
 
 
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

 
 

 

    

     ＜おすすめ日常メンテ＞ 
  お風呂の最後に、床に熱いシャワーを 
  かけて汚れを流し、冷たいシャワーに
  切り替えて温度を下げます。 
 

１年間の汚れが気になるこの時期。大掃除「もっと楽に済ま
せられれば･･･」と思っていませんか？そんなあなたにプロ
がオススメする、普段のお手入れの仕方と大掃除攻略プラン
をご紹介します☆★ 

こんにちは。１１月に入り、朝晩は随分と冷え込む

ようになってきました。すでにインフルエンザが流行

しているという話も聞きますが皆様、体調を崩されて

いないでしょうか？早いもので令和元年も残すとこ

ろあと２か月弱ですね。年賀状や新年のカレンダーな

どを目にする事が増えてきてやっと年末が近い事を

実感します。１カ月なんてあっという間に過ぎてしま

いますので少しずつ、出来る事から準備をしていきた

いと思います。年内に直しておきたい 

ところなどございましたらお早めに 

ご相談くださいませ。 

 

  岡岡山山市市南南区区浦浦安安  ＨＨ様様邸邸  フフルル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 

＊１１月 インフォメーション＊ 
  ＊施工レポート＊ 

リフォームプラン付き物件として販売していたこち

らの住宅。リフォーム済み物件とは違い、実際にこち

らのお家に住まわれる方の希望・要望をお聞きしなが

らプラン変更していけるのが最大の魅力です。今回も

こちらをご購入された H 様と打ち合わせを重ね、形

にしていきました。 

キッチンの高さや吊戸棚の高さなど H 様の使い勝手を

確認しながら決めていただいたのでジャストフィッ

ト！すっかり H 様カラーに生まれ変わりました。これ

から住んでいく程に居心地のいいお家になっていきま

すように☆ H 様、ありがとうございました。 

 

 

昭和５５年築の木

造住宅。二間続きで

ジュラク塗り壁の

和室だったところ

を一室に繋げ、無垢

フローリング貼り

の明るい LDK にし

ました。キッチンは

対面キッチンに。 

H 様ご一家は皆様

身長が高いので、 

ＢＢＢｅｅｅｆｆｆｏｏｏｒｒｒeee   

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

 

 

  ＊ごあいさつ＊ 

 

 

 

 

 

 

  年末大掃除ラクラク攻略術 

 インフォメーションでは他にも、キッチン・
 雨どい・窓・網戸の日常メンテナンス方法や
 設備を詳しくご紹介しています。 
 気になる方はぜひご相談くださいませ♪ 

綺麗で鮮やかな紅葉やライトアップが堪能できます！ 
ご家族でぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか★☆ 

場所：岡山後楽園 

日時：11 月 15 日(金)～11 月 24 日(日) 

時間：17 時～20 時半 入園入場は 20 時まで 

入場料：大人 410 円 65 歳以上(シニア)140 円 

＊豪渓の紅葉＊ 

場所：岡山県加賀郡吉備中央町下加茂  
   1760 
時間：ライトアップ 11 月上旬～下旬
   17:30 頃～21:00 頃 
入場料：無料 

場所：岡山県総社市槇谷豪渓 

岡山総社ＩＣから車で４５分 

見頃シーズン：～11 月下旬まで 

無料駐車場有（40 台） 

＊宇甘渓の紅葉＊ 

＊秋の幻想庭園＊ 

リフォームするなら風通しの悪い浴室には、換気乾燥
暖房機、防カビコーキング設備がおすすめです！ 
 

＜おすすめ日常メンテ＞とにかくシ
ンクから油を流さないこと。油汚れ
はふき取ってから洗いましょう！ 

＜おすすめ日常メンテ＞水分をこぼしたらすぐ
に拭き取り、傷汚れ防止のフェルトを家具に貼り
ましょう。リフォームするならワックス作業のい
らないワックスフローリングがおすすめです！ 

ＡＡＡｆｆｆｔｔｔｅｅｅｒｒｒ 

ＡＡＡｆｆｆｔｔｔｅｅｅｒｒｒ 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフ不動産部です。早いもので今年
も残すところ 2 ヶ月を切りました。最近の不動産市況の
印象としましては土地が活発に動いているような印象で
す。売却物件は多いに越したことはありませんので、お
売りになりたい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 10 月の成約御礼！ 
・北区楢津店舗付き土地・リベール厚生町 3 階部分 
・赤磐市桜が丘東 1 丁目土地 
・ポレスターブロードシティ岡山南 15 階部分 
★新着物件情報★ 倉敷市酒津①号地・②号地    
①号地：215.20 ㎡  1,080 万円 
②号地：211.04 ㎡  1,040 万円 

☆大好評ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

 

   ☆締め切りは 1１月 2８日(木)正午まで☆ 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…全体運が良い状態なので、なにをしても自然と望み通りの道へ 

        と進んでいくことになりそうです。絶望的な状況で、半ばヤケ 

         クソな思いで取った行動が、実は成功への道筋だった、という 

         こともありそうです。    ラッキーデー6 日・11 日・20 日 

牡牛座…男女間の関係に関して、大きなトラブルを抱えることになって 

        いそうです。恋人、夫婦、親子、友人、同僚など、年齢や立場 

         に関係なく、男女の関係は要注意です。細かいことは気にしな 

         いで、スルーできる気持ちの大きさを持っておきましょう。   

                                 ラッキーデー2 日・15 日・２1 日 

双子座…小さなトラブルをいくつも抱えることとなり、気の休まる時間 

        が少ないストレス過多の時期になりそうです。毎日なにかしら 

         の楽しみを見出して、一日の終わりにはリセットするように心 

         掛けていくことが肝心のようです。 

                                ラッキーデー 3 日・１5 日・29 日 

蟹 座…物事を進める際には慎重になっておくと成功できる暗示です。 

        充分な心構え、綿密な計画や準備が何事においても大切になっ 

         てくると言えるようです。ラッキーデー7 日・19 日・２5 日 

獅子座… 10 月から一転して安定傾向にあるようです。なにかをするに 

         は、もってこいの月になるでしょう。ちょっとした冒険心を 

          起こしてみても良いかもしれません。動けば動いた分だけあ 

     なたの血肉となってくれることでしょう。 

                                 ラッキーデー2 日・10 日・22 日 

乙女座…運気の上昇に入る時期。これまで良くなかった運気が、ようや 

        くプラスに転じることになるでしょう。煮詰まっていた事柄が 

         スムーズに進むようになり、ひらめきと発想が降りて来ること 

         でしょう。              ラッキーデー 4 日・13 日・22 日 

天秤座…自分のことを積極的にアピールしていくと良いようです。人と 

        の関係、仕事の成果、性格や特技なども含めて、自分をもっと 

         売り込んでいきましょう。ラッキーデー 1 日・１6 日・23 日 

蠍  座…対人関係でこじれることが多そうです。その影響もあって、自 

        分の目標や計画に支障が生じて、思った通りに物事が進まない 

         ことになりそうです。   ラッキーデー 2 日・11 日・21 日 

射手座…10 月の緊張感をやや引きずりつつも、視野が広がり新しいも 

        のへと興味が芽生える時期のようです。ある意味、再出発に向 

         く時期でしょうから、なにか新しいことを始めてみるのも良い 

         でしょう。             ラッキーデー 6 日・１5 日・24 日 

山羊座…良い波に乗れるかどうかで 12 月の行動にも影響を与えてきそ 

        うです。そういった意味では、気合を入れて何事にも臨むべき 

         でしょう。心構えから他者に遅れを取っていては、競争に勝て 

         ないばかりか置いていかれることにもなってしまうようです。             

                                 ラッキーデー 7 日・13 日・21 日 

水瓶座…対人運が良いようです。なにかと助けられることがあり、良い 

    印象を周りに持ってもらうこともできそうです。波風を起こす 

     ことは避けて、他者との協調を第一に考えておくと良いかもし 

         れません。              ラッキーデー8 日・14 日・25 日 

魚 座…別れの季節になりそうです。友情の終わり、愛情の終わり、仕 

        事の終わりなど、様々な場面で縁が遠ざかる姿が見られます。 

         すでに 10 月の時点で関係に溝ができているようなことがあれ 

         ば、決定的な別れに即つながっていくことでしょう。あまり修 

         復を考えない方が良いかもしれません。 

                             ラッキーデー 10 日・19 日・23 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『フライパンで作るかぼちゃと 

小豆のふっくら蒸しパン』 

 
 
              
作り方 

1. ステンレスカップにグラシンまたはシリコンカッ

プを入れて準備。かぼちゃは皮を剥き、一口大に切

り、鍋に入れて柔らかくなるまで茹で、耐熱ボール

に入れてペースト状に潰す。（荒めでも OK です）    

2.1 に卵、砂糖、サラダ油、牛乳を入れよく混ぜる。

次にゆであずき、ホットケーキミックス加え、粉っ

ぽさがなくなるまで混ぜ、準備した容器に生地を流

し入れる。 

 3.フライパンに水を張り、沸騰させたら容器を入れ

る。フライパンに布巾を包んだ蓋でふたをし、弱火

で約 15 分蒸す。    完成です♪♪ 

＊気になる今月の運勢は？ １１月占い＊ 

材料（5 個分）  

ホットケーキミックス 100g  

かぼちゃ 100g・ ゆであずき 50g  

卵 1 個 ・ 砂糖 大さじ 2  

サラダ油 大さじ 2  

牛乳（又は豆乳) 大さじ 2 

所在地：①号地 倉敷市酒津 2580 番 29 
        ②号地 倉敷市酒津 2580 番 35 
交 通 ：両備バス『あけぼの橋』バス停 徒歩 12 分 
用途地域 ：第一種低層住居専用地域 
地 目： 宅地 
地 積： ①号地 215.20 ㎡、②号地 211.04 ㎡ 
建ぺい率 ：50%  
容積率 ： 100% 
接 道：①号地 東側 4.0m、②号地 西側 4.0m 
現 況：①号地 古家あり（解体更地渡し） 
    ②号地 更地 
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。 

 

  

＊九谷 永泉 花瓶 
高さ約 24ｃｍ  
 箱なし 

イオンモール倉敷からは車で 5 分ほどの立地です。閑静
な住宅街で酒津公園へも徒歩圏内です。建築請負条件も
ありませんのでお好きな工務店での建築が可能です。 
たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 
 


