
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

  

倉倉敷敷市市ＯＯ様様邸邸  戸戸建建てて  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 

ご結婚を機に中古住宅を購入したＯ様ご夫妻。新居

にて新生活をスタートする前にリフォーム・メンテナ

ンスをしておいた方がよい部分はないか？という事

でご相談をいただきました。表面的な部分だけではな

く、建物の傾きや床下状況も点検し、修繕した方が良

い箇所をご提案させていただきました。点検の結果、

大きな傾きもなく躯体は問題なし。ただ、外壁塗装が

経年劣化していた為、塗装工事をお勧めしました。床

下チェックで洗面給湯管の腐食が 

認められた為、交換をご提案。 

木造なので白蟻駆除を施すこと 

もお勧めしました。 

←ＬＤＫの窓はすべて内窓を設置し 

断熱性もアップしました。 

完成と同時に新婚生活をスタートされた

Ｏ様ご夫妻、末永くお幸せに～☆☆☆ 

ありがとうございました。 

 

 

 

洗面給湯管の腐食部

分の交換に伴い、洗

面化粧台も交換しま

した。 

奥様が希望されたの

はやはりキッチンリ

フォーム！奥様が一

番使う設備ですから

当然です！ 

＊施工レポート＊ ＊５月 インフォメーション＊ ＊ごあいさつ＊ 

 

 

BBBeeefffooorrreee 

BBBeeefffooorrreee 
 

イベント中止や外出自粛要請が続くなか、お家で何を
しようか…悩む毎日ですよね。そこで、お家で楽しめ
ることをご紹介いたします♪ 

☆お家でお料理☆ 
本紙裏面では料理レシピ
を毎月ご紹介しておりま
す。過去のリ・ライフ
NEWS は弊社 HP に掲載
しておりますのでこの機
会にぜひチェックしてお
料理してみてください☆ 

☆お家でストレッチ☆ 
お家の階段や段差を使って昇り降り運動や、 
前屈などの簡単なストレッチは疲労回復効果 
があります。テレビや音楽を見聞きしながらで 
もＯＫ☆簡単にできるリフレッシュ方法です♪ 

かかんんたたんんリリフフォォーームムでで今今かからら備備ええるる  
〜梅雨対策〜 

湿気やカビに悩ませられる梅雨まであとわずか。ジメジ
メするのはいつものことだから…と諦めていませんか？
今回は、湿気対策はもちろん、菌・ウイルス対策への意
識が高まっている今こそオススメするアイテムをご紹介
いたします。 

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

上記以外に、お風呂乾燥機・きれい除菌水・食洗機を
ご紹介しております。ぜひご覧ください♪ 

●トイレ自動水栓● 
汚れたままの手で蛇口に触れるのを防ぎま
す。蛇口レスで見た目もすっきりする自動水
栓がおすすめです。 

●抗ウイルス壁紙・吸放湿壁紙● 
細菌やウイルスを抑制し、吸湿性ポリマーが
湿度を適度に調節しカビの発生も軽減させ
てくれる優れものです！ 

●エコカラットプラス● 
湿気は通しますが汚れや水は通さず調湿し、
気になる匂いも脱臭してくれます。お手入れ
も簡単なのでデザイン性も機能性も両方兼
ね備えており一石二鳥です。 

 

☆お家でキャンプ☆ 
お家にあるキャンプキット
やインテリアを使ってお部
屋の雰囲気を少し変えるだ
けでお家の中やお庭でもキ
ャンプが味わえます！ご家
族で楽しめるのでぜひお試
しください♪ 

 

 

 

 

こんにちは。例年とは違う静かなゴールデンウィー

クも終わり、季節は初夏に突入です。しかし暑い夏が

来る前には例年通りの梅雨がやってきます。今年は新

型コロナの影響もあり、殺菌スプレーや除菌シートを

携帯されている方も多く、衛生意識が高くなっている

ように感じますが、お家の湿気・カビ対策もぜひお忘

れなく備えておいてくださいね。 

自粛生活に加えて梅雨の長雨とくると 

何だか気分も晴れませんが、ここでくじ 

けず！頑張って乗り越えればパッと明る 

い夏が来るはず！！皆様もまだ気を緩め 

ず、体調管理にはくれぐれも気を付けて 

コロナ収束に向け、頑張りましょう！ 

 
床下で洗面給湯管腐食部分 発見 

 AAAfffttteeerrr   
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2018.10 月号掲載 
『アクアパッツァ』 
 
2017.6 月号掲載 
『チーズチヂミ』 
 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフ不動産部です。いつもの GW と
はひと味もふた味も違う連休でしたが皆さま方におかれ
ましてはいかがお過ごしになられたでしょうか？最近の
不動産事業部は売却の査定依頼が増えたように感じてお
ります。少なからず、相場を把握しておきたいとお考え
の方が多数いらっしゃるようです。不動産に関するご相
談でしたら、ちょっとしたことでも構いませんのでお気
軽にお声かけ下さい。 
 

☆大好評 ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

    

☆締め切りは５月２９日(土)正午まで☆ 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…全体運が低下気味。迷ったときには信頼のできる第三者に意見 

を求め、冷静さを取り戻すようにしてください。空想の世界に 

多く触れる機会を持つことで精神的なリラックスができそう 

です。                   ラッキーデー8 日・16 日・21 日 

牡牛座…自分が本当は何をしたいのか、何に向いているのかといった才 

能や気持ちを再確認すると良いでしょう。その結果として現 

状、目標を変えるといった行動に出ることになっても、それは 

良い意味での変化だと受け取っておいて大丈夫のようです。            

ラッキーデー4 日・19 日・27 日 

双子座…身の周りの整理整頓に向いている月と言えそうです。持ち物は 

もちろんのこと、考え方や趣味についても整理していくこと 

で、人生の目標や目的が明確になってくると思われます。 

                         ラッキーデー9 日・14 日・27 日 

蟹 座…普段の生活と違った分野、行動を取ることで、新しく道が開か 

れてくる運気をしています。そうすることで、充実感を大いに 

得られることでしょう。あなたにとって挑戦にあたるのはどの 

ようなことか、一度じっくりと考えてみると良いでしょう。 

                      ラッキーデー2 日・15 日・29 日 

獅子座…自分磨きに時間をかけると運気も大きく上昇していくようで 

す。外からの見た目もそうですが、内面もまた磨くようにしま 

しょう。内と外とを同時に磨くことで、人としての大きな成長 

も手にできます。         ラッキーデー5 日・16 日・29 日 

乙女座…漠然としていた自分のやりたかったことや目標が明確になり、 

指針が定まる月になりそうです。自分が達成したいと思える目 

標（ゴール）への段取りが、ハッキリしてくるので気持ちも楽 

になれそうです。       ラッキーデー 4 日・15 日・24 日 

天秤座…いつもと違う自分を演じてみたり、大胆な行動を取ってみたり 

してしまいがち。頑張ることは良いのですが、控えめな態度を 

取ることも必要であると知っておきましょう。 

                       ラッキーデー 2 日・20 日・25 日 

蠍  座…家庭内のこと、あるいは日常的なことでラッキーが連続して起 

こりそうです。家族との関係は特に、良い方向へと進んでくれ 

る予感があります。嫁姑問題、兄弟姉妹問題、遺産騒動や家族 

内でのお金の貸し借りなど、問題事が解決へと向かってくれそ 

うです。               ラッキーデー 11 日・20 日・28 日 

射手座…あなたの正直さ、素直さ、あるいは真面目さが運気を呼び込む 

月になりそうです。ありのままの自分を見せることで、人から 

の信頼も勝ち得ることができるでしょう。 

                        ラッキーデー5 日・14 日・22 日 

山羊座…これまでやりたくてもやれていなかったことに手を出す、とて

も良いタイミングの月だと言えそうです。遠慮などせず、思い

切って自分を前面に押し出してみましょう。 

     ラッキーデー 9 日・18 日・24 日 

水瓶座…対人運が不安定な状況のようです。人の顔色をうかがってばか 

りだと、何事も前に進まないと言えます。ときには思い切った 

決断をして、先の事を見据えておくのも大切でしょう。 

ラッキーデー6 日・16 日・25 日 

魚 座…自分の実力を試すような機会が訪れて、立ち位置をはっきり認 

識することがありそうです。自分に自信が湧いてきた事柄で 

は、大いに飛躍できるチャンスが来たと思っておきましょう。 

                ラッキーデー 2 日・19 日・23 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『簡単・爽やか レモンのパスタ』 

 
 
              作り方 

1. レモンを絞り、残り皮を 3 分の 1 程すりお

ろしておきます。 

2.フライパンにバターを入れ、レモンのすりお

ろしをいれて火を止めます。 

3.パスタの茹で汁、オリーブオイル、生クリー

ム、レモン汁、パルメザンチーズを入れて小

さい泡立て器でよく合わせます。 

4.パスタをあわせて、最後に黒胡椒で調味して

完成です。  

～ぜひお試しください♪～ 

 

＊気になる今月の運勢は？ 5 月占い＊ 

材料 （1 名分）  

パスタ 85g 

バター10g 

レモン半分 

オリーブオイル 大さじ 2 

生クリーム 大さじ 2 

パルメザンチーズ大さじ 2 

黒胡椒 適量 

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。 
 

 

  

敷地は 170 坪超えのゆったりとした土地です。お庭で
家庭菜園も楽しめますし、駐車スペースも複数台停める
ことが可能です。リノベーション工事が必要になります
が、ご提案プランなどもございます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
わせをお待ちしています。 

所在地 : 岡山市北区芳賀 
交 通：中鉄バス 『顕本寺前』 バス停 徒歩 2 分 
用途地域：無指定 （市街化調整区域） 
地 積：585.91 ㎡ （177.23 坪）  地 目：宅 地 
接 道：南西 3.3m （市道：2 項道路） 
構 造：木造瓦葺 2 階建 
築年月：平成 6 年 7 月 （築 25 年） 
床面積：1 階 91.03 ㎡、 

2 階 51.34 ㎡ （合計：142.37 ㎡） 
駐車スペース：多数台可能 
設 備：公営水道、公共下水、個別 LPG、側溝、電気 
現 況：所有者居住中 引 渡：相 談 取引態様：仲 介 

☆令和 2 年 4 月の成約御礼！☆ 
・プログレス鹿田本町 6 階部分 
・西大寺中野中古住宅 ・アーデル練馬春日町１階部分 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
北区芳賀中古住宅   4LDK   13,800,000 円 
 

ご縁のあったみなさま、おめでとうございます！ 
 

 
＊金庫 
とてもきれいです。 
鍵、取扱説明書あり。 
サイズ：幅約 40 ㎝ 高さ 35 ㎝ 奥行 43cm 

 

 


