につな 

         がらないこともありそうですが、その解決策はシンプルなもの 

         のケースが多いようです。心の余裕を持たせて、全体図を見て 

         みましょう。            ラッキーデー 8 日・１4 日・29 日 

蠍  座…助走をつけるような期間。年末まで、一気に走り抜けるための 

    準備や覚悟をする期間になることでしょう。10 月にどれほど 

     準備が整うかによって、残りの 2 ヶ月の成否が掛かっていると 

         も言えそうです。自分で最終的に判断することが重要です。   

                                 ラッキーデー 5 日・13 日・26 日 

射手座…全方向が要注意。あなた自身と関わるすべてのことにおいて気 

         を配る必要があります。心が休まるときがなさそうですが、運 

         気で見るとそうなっています。リカバリ可能な下準備をしてお 

         きましょう。            ラッキーデー 7 日・１6 日・20 日 

山羊座…他者の一歩先を行く行動力を発揮してみましょう。勝負事に向 

        いており、誰かと比較され追い付け追い越せの状況になったと 

     きに、その本領が発揮されることでしょう。                                

                                 ラッキーデー 2 日・１1 日・23 日 

水瓶座…新しいチャレンジに意識を向けると良い時期なのかもしれま 

     せん。古いものを打破して別の道を探ると、自然に自分のやり 

         たかったことへと導かれていくことでしょう。 

                                 ラッキーデー6 日・17 日・27 日 

魚 座…仕事面での充実を感じられることでしょう。思った通りに行動 

    することで成功が得られるでしょう。先人の意見は、大いに聞 

         いておくべきと言えます。ゴールまで導いてくれる人まで現れ 

         るかもしれません。   ラッキーデー 9 日・19 日・28 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『炊飯器で梨と紅茶のケーキ』 

 
 
              作り方 

1.梨は皮をむき、1 個は 16 等分、1 個は角切りにす

る。バターは角切りにし炊飯器の表面を 2 つ程の

角ぎりしたバターで薄く塗る。 

2.16等分にした梨を並べ残りの角ぎりバターの半分

をちらす。角ぎりした梨と残りの角ぎりバター、砂

糖、レモン汁、お好みでシナモンをかけたら蓋を閉

め炊飯ボタンを押す。 

3.ボールに残りの材料を入れ混ぜ合わせる。2 の炊飯

後の角切り梨と煮汁をボールに移し混ぜ合わせる。 

4.生地を炊飯器に流し入れ炊飯ボタンを押す。炊飯器

からお皿を当て裏返し出したら完成！☆☆☆ 

 

＊気になる今月の運勢は？ １０月占い＊ 

材料 （5 合分炊飯器）  

梨 2 個  砂糖 50g 

バター40g レモン汁 大さじ 1 

シナモン適量 

ホットケーキミックス 200g 

卵 1 個  牛乳 150cc 

紅茶(アールグレイ)1 パック 

溶かしバター（なくても可 30g） 

ハチミツ 大さじ 2 

所在地 ：岡山市南区築港栄町 28-5 
交 通 ： 岡電バス『築港新町』 バス停 徒歩 2 分 
用途地域 ：商業地域 
構 造 ：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 １5 階建 １５階部分 
総戸数 ：98 戸  
新築年次 ：平成 19 年 2 月 
事業主 ：株式会社マリモ  
施工 ：松井建設株式会社 
管理会社 ：株式会社マリモコミュニティ 
専有面積 ：91.07 ㎡  
バルコニー面積 ：18.25 ㎡ 
管理費 ：6,420 円／月  
修繕積立金 ：11,440 円／月 
駐車場 ：近隣月極 駐車場使用料：4,500 円／月 
CAＴV 使用料 ：540 円／月 
現 況：居住中  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。 

 

 

＊ラタンの台 
高さ約８０ｃｍ  
直径約 40ｃｍ 
花瓶などの台にどうぞ！ 

最上階から見渡す眺望は圧巻のひとことです。もちろん
南向きで日当たり・通風良好です。商業施設・金融機関・
医療機関が充実しており生活に便利な立地です。 
たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 


