
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

 

こんにちは。紅葉がきれいなこのシーズン、例年で

あればお出かけに最適な季節ですが今年は少し慎重に

計画をたててくださいね。新型コロナウィルスに加え

インフルエンザにも注意をしなくてはいけませんし、

寒暖差で体調を崩しやすい時期でもあります。くれぐ

れも体調管理に気を付けてお過ごしください。 

早いもので今年も残すところあと１カ月ちょっとと

なりました。今年は世界中が大変 

な１年でしたが、最後締めくくり 

は皆様が良い年末を迎えることが 

できますように…☆☆☆ 

岡岡山山市市北北区区ＦＦ様様邸邸ママンンシショョンンリリノノベベ ppaarrtt１１  
Ｆ様との出会いは昨年末にご自宅マンションのリフ

ォームを検討し始められた時、弊社ショップへ立ち

寄ってくださったことがきっかけでした。“何から

始めたらいいのでしょうか？”という状態だった F

様に“まずは各メーカーのショールームへ行ってみ

られたらどんなキッチンやバスルームにしたいかイ

メージしやすいのでは？！”とご提案させていただ

きました。そこから色々なショールームへ行かれ少

しずつどんなお家にしたいかイメージを固めていか

れました。こだわりがぎっしり詰まった F 様邸マン

ションリノベーション。part１はキッチンをご紹介

させていただきます！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置を変えアイランドキッチンに 

変更。このお家の顔となる素敵な 

キッチンスペースに生まれ変わりました。キッチン

は F 様奥様が一番気に入られたクリナップ製

CENTRO を採用。デザイン性は勿論、機能性も兼ね

備えたキッチンです。これならたのしくお料理がで

きそうです☆ （～続きは来月号 part2 にてご紹介します～） 

＊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 

 ＊施工レポート＊ ＊1１月 インフォメーション＊ 

詳しくはインフォメーションをご覧下さい。 

上記以外にレンジフードやコンロ、IH クッキングヒーター
など様々なメーカーを紹介しています。ぜひご覧ください

 

 

 
 

 

【シンク】お掃除の手間を削減 

「流レールシンク」クリナップ…シンク
の中のゴミや泡が水路に自然に流れるの
でお掃除の手間が省けます。 

好評につき、第 4 弾最新設備機器をご紹介致します！ 
今回はキッチンアイテムをピックアップしました★☆ 

【収納】軽い力で楽々収納 

【食洗機】大容量×洗浄力 

「らくパッと収納」LIXIL…軽い力でらく
に開けられ、出し入れしやすいたっぷり入
る大容量の収納です。 

「食洗機」ミーレ…どんな空間にも調和す
るシンプルで美しいデザイン且つ、大容量
で高い洗浄力を持っているのでプチリフォ
ームに最適です♪ 

 

＊ごあいさつ＊ 

 

 

【水栓】スムーズ＆エコノミー 

「らく押し水栓」TOTO…手を使わずにつ
ま先で開栓できるので作業がスムーズに！ 

だんだんと日中も寒くなってきました。今年は例年よ
り寒くなるとのことですので、冬に向けての凍結防止
対策とヒートショック対策をお伝えします！ 

凍結する原因は一般的には水道管の温度
が氷点下４度を下回る際に起こりやすい
といわれています。 

＜対策１＞夜寝る前に水道の水を少しだけ出したまま
にする。一般的によく知られている方法です♪※ただし水

道代がかかってしまうので実行される際はご注意ください。 
＜対策２＞水道管にウレタンや発泡スチロールをかぶ
せる。ホームセンターに専用の商品が売っているところ
もありますので簡単にできる対策方法です。 

ヒートショックとは、急な温度の変化により肉体が受け
るショック症状のことで、冬場の浴室は要注意です！ 

＜対策１＞浴室や脱衣所を浴室洗面乾燥機で温める 
＜対策２＞お風呂の温度は 41�以下に設定する 
＜対策３＞入浴時は半身浴や掛け湯から始める 
冬場は脱水症状にも注意が必要です！入浴後はこまめに
水分補給をして今年の冬も乗り切りましょう！ 

お家に関するお悩み事、お気軽にご相談ください☆★ 

【ヒートショック対策】 

【水道管の凍結防止対策】 
 

新築当時の間取

りはクローズ型

のキッチン配置

で暗くて圧迫感

のあるキッチン

スペースでした。 

AAAfffttteeerrr   

BBBeeefffooorrreee 

 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフ不動産部です。朝晩の寒暖差が
激しいこの季節、これから徐々に寒くなっていきますの
で皆さま体調には気を付けてください。 
10 月は比較的多くの件数のご縁結びがあったことによ
って、売り物件の件数が減ってしまいました。今月も引
き続き売却不動産を大募集です。ご相談をお待ちしてお
りますので宜しくお願い申し上げます。 

☆大好評 ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

    

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…プランを練るのに向いている月になりそう。実際に行動へと移 

すための、下準備期間に充てると良いでしょう。逆に言うと、 

今動いてもあまり良い結果、望んだ結果は出せないと思ってお 

いた方が良さそうです。  ラッキーデー6 日・18 日・29 日 

牡牛座…成長や幸せを実感することが期待できそうです。一気に結果を 

手に入れたい、逆転したいといった願いを今、叶える風があな 

たに吹いていると言えましょう。          

ラッキーデー8 日・27 日・28 日 

双子座…あなたのスキルや情報、経験が大いに評価をされる月になりそ 

うです。今がチャンス！と感じたら、即アクションを起こすよ 

うにしましょう。フットワークの軽さもまた、成功への切っ掛 

けになることでしょう。  ラッキーデー1 日・18 日・28 日 

蟹 座…色々な場面で集中力が高まって、思った以上の力が出せるよう 

です。結果を求めるのなら、あなたの得意分野や好きな分野に 

相手を引きずりこんで勝負すると良いでしょう。                   

ラッキーデー5 日・13 日・27 日 

獅子座…パーフェクトに物事をこなすことができて、思い通りに過ごす 

ことが叶いそうです。なにかに取り掛かる前に、どのような手 

順でどこまでするかをシミュレートしてから取り掛かりまし 

ょう。                  ラッキーデー9 日・19 日・28 日 

乙女座…交友関係が拡がりそうな対人運の良さを持っています。気が合 

う人と時間を共有することで楽しい日常を過ごせるでしょう 

し、新しく見えてくる世界もあることでしょう。           

ラッキーデー 9 日・19 日・22 日 

天秤座…あなたの頭を悩ませていた事柄が解決へと向かいそうな気配 

です。対人、仕事、財産等々、様々な悩み事は常に起こります 

が、最もあなたのことを悩ませていた事柄が解決するので、気 

持ちが大いに楽になってくれそうです。 

ラッキーデー 6 日・16 日・22 日 

蠍  座…他人の優しさを実感できるような月になりそうです。嬉しいと 

感じる出来事が、いくつもありそうです。特に対人運が良いの 

で、すでに見知っている人と楽しい時間を過ごすこともあれ 

ば、新しく知り合った人と意外な共通点を見付けたりして、会 

話が弾むようなこともあるでしょう。 

ラッキーデー 3 日・14 日・26 日 

射手座…チャレンジ精神がフツフツと涌いてきて、ポジティブな気持ち 

に心を支配されそうな良い傾向が見られます。気持ちが前に向 

いているうちに、困難へとチャレンジをしてみましょう。  

ラッキーデー2 日・16 日・26 日 

山羊座…毎日の生活、仕事、日常にマンネリを感じてしまい、なにか現 

状を変えたいと強く願うようになるでしょう。思い切った行動 

も、ときと場合によっては良い結果につながるはずです。                  

ラッキーデー 7 日・15 日・27 日 

水瓶座…近くの身内よりも遠くの他人の方が、この 11 月はあなたのサ 

ポートに大きな力を発揮してくれそうなので、相談事はそうい 

った人にしておきましょう。  

         ラッキーデー4 日・18 日・28 日 

魚 座…あなたの心や行動を縛っていた制約から解放されて、前向きな 

行動に転じることができる月になりそうです。あれこれと雁字 

搦めになっていた人ほど、フリーの状態に歓喜することができ 

そうです。            ラッキーデー 11 日・20 日・30 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

 

 
 
              

作り方 

1. クリームサンドココアクッキーを袋に入れ封をし

て棒で叩き、溶かしバターを加えてよく混ぜ合わ

せます。スクエア型に敷き詰めます。 

2. さつまいもを 1cm 幅に切り、水に 5 分程さらし

ます。水気を切った 2 を耐熱皿にのせ、ふんわり

ラップをし、500W の電子レンジで 7 分程度全体

に火が通るまで加熱します。 

3. 2 を裏ごしし、①と混ぜ合わせます。1 に 2 を敷

き詰め、卵黄を塗り、200℃のオーブンで 20～

25 分程焼き色が付くまで焼きます。 

4. 粗熱が取れたら冷蔵庫で 30 分以上冷やし型から

外して、横半分縦 8 等分に切ります。 完成♪ 

＊気になる今月の運勢は？ 11 月占い＊ 

材料(16 本分) 
さつまいも (450g) 1 本 

① 砂糖 50g・有塩バター 30g 

卵黄 1 個・生クリーム 40ml 

【土台】 

クリームサンドココアクッキー 

200g 溶かしバター (無塩) 80g 

卵黄 (艶出し用) 1 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。 
 

 

  

地区計画区域内の開発団地内の物件です。北側道路は幅
員 7m で車庫入れもストレスなくできます。また、南側
のお庭がとっても広いので日当たり良好なお家です。 
部屋数も多く、室内の保守管理状態は良好ですが、リフ
ォームプランが必要でしたらご提案も可能ですので是
非お気軽にご相談ください。たくさんのお問い合わせを
お待ちしています。 

所在地 ： 岡山市東区城東台東 1 丁目 
用途地域 ： 第一種低層住居専用地域 
建ぺい率 ： 50％  容積率 ： 100％ 
地 目 ： 宅 地 
地 積 ： 218.23 ㎡（66.01 坪） 
構 造 ： 木造瓦葺 2 階建 
新築年次 ： 昭和 63 年 11 月（築 33 年） 
床面積 ： 1 階 77.60 ㎡、2 階 46.00 ㎡ 

（合計：123.60 ㎡） 
接 道 ：北側 7.0m（公道） 駐車スペース ： 1 台 
インフラ ： 上水道、公共下水、集中プロパン、電気 
現 況 ：空家  引 渡 ：相談  取引態様 ：仲介 

☆令和 2 年 10 月の成約御礼！☆ 
・東区西大寺中野本町中古住宅 
・笠岡市北木島町中古住宅 ・南区妹尾中古住宅 
・北区津島本町土地 ・北区大供本町土地 
・コープ野村パークサイド厚生町 3 階部分 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
岡山市東区城東台東 1 丁目中古住宅 6DK    

～1,180.万円～ 

＊＊ご縁のあった皆様、おめでとうございます！＊＊ 

『なめらか スティックスイートポテト』 

＊ワンタッチ日除けテント 
サイズ：幅 約 150 ㎝ 

青地に黄色の縁 
若干の使用感があります。 

ご納得いただける方のみ、 

申し込みください 

☆締め切りは 

1１月 30 日(月)正午まで☆ 

 
たためます！ 


