
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

こんにちは。今年は暖冬で過ごしやすい冬となって

いますが皆様、いかがお過ごしでしょうか？ここのと

ころ毎日のように新型コロナウイルスについて報道

されていますね。プラス例年同様、インフルエンザも

猛威を振るっているようですのでくれぐれもアルコ

ール消毒など、予防には気を付けてください。 

さてこの度、リ・ライフプロデュースには新しいメ

ンバーが仲間入りしました！１名は早速、弊社ショッ

プにて受付業務に従事しております。ショップ 

にお越しの際に見慣れないスタッフが居ても 

今まで通り、お気軽にお声がけください！ 

よろしくお願いいたします。 
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ブログ更新中！ 

リ･ライフプロデュース 検索 

＊２月 インフォメーション＊ 

中古戸建物件のご購入からリフォーム工事までトー

タルでお手伝いさせていただいた T 様邸。前所有者

様が外壁の塗装などメンテナンスをしていたことも

あり、内容を水まわりと内装に絞ってご自身の思い描

くマイホームへとリフォームされました。 

その他、浴室・洗面台・トイレなど 

水まわりはすべて T 様が選んだお気 

に入りのものに入れ替えました。これぞリフォーム済

み物件にはない中古物件×リフォームの醍醐味です。 

今後は住みながら居心地のいいマイホームにしてい

ってくださいね。T 様、ありがとうございました☆ 

 

て壁付けに

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

 

 
 ＊ごあいさつ＊ 

 

 
ＢＢＢｅｅｅｆｆｆｏｏｏｒｒｒeee   

 

 

 

ＡＡＡｆｆｆｔｔｔｅｅｅｒｒｒ 

LDK の床は無垢

材を採用しナチュ

ラルで温かみのあ

るリビングに。 

ＢＢＢｅｅｅｆｆｆｏｏｏｒｒｒeee   

 

 

毎年恒例OUTLETセール開催します!! 

装備充実のお買い得品が目白押し！売り切れの際は御容
赦ください。 ※設置工事費は別途御見積り致します※ 

☆一部店頭にて展示中☆ 
20％～最大 70％OFF 

上記以外にも、ペーパーホルダーや、水栓、洗面ボウル、
照明器具などご用意しておりますので、この機会にぜひ
店頭にお立ち寄り下さい♪見積りは無料です！！ご不明
点などございましたらお気軽にスタッフにお声掛け下さ
い！皆様の御来店をスタッフ一同お待ちしております☆
★ 

 
 

 
＜弊社ロゴマーク＞ 

弊社 HP では施工事例や物件情報なども多数掲載して
おりますので、この機会にぜひご覧になってみてくださ
い♪住まいに関するお困り事・お悩みのご相談がござい
ましたら些細なことでもぜひお気軽にご相談ください
ませ。スタッフ一同、全力でサポートさせていただきま
すので今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

＜店舗＞ 

近頃、当社名に類似した社名を称する他社様が複数
あるとのことで、お問合せをいただいております。 

弊社社名のリ・ライフとは“暮らしを変える”とい
う意味がございますので同業種の会社様もよく使用
しているようです。弊社の印刷物や書類は必ず“リ・
ライフプロデュース”と明記してございますのでチラ
シなどをご覧になるときには再度、ご確認ください。 

＊施工レポート＊ 

左記の様な配布物が出回っているようです。
類似した社名ではありますが弊社とは全く 
関係はございませんのでご注意ください。 

ＡＡＡｆｆｆｔｔｔｅｅｅｒｒｒ 

 

キッチンはもともと使

いやすい動線の L 型だ

ったので配置はそのま

ま食洗機やお手入れが

しやすいレンジフード

搭載の最新キッチンに

入れ替えました。 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフ不動産部です。2020 年のスタ
ートを切ったものの、早いものでもう 1 ヶ月が過ぎ去っ
てしまいました。皆様お変わりないでしょうか。幸先良
く仲介件数も多かったため、何かと多忙な 1 月でしたが、
2 月も継続案件が多いので、気を引き締めて臨んでいこ
うと思います。引き続き、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

☆大好評ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

    

☆締め切りは 2 月 2７日(木)正午まで☆ 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…好調な運気を持った月になりそうです。どのような難しい状況 

    に置かれたとしても、機転を利かせてその場を切り抜けること 

     ができそうです。常に自分の発言や行動には責任と自信を持っ 

て臨むと良いでしょう。   ラッキーデー4 日・19 日・27 日 

牡牛座…変化に飢える月になりそう。自分の外面にも内面にも不満を感 

    じ、自分を変えたい、変わらなくてはいけないと感じるように。 

     焦りも多少感じるようですが、何事も余裕を持って望むように 

しましょう。        ラッキーデー5 日・13 日・24 日 

双子座…何事に対してもモチベーションが高まって、意欲的に取り組む 

    ことができる月になりそうです。これまで努力を積み重ねてき 

     たことがあれば、良い結果が出そうな気配があります。 

  ラッキーデー3 日・16 日・28 日 

蟹 座…なにかしら心に刺さっていたトゲが抜けて、解放的な気持ちに 

    なれることでしょう。毎日の気分が良く、束縛から解放された 

     気持ちの安定を感じることができそうです。 

              ラッキーデー7 日・19 日・２2 日 

獅子座…誠実さが大きく評価に影響するような気配です。服装の乱れ、 

    言葉の乱れ、行動や態度の乱れは即座に正していき、人とは誠 

     実かつ真面目に接していくよう常に心掛けておきましょう。 

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

乙女座…物事への集中が続かない、フワフワした月を送ることになりそ 

    うです。地味に思えることでも、コツコツと取り組んでいき、 

     着実な進行を考えて行動するようにしましょう。 

ラッキーデー 4 日・16 日・27 日 

天秤座…好調な運気を実感することができそうです。また、物事を様々 

    な角度から見ることができそうで、あなた自身の意識の持ち方 

     を育てることができるでしょう。他者からの影響を受けること 

で、価値観の変化も見られそうです。 

ラッキーデー 8 日・１5 日・24 日 

蠍  座…理由もなくなにやらモヤモヤとした不安な気持ちが大きくな 

りそうです。その感情は、自分の過去から来るようです。中途 

半端にして切り上げたもの、後ろ髪引かれつつ切り捨てたもの 

などに、今こそ向き合って再度取り組むと良いでしょう。 

ラッキーデー 1 日・14 日・25 日 

射手座…他人から良いものを多く吸収できる月のようです。好奇心が刺 

    激され、行動力が増してくるでしょう。他人の意見を参考にし 

     つつ、本当に自分が望むものに出会えることもありそうです。 

     ラッキーデー3 日・14 日・27 日 

山羊座…判断力の低下が著しく、様々な障害があることでしょう。決断 

    が遅くなり、他者との競争に勝てなくなりそうです。気持ちを 

     しっかりと持つことで、惑わされることから身を守ることがで 

きそうです。        ラッキーデー 9 日・15 日・27 日 

水瓶座…人と衝突する機会の多そうな気配を持っています。対人運はあ 

    まり良くなく、何度も地雷を踏むことになるかもしれません。 

     人との関係に亀裂が生じたときは、早めに距離を縮める努力を 

あなたからするようにしましょう。               

ラッキーデー9 日・17 日・22 日 

魚 座…人とのやり取りの機会が大いに増えることでしょう。ストレス 

や疲労が溜まりやすい運気をしています。リフレッシュを多く 

取り入れて、気分が落ち込むことを防ぎましょう。 

ラッキーデー 8 日・14 日・23 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『簡単！豆乳とりんごのゼリー』 

 
 
              作り方 

1. りんごをやや薄切りの一口大に切って、フライパンに

入れ、バターと一緒にじっくり炒める。しんなりした

ら、シナモンパウダーをかけてりんごは完成！ 

2. 豆乳を鍋に入れて火にかけ沸騰寸前で止める。ゼラ

チンを大さじ 2 の水で溶かしたら、レンジで 20 秒あ

たためる。 

3. 2 でふやかしたゼラチン、砂糖、1 のシナモンりんご

を豆乳に入れて、よく混ぜる。粗熱が冷めたら、好み

の器に入れて、冷めたら冷蔵庫に入れて冷やし固めた

ら完成！ 

コツ・ポイント：豆乳はすぐ沸騰するので早めに火をと

めてください。   ～ぜひお試しください♪～ 

 

 

＊気になる今月の運勢は？ 2 月占い＊ 

材料（2～3 人分） 

りんご 1 個 

バター小さじ 1 

シナモン少々 

豆乳 250cc 

ゼラチン 5g 

砂糖大さじ 1 

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♪ 

お気軽にお電話を下さい！ 

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ませ。 

 

 

 

  

 
＊ドレッサー（美品） 

とてもきれいです☆ 
高さ 約 142 ㎝ 
幅  約 65 ㎝ 
奥行 約 40 ㎝ 

   

岡山駅へのアクセスも徒歩圏内な上にバス停も徒歩 1

分、と日々の生活にはとっても便利な立地です。また高

層階の南向きにつき、日当たり・通風・眺望の三拍子が

揃って良好です。リフォームプランもご提案致しますの

でお気軽にお申し付け下さい。 

所在地：岡山市北区国体町 5-33 
交通：JR 山陽本線『岡山駅』徒歩 9 分  
用途地域：商業地域 
構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 14 階建 
総戸数：129 戸 専有面積：84.52 ㎡  
バルコニー面積：12.13 ㎡ 
新築年次：平成 11 年 4 月（築 20 年） 
事業主：穴吹興産株式会社 施工：戸田建設株式会社 
管理会社：株式会社穴吹ハウジングサービス 
管理費：7,100 円／月 修繕積立金：9,600 円／月 
現況：所有者居住中 引渡：相談 取引態様：仲介 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
アルファステイツ清心 3LDK+S 11 階部分   
      ～2,680 万円～ 
 

令和 2 年 1 月の成約御礼！ 
・南区西市中古住宅 ・北区高松中古住宅 
・クラース福富 11 階部分 ・南区妹尾土地 
・北区寿町①土地、北区寿町②土地 
ご縁のあったみなさま、 
この度は誠におめでとうございます！ 


