
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

こんにちは。外出時はマスク、帰宅時には手洗い・

消毒、といった生活スタイルもずいぶん慣れてきまし

た。どのマスクが蒸れないか？着け心地が良いか？と

試してみては研究中です。さあ、梅雨も明けいよいよ

夏本番です！ 花火大会もない…甲子園高校野球もな

い…、とちょっと寂しい夏ではありますが、感染しな

い！させない！を第一に。コロナウィルスに熱中症、

ともに皆様、くれぐれもお気を付けください。 
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＊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 

職場まで自転車か徒歩で通勤できる範囲で物件探しを

されていたＳ様。マンションと戸建てと迷った末、“中

古戸建て×リノベ”で理想のマイホームづくりをする

ことを決定！納得いくマイホームにするため、打ち合

わせを重ね、ついに完成しました☆ 

和式だったトイ

レはもちろん洋

式トイレにチェ

ンジ！Ｓ様が書

いて下さったイ

メージ画を基に

作った造作棚も

付けました。 

 

昭和の雰囲気が漂

う玄関はドアに交

換。照明器具・ポス

トを付けるとさら

に雰囲気が変わり

家全体のイメチェ

ンになりました。 

＊施工レポート＊ ＊８月 インフォメーション＊ ＊ごあいさつ＊ 

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

上記以外に、自動水栓、ミラー、排水パンなどもご紹介し
ております。ぜひご覧ください♪ 

 
 

 
 

 

キッチンは位置を変

え、リビングを広く

とりました。 

 

すっかり生まれ変わったお家をご覧になったＳ様、イ

メージ通りのマイホーム完成をとても喜んで下さい

ました☆内窓や自転車置場など、住んでみてから考え

ましょう、とご提案したものもあるので引き続きよろ

しくお願いします！！ありがとうございました☆☆ 

今年の夏はおうち時間が増えるかと思います。屋内でも
熱気や湿気がこもりやすいお風呂場や２階以上のお部屋
で長時間過ごされる際は要注意です！熱中症にならない
ために、窓を開ける、冷房をつける、などはもちろんで
すが、その他の簡単熱中症対策をお伝えいたします☆ 
＜こまめに水分補給＞ 
カフェインが入った飲み物は利尿効果が 
あるので、かえって熱中症を引き起こす 
要因になる場合があるので、水分補給に 
は麦茶やスポ—ツドリンクがオススメです。 
＜保冷剤を活用＞冷凍した保冷剤をバンダナやタオル
でまいて首に巻くと涼しくすごせます！お掃除するとき
や畑作業、寝苦しい日に氷枕の代用にもなる優れもの♪ 
＜服装＞肌着は T シャツ一枚の時より汗を吸水し汗が
蒸発する際に体の熱を冷ましてくれる効果があります。
更に服も綿・麻・ポリエステルが使用された通気性・吸
水性があるゆったりした服が推奨されています！ 
＜体温を下げる食べ物＞ 
ナスやキュウリ、ゴーヤ、冷やしトマト、 
スイカなどはカリウムと水分を多く含ん 
でおり体温を下げる働きがあります。ぜひ 
食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか？ 
 

【LED 照明】美しくスタイリッシュ 

「美ルック ツインライン LED 照明」 
パナソニック…従来の照明より自然な肌
の色に見える。肌の色味を美しく引き立て
メイクの時間をより素敵に演出します。 

【洗面ボウル】お手入れ簡単 

「流レールシンク」クリナップ…水の 
流れを利用して、髪の毛や石鹸の泡など 
を自然に排水口に集めてくれます♪ 

3 ヵ月に渡り、最新設備機器をご紹介致します！今回は
第一弾洗面所アイテムをピックアップしました★☆ 

【自動水栓】徹底して触れない 

【収納】見えない収納 

「アクアオート」TOTO…汚れた手で触
らず閉栓。節水効果も期待できます。 

「スマートポケット」LIXIL…ミラー下
に収納を追加することで、すっきり収納！ 

BBBeeefffooorrreee 
AAAfffttteeerrr   

BBBeeefffooorrreee 
AAAfffttteeerrr   

〖夏季休業のお知らせ〗 

8 月１３日（木）～１６日（日）店休日 
４日間、店休日とさせて頂きます。よろしくお願いいたします。 

 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフ不動産部です。7 月は雨に泣か
された日が多かったですね。私の出身地である大分県日
田市は場所によっては大変なことになってしまいまし
た。元の景色を取り戻すまでには、少し時間が必要とな
りそうです。さて居住用不動産のお問い合わせはまずま
ずの状況です。もっともっと忙しくなるよう、私に試練
を与えて下さいますようお願い申し上げます！（笑） 

☆大好評 ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

    

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…心身共にリラックスした穏やかなひと月を過ごせることでし 

ょう。あまり緊張を感じることもなく、追い込まれるようなプ 

レッシャーもなく、気持ちが緩むことの方が多くなりそうで 

す。              ラッキーデー3 日・11 日・29 日 

牡牛座…直感が冴えるひと月になりそうです。仕事でも勝負事でも、近 

い未来の光景がパッと頭の中に広がって見える人もいそうで 

す。加えて、危機回避能力も高まることで、トラブルに遭いに 

くくなることでしょう。  ラッキーデー9 日・17 日・20 日 

双子座…社会の中、友人たちの輪の中で、あなたのことを信頼してくれ 

る人も多くいることでしょう。目立つ行動は、吉と出ています。 

人とは違うことを言い、考え、実行することは大切になってく 

るでしょう。             ラッキーデー8 日・17 日・25 日 

蟹 座…今の状況に理由無く不安を感じたりしてしまいそうです。周り 

の人に対する信頼も薄らいでしまいそうで、自分から壁を作っ 

てしまうことになりそうです。 自分からポジティブな情報を 

受信できるように動きましょう。  

    ラッキーデー6 日・16 日・25 日 

獅子座…自分一人の時間を有効に活用するようにしましょう。自分磨き 

でも趣味でも良いし、図書館やカフェでまったりするのでも良 

いので、静かな時間を持って自分の内面を見直す機会を多めに 

作ると良いでしょう。     ラッキーデー4 日・15 日・27 日 

乙女座…身体を動かして行うことは大いに吉のようです。ダイエットに 

取り掛かると、思ったよりも早く結果につながることでしょ 

う。考えるよりも行動を優先させ、実際に動いてみましょう。  

ラッキーデー 8 日・18 日・30 日 

天秤座…コミュニケーション能力が高く評価される月になりそうです。 

あなたの話術やユーモアのセンスが、広く良いように受けるよ 

うです。人付き合いが円滑に進み、新しい縁も次々に増えてい 

くことでしょう。        ラッキーデー 5 日・15 日・24 日 

蠍  座…良い運気をしています。特にあなたの魅力運が高まり、良い縁 

との出会いに期待が持てます。異性に限らず、友情を築く同性 

との出会いも、共通の趣味を持つ年配者との出会いもあるでし 

ょう。                  ラッキーデー 2 日・14 日・22 日 

射手座…等身大でいることで道が開けていくようです。無理して自分を 

大きくや良く見せようとしたら、逆に失敗してしまうことでし 

ょう。頑張り過ぎもあまり良い結果にならないことでしょう。 

普段通りを心掛けて、他人にどう見られるかなどは気にしない 

ことが一番のようです。   ラッキーデー6 日・21 日・31 日 

山羊座…なにかと他人から頼られる対人運の良い状態にあるようです。

人から依頼されたことは、積極的に受けていくようにしましょ

う。ただし、自分の能力以上だというのが目に見えている場合

は、断る決断も必要になってきます。 

 ラッキーデー 2 日・13 日・22 日 

水瓶座…創造運が高まる様子。芸術やレジャーなどに足を運ぶことで、 

あなたの創造力が大いに刺激を受けて活性化されることでし 

ょう。                  ラッキーデー7 日・16 日・27 日 

魚 座…正直さこそが必要になってくるようです。人に嘘をついたり騙 

したり、悪口を言ってみたりは止めましょう。単にあなたの評 

価が下がるだけではなく、総合的な運気も同時に下がってしま 

い、やることなすこと全部が良くない方向へと向かってしまう 

ことでしょう。          ラッキーデー 9 日・20 日・31 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

 

 
 
              

作り方 

1. トマトは湯むきし、角切りにする。 

2. オクラは茹でて、小口切りにする。 

（冷凍オクラを使用しても OK） 

3. 鍋にバターとおろしにんにくを入れて熱し、薄切

りにした玉ねぎを加えて炒める。 

4. ３に分量の水とコンソメを入れ、火にかける。 

１と◆を加え、粗熱をとってから冷蔵庫で冷やす。 

5. 盛り付け、2 と千切りにした青じそをのせる。 

～夏バテ防止にピッタリです！ 
ぜひお試しください♪～ 

＊気になる今月の運勢は？ 8 月占い＊ 

材料 （2 人分）  

トマト１個 

オクラ２本 

玉ねぎ１／４個 

バター 

おろしにんにく少々 

水３００cc 

コンソメ(顆粒) 小さ１ 

◆黒こしょう少々 

◆酢小さじ２  

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。 
 

 

  

妹尾小学校エリアで、駅、スーパー、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お家です。二方道
路につき採光・通風共に良好です。室内はとっても丁寧
にお使いになられて美邸です。 
たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 

所在地 ： 岡山市南区妹尾 
交 通 ： JR 宇野みなと線 『妹尾駅』 徒歩 9 分 
用途地域 ： 第一種住居地域 
建ぺい率 ： 60％ 
容積率 ： 200％ 
地 目 ： 宅 地 
地 積 ： 200.81 ㎡（60.74 坪） 
構 造 ： 木造かわらぶき 2 階建 
新築年次 ： 平成 18 年 2 月（築 14 年） 
床面積 ： 1 階 94.40 ㎡、2 階 49.68 ㎡ 

（合計：144.08 ㎡） 
接 道 ： 東側 6.0m、西側 4.0m（公道） 
駐車スペース ： 縦列 2 台分可 
インフラ ： オール電化、上水道、合併浄化槽 
現 況：所有者居住中 引 渡：相 談 取引態様：仲 介 

☆令和 2 年 7 月の成約御礼！☆ 
・アルファステイツ大元 8 階部分 
・リビンコート西市 6 階部分 
・南区福田新築分譲住宅 ・邑久郷中古住宅 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
岡山市南区妹尾中古住宅 5LDK+S ～2,525.万円～ 
 

ご縁のあった皆様、おめでとうございます！ 
 

『トマトで簡単！冷製スープ』 

＊ポット型浄水器 
未使用 

取扱説明書 

保証書付き 

☆締め切りは 8 月 28 日(金)正午まで☆ 

 


