
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

こんにちは。今年も梅雨の時期がやってきました。

毎朝、天気予報をチェックして洗濯機を回そうか…、

それともコインランドリーに持っていくべきか…、と

悩まないといけない日々が続きそうです。でも梅雨だ

からといって悪いことばかりでもありません。薔薇の

花が咲き始めたり、庭先に紫陽花や花菖蒲がきれいに

咲いているのが見えたり、とこの時期でないと楽しめ

ない風景もありますよね。梅雨らしい風景探しを楽し

んでみてはいかがでしょうか？ 

さあ、梅雨が明ければ暑い夏がやって 

きます。夏バテをしないように今のう 

ちから体力・免疫力をアップして夏を 

迎える準備をしておきましょう。 
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ブログ更新中！ 

リ･ライフプロデュース 検索 

希望のエリアで中古物件を購入したＦ様。購入され

た物件建物は大手ハウスメーカーの建物でもともと

使用している材質が良い仕様だったこともあり、その

ままでも住める状態のお家ではありましたが、やはり

マイホームとなれば自分好みにしたい、と思うもので

す！そこでご入居前にリフォーム工事のご相談をい

ただきました。Ｆ様から言われたのが“プロから見て

メンテナンスしておいた方がいいところを提案して

下さい”ということ。そこでご提案させていただいた

のが外装です。屋根・外壁の塗装はもちろん、バルコ

ニーの防水まで躯体を長持ちさせるために雨水の侵

入を防ぐメンテナンスは必須項目です。 

傷んでいないものは使うことにして大掛かりなリフォ

ームはしなかったのですがすっかりＦ様テイストに生

まれ変わりました☆ Ｆ様ありがとうございました。 

 

イメージ一新するためにダー

クトーンのカラーにし、別の

お家のようになりました☆ 

並列駐車ができるように駐車

スペースも拡張しました。 

＊施工レポート＊ ＊６月 インフォメーション＊ ＊ごあいさつ＊ 

 BBBeeefffooorrreee 
 

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

上記以外に、カーポート・外壁・テラスバルコニーなど
ご紹介しております。ぜひご覧ください♪ 
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近頃の「晴れ」の日は、強い陽射しに痛さを感じることがあ
るほど。お肌だけでなく、おうちも紫外線でダメージを受け
ているってご存知でしたか？そこで、夏本番前に大切なわが
家を紫外線から守るおすすめアイテムをご紹介いたします。 

＜窓ガラス＞ 
窓ガラスに UV カット機能があるもの
や、機能性フィルムを貼って紫外線をカ
ットすれば紫外線の侵入が防げます。ま
たスタイルシェードと併用すればエア
コンの効き目もよくなり省エネ効果も
期待できます。 

＜窓枠＞  
玄関ドアや窓枠に紫外線吸収剤がはいった 
フィルムを貼ると窓枠のプリント層の劣化 
を防止します。  

＜カーポート＞  
カーポート屋根に使われるポリカーポ
ネートは紫外線をほぼ 100％カットで
き、車内温度上昇を和らげてくれます。
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梅雨の時期はカビや湿気などに悩まされますよね。
換気はもちろんですが、ご家庭でもできる簡単梅雨
対策をご紹介いたします。 

●重曹● 
お掃除アイテム定番の重曹ですが、小皿 
や小瓶に重曹をいれ、玄関やクローゼット 
など湿気の溜まりやすりところに置くと 
湿気を吸って塊になります。塊になった 
重曹は捨てずにお掃除に活用できるので一石二鳥です♪ 

●ペットボトルで除湿● 
ペットボトルに 7 分目まで水を入れて凍ら 
せたものを用意し室内に設置すると、湿気が 
水滴になりペットボトルの表面についてきます。 
凍らせたペットボトルに扇風機をあてると簡易エアコ
ンにもなるのでオススメです！ペットボトルの下にお
皿やタオルを置いてお試しください☆★ 

●重曹＋クエン酸でカビ対策● 
キッチンやお風呂の排水溝に重曹をかけ 15 分置きま
す。そのあと熱めのお湯にクエン酸をとかし流しいれお
湯で軽くすすぐと、嫌な匂いとカビ汚れが落ちます。 
 

 

 

BBBeeefffooorrreee 

ＬＤＫには

お気に入り

のカラーを

ポイントで

差し色に☆ 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフ不動産部です。緊急事態宣言が
明けてから徐々にではありますが、売りたい方や買いた
い方からの問い合わせが増えてきました。５月はご契約
が 1 件、と寂しい月となりました。6 月は何としても巻
き返しを計りたいと思っていますので、不動産に関する
ご相談ごとがございましたらぜひお気軽にご相談くださ
い。まだまだ油断は禁物、すこし不便な時期が続きます
が、皆さまどうぞご自愛ください。 

☆大好評 ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

    

☆締め切りは６月３０日(火)正午まで☆ 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…安定した気持ちで過ごせそうな期間になります。穏やかな気分 

を味わうことができて、気持ちがあまり上下に揺れるような出 

来事もないでしょう。加えて対人運が上がることで、頼れる人 

物との縁が新たにできる可能性もあります。 

 ラッキーデー3 日・16 日・28 日 

牡牛座…この先を決定するような重要な情報を手に入れることがあり 

そうです。手に入れた情報はじっくりと吟味して最善の選択を 

しましょう。行動力も必要になりそうです。  

ラッキーデー2 日・10 日・22 日 

双子座…コミュニケーション能力が高まると共に、人との会話の中に人 

生をより良いものへと変えていくヒントが隠されていること 

でしょう。積極的に周りと会話を持つことはとても良いことで 

す。                     ラッキーデー4 日・13 日・29 日 

蟹 座…口コミ情報に吉を見出すことができるでしょう。ネットの書き 

込みなどは注意深くチェックしておき、素早く動けるようにし 

ておきましょう。         ラッキーデー2 日・15 日・29 日 

獅子座…あなたの優しさを多いに発揮すべき月です。博愛精神は大いに 

    評価につながり、あなたの印象をとても良いものへと持って行 

ってくれます。誰かを特別扱いせず、平等に接していくように 

しておきましょう。      ラッキーデー10 日・19 日・29 日 

乙女座…わくわくするようなことが多そうな月です。夢で見たことやふ 

と頭に浮かんだことが現実になったり、興味を持った分野の人 

と新たに知り合って縁ができたりと、なにやら面白いと感じる 

偶然が続きそうです。   ラッキーデー 10 日・21 日・29 日 

天秤座…バイタリティーにあふれて行動範囲が拡がり、活発に動き回る 

ことができそうな気配です。新しいジャンルに飛び込むこと 

は、吉と出ています。自分の可能性を広げることにつながりま 

すので、大いに興味のアンテナを拡げておきましょう。 

                        ラッキーデー 3 日・18 日・27 日 

蠍  座…物事が上手く進んで幸せなことが数多く見付かりそうな気配 

です。家族や友人たちとの関係が良い方向へと向かい、喜びを 

分かち合う機会も多く得られることでしょう。心身共にリラッ 

クスできて、充実したひと月を過ごせることになりそうです。 

                        ラッキーデー 7 日・18 日・30 日 

射手座…自分の目的や目標がはっきりとしてくる時期になります。ま 

た、新しい価値観を持った人物との出会いが複数ありそうで 

す。性別、年齢、出身地などが大きく違うこともありそうで、 

良い友情が長く築けることでしょう。                     

ラッキーデー9 日・14 日・25 日 

山羊座…物事を確実にこなしていける頭の回転が速くなる月のようで

す。いつもよりも自分の処理速度がアップしていることに気付

くでしょう。なんでもできるような、気持ちも大きくなり大胆

さもアップしそうです。 ラッキーデー 10 日・16 日・27 日 

水瓶座…全体運が良い様子。なにやら肩の荷になっていた重たい責任 

が、ストンと落ちて行き、楽になれるそんな運気を持っていま 

す。視界が開けるために、色々な発見もあるでしょう。 

ラッキーデー2 日・18 日・28 日 

魚 座…身に付けるもので気分や運気が大きく変わるようです。ファッ 

ションやメイク、ヘアスタイルなどをあれこれ考えてみて、気 

持ちが上手くはまるようなスタイルを取り入れてみましょう。        

ラッキーデー 8 日・15 日・27 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

『砂肝とアスパラのガーリックバター醤油炒め』 

               
作り方 

1. アスパラは下処理をし、1cm くらいの斜め切り

にしておき、ニンニクは芽の部分を取り除き

1mm 位の薄切りにします。砂肝は半分に切り、

硬い部分に包丁を入れておきます。 

2.フライパンにオリーブオイル、バター、ニンニク

を入れ弱火にかけ、こんがりきつね色に仕上がっ

たら一度取り出しておきます。砂肝を入れ塩少々

と黒胡椒で味付けします。砂肝に火が通ったらア

スパラを投入し、軽く炒めます。 

醤油を合わせて全体に馴染ませたら完成です！ 

～ぜひお試しください♪～ 

 

 

＊気になる今月の運勢は？ ６月占い＊ 

材料 （2 人分）  

砂肝 250g 

ニンニク 3 片 

アスパラ 3 本 

バター大さじ 1/2 

醤油小さじ 1 

オリーブオイル 大さじ 1 

塩少々 黒胡椒少々 

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。 
 

 

  

大元小学校エリアで、小学校、スーパー、コンビニ、ド
ラッグストア、金融機関、病院などが徒歩圏内にある生
活にとっても便利な立地のマンションです。ご興味のあ
る方はお気軽にお問い合わせください。 

所在地：岡山市北区大元一丁目 12 番 5 号 
交 通：JR 宇野みなと線『大元駅』 徒歩 10 分、 
岡電バス『おおもと病院前』 バス停 徒歩 4 分 
用途地域：近隣商業地域 
構 造：鉄筋コンクリート造 陸屋根 9 階建 8 階部分 
総戸数：24 戸 築年月：平成 7 年 4 月（築 25 年） 
間取り：4LDK 専有面積：86.15 ㎡ （壁芯） 
バルコニー面積：17.76 ㎡  
分譲会社：穴吹興産株式会社 
施工会社：大末建設株式会社  
管理会社：株式会社穴吹ハウジングサービス 
管理費：15,100 円／月  
修繕積立金：13,400 円／月 
駐車場使用料：10,000 円～13,000 円／月 
インフラ：公営水道、公共下水、都市ガス、電気 
現 況：空 室  引 渡：相 談  取引態様：仲 介 

☆令和 2 年 5 月の成約御礼！☆ 
・北区辛川市場③号地 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
アルファステイツ大元  8 階部分 東南角部屋 4LDK  

～15,980,000 円～ 
 

ご縁のあったみなさま、おめでとうございます！ 
  

＊デスク 
幅 140 ㎝×奥行 70 ㎝ 高さ 70 ㎝ 
サイドデスク 幅 40 ㎝×奥行 120 ㎝ 

 右左どちらにでもおけます。2 段の収納棚あり 
 


