
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

こんにちは。毎日、新型コロナウイルスの話題で持

ち切りの日々ですね。ついに緊急事態宣言まで発令さ

れました。岡山は指定エリアにはなっていませんが、

油断は禁物です。ご自身が掛かってしまうのも辛いで

すし、周りの人に移してしまうのもやはり辛いですよ

ね。暖かくなってきて１年の中でも一番、気持ちのい

い季節。本来であれば就職祝いや入学祝いなど、みん

なで集まる機会が増える時期ではありますが、今年は

ちょっとだけ我慢です。でも悲観的にばかり捉えず、

家に居る時間が増えたことを上手く生かして、今まで

なかなかできなかったお家のお手入れなどにトライ

してみてはいかがでしょうか？！“ここには釘を打っ

てもいい？”とか“この洗剤使って大丈夫？”などわ

からない事があれば是非、気軽にお問合せください！ 

コロナ収束に向けてみんなで頑張りましょう！ 
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＜ショップ＞〒700-0973 岡山市北区下中野377－1 
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ブログ更新中！ 

リ･ライフプロデュース 検索 

中古マンションを購入することになり、弊社ホーム

ページを見てリノベーションのご相談に来てくださ

ったことからのスタートでした。打ち合わせの中で、

M 様の好きな内装の写真を見せていただきながらイ

メージを共有し進めていった結果、可愛いすぎないナ

チュラルで冷たくならないシンプルなインテリアに

行きつきました。 

家具が配置され、より一層、素敵なお家になっている

ことでしょう☆☆M 様、ありがとうございました。 

完成後、“思ってい

た以上の出来上が

りで大満足です！”

ととても喜んで下

さっていたので嬉

しかったです！ 

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

 
 

 

 

造作洗面台も

M 様の要望を

形にしたもの

です。 

＊施工レポート＊ 

キッチンスペースは向き 

を変え、作業する手元が 

見えないようにしました。 

キッチンはシンク下がオ 

ープンになること！ミー 

レ製の食洗機！と奥様こ 

だわりのキッチンを実現しました。 

＊４月 インフォメーション＊ ＊ごあいさつ＊ 

 

弊社特集ページ 

・古民家再生リフォーム 

・リフォームにおける防災対策 

・岡山のリフォーム会社と実例集 

 

ＫＧ情報出版 電子書籍版有 

 

弊社施工の古民家再生住宅やリフォーム実例を掲載し
ていただきました。今回の特集ページでは防災対策につ
いて、不動産目線、リフォーム目線のそれぞれから弊社
スタッフがお答えしております。将来リフォームを考え
ている方は勿論、そうでない方も参考にしていただける
内容となっていますのでぜひご覧ください♪ 

岡岡山山でで失失敗敗ししなないい  
リリフフォォーームム会会社社をを選選ぶぶ本本

VVooll..２２  
がが発発行行さされれままししたた！！  

￥550(税込) 

 
発売中 

是非お近くの書店にてご覧くださいませ★ 

新築・リフォームした頃はお気に入りだったこのわが家
もモノが増えたり、痛んだり…新生活がスタートするこ
の季節、プチリフォームでリフレッシュしてみません
か？ちょっとしたアイデアでわが家の景色がかわるプロ
おすすめのアイデアをご紹介いたします。 

調湿脱臭パネル 
機能性と意匠性を兼ね備えた優れもの 

素敵なデザインの陶板パネルで気分も空

気もリフレッシュでき、一石二鳥です。 

アクセントクロス 
キッチンカウンターの下など、１面だ
けをお好きなカラーやデザインに♪ 
全面貼り替えだとお部屋の片付けが大
変ですが、１面だと工期も短く済むの
で、気軽にお部屋の雰囲気が変えられ
ておオススメの工事です！ 

この他、収納やカーテン、スマート照明などインフォ
メーションにてご紹介しております。 
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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。皆さまご承知の
とおり、新型コロナウイルスの影響もあって経済が沈ん
でいる状況ですが、いかがお過ごしでしょうか。不動産
業界も例年の 3 月とは違って、さほどバタバタすること
もなく 1 ヶ月が過ぎ去ってしまいました。しかしながら
元気だけは忘れずに今月も精進して参ります。 
 

☆大好評 ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

    

☆締め切りは 4 月 30 日(月)正午まで☆ 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…冒険心が高まる様子。困難なこと、未知のこと、新しいこと 

昔失敗したことにチャレンジしたいという気持ちが大きくな 

り、心から先に動き出そうとすることでしょう。身体もそれに 

従って動くことで、意外な力が発揮されていきそうです。 

                       ラッキーデー6 日・17 日・20 日 

牡牛座…スタートダッシュに成功する可能性が高い月。新しい年度に合 

わせて、新しいことを始めてみる事をオススメします。スター 

トラインに立って一歩を踏み出すことがこの 4 月は大切です。       

ラッキーデー6 日・17 日・22 日 

双子座…好調な運気をしているようです。特に自分らしさを前面に出す 

ことで、良い結果を手に入れることができるでしょう。自分ら 

しさを失うことなく、行動や発言をしていきましょう。 

                        ラッキーデー3 日・20 日・29 日 

蟹 座…落ち込むような出来事が、何度か続くようなこともありそうで 

す。客観的に物事を見ることで、具体的なトラブル解決策が見 

えてきそうです。問題の真ん中に切り込むよりは、少し離れた 

場所から観察するようにしましょう。 

                      ラッキーデー9 日・16 日・27 日 

獅子座…総合運が良いので満ち足りたひと月を過ごすことが叶いそう 

です。特に対人運が良く、人との関係が良好に推移しそうです。 

これまで敵対していた人とも、なにかをきっかけに関係が好転 

することもあって、良い輪が拡がって行くことでしょう。 

                      ラッキーデー8 日・16 日・29 日 

乙女座…あなたのことを広く知ってもらえるような、そんなチャンスに 

恵まれた月になりそうです。積極的にアピールできる場では、 

自分のことを大きく見せていきましょう。 

ラッキーデー 5 日・14 日・30 日 

天秤座…行動力に満ちる月になりそうです。その上、センスが冴えるこ 

とで、どのような場面、場所でもあなたは活躍できることでし 

ょう。人と関わりあうことで大きな成功、成長を手にできそう 

です。                  ラッキーデー 9 日・18 日・22 日 

蠍  座…新しいつながりが期待できる月になりそうです。人から人を紹 

        介してもらうような、対人縁の数珠つなぎはあなたの近い未来  

       そして遠い未来にかなりのプラスをもたらしてくれることでし 

ょう。                  ラッキーデー 1 日・13 日・26 日 

射手座…自分の知識増進や情報収集には貪欲になっておきましょう。 

ひとつのことに集中して取り組むのも良いですが、この 4 月 

は幅広く手を伸ばしていくことを優先させましょう。 

                       ラッキーデー10 日・20 日・29 日 

山羊座…周囲の中で自分の存在が浮いていること、なにかしら違ってい

ることに気付かされ、すれ違いを多く感じてしまうことでしょ

う。相手を気遣う余裕を持てば、万事上手くいきそうです。 

     ラッキーデー 3 日・14 日・27 日 

水瓶座…集中が切れて、良くないことが連鎖してしまう可能性もありま 

す。リフレッシュや気持ちの切り替えは大切なことですが、そ 

れ以上に誰かに頼ることを覚えておきましょう。 

ラッキーデー6 日・16 日・27 日 

魚 座…あなたの魅力があふれる良い運気の月と言えそうです。特にあ 

なたの生き方、ライフスタイルに他人からの注目が集まりそう 

です。他人からの高い評価は、自信にもつながってくることで 

しょう。        ラッキーデー 4 日・18 日・22 日 

 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『簡単キムチそばメシ』 

 
 
              作り方 

1. 材料を一口大に切る。(焼きそばは 袋の上から真っ

直ぐに包丁で押さえるように切る。) 

2.フライパンにゴマ油を入れ、豚肉とエリンギに軽く塩

コショウをして炒める。 

3.②に焼きそばと、キムチを入れて混ぜ合わせるように

炒め、添付の粉ソースか、焼きそばソースを入れて 

馴染ませる。さらに、ご飯を加えて混ぜ合わせる。最

後に味を見ながらソースか醤油を足して整える。 

4.お皿に入れて 真ん中に窪みを作り温玉をのせて、 

マヨネーズをかける。 ～ぜひお試しください♪～ 

 

＊気になる今月の運勢は？ 4 月占い＊ 

材料（4 人分） 

豚肉 100〜200g 

エリンギ 1 パック 

焼きそば 2 玉   

キムチ 1 パック 

塩コショウ少々  

ごはん茶碗 2 杯 

焼きそばソース適量 

マヨネーズ適量 

温玉 4 個 

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（有田焼） 

香蘭社 
高さ：約 20 ㎝ 直径：約 20 ㎝ 
 

閑静な住宅街で環境の良い立地です。角地でゆったりと

しており、駐車スペースにはカーポートもあって 3 台駐

車が可能です。販売価格も見直しましたので、ご興味の

ある方はお気軽にお問い合わせください。たくさんのお

問い合わせをお待ちしております。 

所在地：岡山市北区津高台三丁目 
交 通：中鉄バス『津高台団地中』 バス停 徒歩 5 分 
用途地域：第一種低層住居専用地域 
建ぺい率：50％ 容積率：100％  
接道：北側、西側 6.0m 
地 積： 233.05 ㎡ (70.49 坪) 
構造：木造スレート葺 2 階建 
床面積：1 階 63.34 ㎡ 2 階 56.31 ㎡（計:119.65 ㎡）

※登記上の面積で「蔵」部分を含んでいません。 
新築年次：平成 17 年 12 月（築 14 年） 
駐 車：並列 2 台（車種により 3 台可、一部縦列駐車） 
設 備：公営水道、公共下水、オール電化、側溝、カー
ポート 
現 況：所有者居住中 引渡：相談 取引態様：仲 介 

☆ 令和 2 年 3 月の成約御礼！ 
・アルファステイツ今パークアベニュー 7 階部分 
・アルファステイツ清心 11 階部分 
・赤磐市桜が丘東 4 丁目土地 ・南区南輝 2 丁目土地 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 

北区津高台３丁目中古住宅  29,900,000 円 

ご縁のあったみなさま、おめでとうございます！ 
 

 


