
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

こんにちは。新型コロナウイルスの収束が一向に目

処が立たず、３月に予定されていたＴＯＴＯさんやＬ

ＩＸＩＬさんの新ショールームのオープニングイベ

ントも軒並み中止となりました。建築業界にも影響が

出ており、機器や材料が入らない事態となっておりま

す。なるべくお客様にご迷惑をお掛けしないよう、対

策を講じていきたいと思っておりますが何卒ご理解

いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

コロナ問題が早く解決する事を祈るばかりです。 
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ブログ更新中！ 

リ･ライフプロデュース 検索 

ご夫婦で楽器演奏を嗜まれるＮ様邸。しかもご主人

様はコンサートを開催される程ということもあり、や

はりマイホームを買うのであれば自宅で思う存分、練

習ができる環境にしたいとのご要望で防音工事のご依

頼をいただきました。 

れてもリビングに居て全く聞こえない！外に出てみて

も全く聞こえない！防音リフォーム、大成功です！！

Ｎ様、心置きなく、演奏を楽しんでくださいね。 

とても勉強になりました。ありがとうございました☆ 

←こんな小さな明り取り窓にも内窓を

設置し、換気口まで防音仕様に変更。 

ご入居後にはご自身で防音カーテン＋

ジュータン敷きまでされる徹底ぶり！ 

先日、その効果を体感するためにお邪

魔してきました。２階の練習室でご主

人様が思い切りトランペットを演奏さ 

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

 

 

 
 

 

 

まずはＬＤＫの入口ドアをダイ

ケン製の防音ドアに交換しまし

た。なんと扉だけで３０ｋｇを超

える重量。敷居や枠も厚みがあり

ドアを閉めた時の気密性は一般的

なドアと随分違うと感じました。

同様の防音ドアを２階の洋室（練

習室）にも採用されました。 

次に外部に音が漏れる最大の原 
 

徳地 美乃里（とくち みのり） 
平成 7 年９月生まれ 24 歳 
出身地：兵庫県 
趣 味：映画鑑賞・ショッピング 
愛 称：とくちゃん 
 はじめまして！この度リ・ライフプロデュースの一員となりま

した徳地と申します。昨年より事務所にて勤務しておりましたが

この度ご挨拶させていただく事になりました。趣味は映画観賞

で、特にホラー映画やコメディ映画をよく見ます。映画で培った

度胸と忍耐力、笑顔は誰にも負けません！皆様と直接お会いする

機会は少ないかもしれませんが、おススメの映画があればぜひ教

えてください♪電話応対を担当しておりますのでお気軽にお電

話ください。よろしくお願いいたします。 

＊施工レポート＊ 

因となる窓。

もともとペア

ガラスではあ

りましたが、

さらに防音効

果を高める為

に内側に内窓

の複層ガラス

を設置。 

＊３月 インフォメーション＊ ＊ごあいさつ＊ 

第第第２２２弾弾弾OOOUUUTTTLLLEEETTTセセセーーールルル開開開催催催しししままますすす!!!!!!   
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※ 

好評企画の第２弾‼ 先月号で掲載しきれなかった商品も
一挙放出です！システムバスなども引き続き展示中ですの
でこの機会にぜひ店頭にお立ち寄りください♪皆様のお越
しをスタッフ一同お待ちしております☆ 

 

☆ 最大 70％OFF の大特価です☆ 
安保 こはる（あぼ こはる） 

平成 8 年 4 月生まれ 23 歳 
出身地：広島県 
趣 味：音楽を聴く・動画を見る 
愛 称：あぼちゃん・こはるちゃん 
 はじめまして。この度リ・ライフプロデュースの一員にな

りました安保と申します。2 月よりベスト電器店内のショッ

プで受付業務をしております。私の趣味は音楽を聴くこと

と、主に YouTube などで動画を見ることです。また歌を歌

うことも好きなので、休日にはよく友人とカラオケに行って

います！まだまだ不慣れで至らない点ばかりですが、笑顔で

お仕事を頑張りたいと思います！よろしくお願い致します。 

リリ・・ラライイフフニニュューーフフェェイイススをを紹紹介介ししまますす  

ＡＡＡｆｆｆｔｔｔｅｅｅｒｒｒ 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフ不動産部です。移動シーズンが
ピークを迎える 3 月に突入しましたが、2 月は皆様方に
とってどのような 1 ヶ月となりましたでしょうか。当事
業部は1月に詰め込んでしまったせいで2月はとても静
かに過ぎ去ってしまいました。3 月はお客様への引き渡
しや、新たな売却物件の販売活動を行って参りますので
引き続き宜しくお願い致します。 

☆大好評ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

    

☆締め切りは 3 月 30 日(月)正午まで☆ 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…ややペースを落として物事に取り組んだ方が成果を挙げられ 

そうです。特にグループで取り組むことに関して言えば、他人 

と歩調を合わせて臨まないと、自分だけが孤立することになり 

かねません。           ラッキーデー4 日・19 日・22 日 

牡牛座…あまり良い運気をしているとは言えないようです。運気が好転 

するのを待ち、今は耐える時期だとの認識を持てば、いずれは 

明ける運気の谷間を待つことができるでしょう。 

                ラッキーデー7 日・17 日・21 日 

双子座…自分の理想だけを追い求める月になってしまいそうです。相手 

の個性を尊重する気持ちを持ちましょう。相乗効果を得られる

ようにすることで、あなたの詰まっている目的達成にも役立つ

こともあるでしょう。     ラッキーデー5 日・15 日・22 日 

蟹 座…理想と現実の間で悩みを抱えることになりそうです。対人関係 

がギクシャクしてしまうこともあるでしょう。相手の事情を聞 

く余裕を持ち、自分の方から変わっていける心持ちをしておく

ようにしましょう。    ラッキーデー6 日・15 日・30 日 

獅子座…色々なことにチャレンジする気持ちが湧いてきて、大いにそれ 

を発揮することになるでしょう。最後までやり切って、仮にそ

れが不本意な結果に終わったとしても、貴重な体験ができたと

プラスに考えることであなたの糧となってくれそうです。 

                      ラッキーデー1 日・12 日・27 日 

乙女座…なにかと重要な役割を担うことになりそうです。ここ最近の活 

躍が評価され、より重要な役目があなたに回ってきそうです。

周囲の期待が大きくなり、さらなる飛躍を達成することが可能

な波が来ていると言えるでしょう。 

ラッキーデー 4 日・17 日・28 日 

天秤座…自分の気持ちに正直になり、素直に過ごせる月になりそうで 

す。人間関係や自分の将来について悩まされていたことが、一 

気にクリアになることでしょう。ストレスの元が消えること 

で、新しい発見も多くありそうです。 

ラッキーデー 7 日・１6 日・26 日 

蠍  座…なかなか目標や目的が定まらない不安定な月になりそうです。 

挑戦したいといった気持ちが湧いてはくるものの、思うように

動けない状況に陥ってしまいそうです。今求められていること

をとにかくこなすようにしましょう。 

 ラッキーデー 12 日・20 日・30 日 

射手座…この先長く必死になれる物事との出会いがありそうです。新し 

く接することに対しては、何事においても興味を持って望むと

良いでしょう。           ラッキーデー4 日・21 日・29 日 

山羊座…なにかと他人から頼られる月になりそうです。突然のピンチッ

ヒッター役になりそうですが、嬉しい結果につながることが多

いので、あなたの評価は大きく上昇することでしょう。 

     ラッキーデー 7 日・15 日・28 日 

水瓶座…全体運が下がることから、何事も上手くいかなさそうな気配を 

持っています。予定や計画の通りに物事が進まなくとも、運気 

の谷に入っているだけなので、ここを乗り越えたらまた上昇の 

気流に乗る事ができます。ラッキーデー1 日・18 日・27 日 

魚 座…とても高い状態にあるようです。今年の最高潮と言っても良い 

かもしれません。これまであなたのことを悩ませていた様々な

ことから解放されて、気持ちも晴れやかになりそうです 

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！＊ 

『チキンの煮込み カチャトーラ』 

 
 
              作り方 

1. 骨付きもも肉はぶつ切りにし、オリーブオイルを敷い

た鍋で皮目から焼き、焼き色がついたらヒックリ返

し、鍋から取り出す。その鍋にバター入れ、みじん切

りにしたたまねぎ、にんじん、セロリをくわえ、塩を

して炒める。 

2. 1 の野菜がしんなりしたら、鶏肉を鍋に戻し、一度合

わせてから、白ワインを注ぎ、ワインが沸いたら、潰

したトマトの水煮を入れる。セージとローズマリーも

この時に入れる。20 分位、中火で煮込み、ソースに

ねっとり感が出てきて、ボコッという音がするような

沸き方がしたら出来上がり。 

～ぜひお試しください♪～ 

＊気になる今月の運勢は？ 3 月占い＊ 

材料（2 人分） 
鶏もも肉(骨付き）500g 

玉ねぎ 1/2 個・ 人参 中 1/2 本 

セロリ 1/2 本  

トマト水煮缶 200g 

白ワイン 100cc・塩 適量    

セージ・ローズマリー適宜 
エクストラバージンオリーブオイル  

大さじ 2 杯  無塩バター 5g 

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。 

 

 

  

 
＊花器（九谷啓峰） 

箱はありません 
高さ 約 20 ㎝  
直径 約 20 ㎝ 
 

団地内は閑静な住宅街で道路幅員も広くゆったりとして

います。バス停まで徒歩 5 分、そして近隣には商業施設

も充実していますので便利な立地です。必要に応じてリ

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：岡山市南区妹尾 
交通：JR 宇野みなと線『妹尾駅』徒歩 15 分 
用途地域：第 2 種中高層住居専用地域 
建ぺい率：60％ 容積率：200％ 地目：宅地 
地積：197.25 ㎡（59.66 坪） 
接道：北側 9.5m（公道） 構造：木造瓦葺 2 階建 
新築年次：平成 1 年 7 月（築 31 年） 
床面積：1 階 72.87 ㎡ 

2 階 40.57 ㎡（合計：113.44 ㎡） 
インフラ：上水道、下水道、集中プロパン、側溝 
現況：所有者居住中 引渡：相談 取引態様：仲介 

☆ 令和 2 年 2 月の成約御礼！☆ 

・南区芳泉 4 丁目中古住宅 

・瀬戸町瀬戸③号地土地 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
南区妹尾中古住宅  16,800,000 円 

今月はわずか 2 件でしたが、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！ 

 


