
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

    

 

こんにちは。３月に入り随分と春らしくなってきま

した。今年は桜の開花も早まると予想されていますの

でもうすぐ桜も咲き始める事でしょう。お花見や歓送

迎会のシーズン到来ですがまだ油断禁物です！三密を

避け、感染対策はしっかり心がけましょう！     

さて、私事ではございますが、なんと、このリ・ラ

イフニュース、１５年間発行し続けて今回が１８０号

となります！皆様から“毎月、見ていますよ♪”とお

声を掛けて頂き、大変励みになっております。スタッ

フ皆の手作りで大変ではありますがこれからもリ・ラ

イフらしさの発信を続けていきたいと思って 

いますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

岡岡山山市市北北区区ＳＳ様様邸邸  戸戸建建ててリリフフォォーームム  
２０１１年築のまだ 10 年経っていないという築浅

中古物件を購入された S 様。リフォームをしなくて

もそのまま住める状態でしたが今後、長く住むこと

を考え、メンテナンス面と使い勝手の面で必要な部

分は入居前にしっかりやっておきたい、というお考

えでした。そこでやはり一番メンテナンスしておい

たほうが良いと思われる外壁塗装をご提案。 

＊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  
 
 

 

リ･ライフプロデュース 検索 

詳しくはインフォメーションをご覧下さい♪ 

 
＊ごあいさつ＊ 

  

 

そして S 様ご一家いちばんのお気に入りはボルダリ

ングルーム！ホールドの位置は自由に変えられるの

で上達具合に合わせて難度を上げていくそうです。お

引き渡しの日、早速お子さん達は大はしゃぎで上って

いました。ちょっと遊び心を取り入れたことで満足度

も高くなります☆ S 様、ありがとうございました。 

外壁がサイディング張りな

ので塗装と同時に目地やサ

ッシまわりのコーキングの

打ち直しもしました。サイデ

ィングの場合、コーキングの

劣化は要チェックです！ 

リビングに大きな窓があ

り明るい反面、道路からの

目線も気になる…。そこで

光と風は通しながら目隠

しができるスクリーンを

ご提案！カーテンなしで

も気にせずくつろげるリ

ビングになりました。 

 

 

 

上記の他にも電気温水器、洗濯機の水栓、ビルトイン食
洗機、温水洗浄便座などの設備機器の取り替えの目安や
日頃のお手入れポイントをご紹介しております★☆★ 

ブログ更新中！ 

＊施工レポート＊ 

 

＊３月 インフォメーション＊ 

日々の生活に欠かせない設備機器は、きちんとお手入れ
をして大切に使用していても必ず寿命がきます。そこで
今回はそんな生活機器の寿命の症状を見逃さず、適期に
交換していただくためのポイントをまとめました。 

こんな症状ありませんか？ 
・電源が入らない 
・火力が弱い    など 

こんな症状ありませんか？ 
・レバー、ハンドルの動き

が悪い      など 

日中、暖かくなり花粉が舞う時期になりました。今回は
室内で簡単にできる花粉対策をご紹介いたします☆ 

【室内に花粉がはいる主な原因】 
①部屋の換気時 ②外から洗濯物を取り込む時 
③外出から帰宅時の衣類に付着 

【室内に花粉を持ち込まない対策】 
①換気をする際は 1 時間に５～10 分にし、空気の通り
道を意識する。また窓の開け幅は 10ｃｍ程度にし、レ
ースのカーテンをするとより花粉の侵入が防げる。 
②洗濯物はなるべく室内干しにする。外干しの場合は衣
服を取り込む際によく払い落とす。 
③帰宅後は衣類をはたいてから室内にはいる。 
【室内にはいった花粉の対策】 
◆加湿器や濡れタオルで部屋の加湿をする。 
→部屋の湿度が保たれるとほこりや花粉は水分を含ん
で重くなり自然に床に落ちます。 
◆換気後はこまめに掃除をする。 
→換気後は部屋の角や壁際に沿って花粉がたまりやす
いためまず濡れ雑巾やウェットシートで拭き掃除をし、
その後に掃除機をかけ、床に蓄積された花粉やほこりが
空気中に浮遊するのを防止します。 
 

設設備備機機器器のの寿寿命命、、ごご存存知知でですすかか？？  

こんな症状ありませんか？ 
・湯張りに時間がかかる 
・湯温が上がらない など 

★日頃のお手入れポイント 
・浴槽フィルターの 
 清掃（週 1 回） 
・タンクの水抜き 
 （年 2,3 回） 

★日頃のお手入れポイント 
・天板を 

傷つけない 
・IH 対応の調理 

器具を使う 

★日頃のお手入れポイント 
・こまめな清掃 
・ガタつきなど 

がないか定期 
的に点検する 

ぜひお試しください♪ 

 

  

 

AAAfffttteeerrr   
 

BBBeeefffooorrreee AAAfffttteeerrr   
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＊簡単お料理レシピ＊ 

こんにちは、リ・ライフプロデュース不動産部です。 
2 月はあっという間に過ぎ去り、私を含め花粉症の方
にとってはつらい時期が到来してしまいました（涙） 
そんな中ではありますが、ご縁結びラッシュが継続中
です！引き続き売却不動産を大募集しています。査定
は無料ですのでご希望の方はぜひ、遠慮なくお気軽に
お申し付けください。 

☆大好評 ガレージセール☆ 
 

 

 

 

 

         
 

 

 

      

 

 

 

 

    

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…人間関係に関する運気が好転する気配を見せるでしょう。中で 

も、家族や親族に関して生じていた問題が解決へと向かうか、 

少なくとも解決の糸口を見付けることができそうです。   

ラッキーデー2 日・16 日・21 日 

牡牛座…今のことではなく将来のことについて深く考える時期にした 

方が良いでしょう。力を無駄に使うことよりも、先々のことを 

考えるのが良いようです。 ラッキーデー6 日・15 日・23 日 

双子座…運気自体は好調のようです。3 月はその運気の良さを、他人の 

ことよりも自分のことに使うと良いでしょう。ドッシリと腰を 

据えて取り組みましょう。ラッキーデー3 日・14 日・25 日 

蟹 座…物事をパーフェクトにこなせそうな良い運気をしています。し 

かしその運気の良さに胡坐をかいてしまうと、結局はズルズル 

と時間だけが過ぎてしまい、せっかくの運気を活かせない結果 

になってしまうことも。 ラッキーデー7 日・18 日・27 日 

獅子座…なにかと騒々しいかつ賑やかなひと月になりそうです。忙しく 

て、自分のことを考える余裕さえ生まれないかもしれません。 

流されることもありそうですが、逆に目標や予定を立てる事が 

苦手な人は、その流れに身を任せてみても良いかもしれませ 

ん。                  ラッキーデー4 日・18 日・23 日 

乙女座…自分磨きに真剣になると、ひと皮もふた皮も剥けるような成長 

を遂げることができそうです。あなたの魅力が最大限に発揮で 

きて、活かせる方法や道を探ってみましょう。   

ラッキーデー2 日・16 日・30 日 

天秤座…全体的な運気はそれほどといった状態なのですが、プライベー 

トは大いに充実しそうな予感があります。また、より良くなる 

ための切掛けを得ることもありそうです。新しい趣味に興味 

を持ったり、旅行の誘いが友人からもたらされたりしそうです  

ラッキーデー 2 日・16 日・23 日 

蠍  座…他人からの評価が気になり過ぎて本当の自分との間で距離が 

できてしまいそうです。自分を見失ってしまい、あれこれと混 

乱が生じてしまうことでしょう。特に目上の人などから言われ 

たことに一喜一憂せず、自分なりのポリシーを持っておくこと 

が肝心のようです。     ラッキーデー 9 日・17 日・21 日 

射手座…対人運が忙しく上下します。人間関係に大きな変化が生じるこ 

とでしょう。基本的には、ポジティブな縁が多いでしょう。あ 

なたのことをそのまま受け入れてくれるような人との出会い 

があり、素晴らしい仲間を得ることも多そうです。   

ラッキーデー4 日・16 日・22 日 

山羊座…対人運が良いこともあって、心強いサポートを得ることができ

そうです。あなたのことを助けてくれる協力者が複数出てき

て、支えてくれることでしょう。    

ラッキーデー 2 日・16 日・25 日 

水瓶座…あなた自身の興味の間口を広げておいて、面白そうだと感じ 

た事柄すべてに対して前向きになってみるのが肝心のようで 

す。失敗を恐れないでのトライがあなたの可能性を大いに広げ 

ていくことでしょう。    ラッキーデー6 日・17 日・22 日 

魚 座…抱えている難題に突破口が開かれる月になりそうです。これま 

でのあなたの経験や知識、そして第三者からのアドバイスなど 

がピタリと合い、またタイミングもばっちりとなるようで、今 

まさに動くべき状況になったと言えるでしょう。            

ラッキーデー 4 日・13 日・23 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

 
 

               

作り方 

1. ツナオイルとバターをフライパンに入れてゆっ

くり加熱しバターが溶け始めたらにんにくを加

えて弱火でじっくり炒める。香りがたったらツナ

とほうれん草を加えて中火で炒め、塩こしょうす

る。白ワインを加えてアルコールを飛ばす。 

★を加えて沸騰しないように煮る。 

2.パスタを加えて絡めたら、クレイジーソルトで味

を整える。器に盛り付け、ブラックペッパーをふ

る。完成です！  ～ぜひお試しください♪～ 

＊気になる今月の運勢は？ 3 月占い＊ 

材料(2 人前) 

パスタ(1 分短く茹でる)170g 

ほうれん草(ざく切り)4〜5 束 

ツナ 1 缶／バター10g 

にんにく(みじん切り)1 片 

塩こしょう適量／白ワイン 50cc 

★牛乳 150cc 

★生クリーム 100cc 

★しょうゆ大さじ 1/2 

★コンソメ 1 個 

クレイジーソルト適量 

ブラックペッパー適量 

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！ 
 

＊Panasonic 美顔器 
 

 

 

 
 

応募多数の場合は 

抽選となります。 

 
 

東南角部屋でバルコニーは圧巻の 50 ㎡超えです。 
ペット飼育も可能ですので、たくさんのお問い合わ
せをお待ちしています。 

所在地： 岡山市南区福富西 1 丁目 1-14 
交 通 : 岡電ﾊﾞｽ『福富西 1 丁目』ﾊﾞｽ停 徒歩 1 分 
用途地域 ： 準工業地域 
構 造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根 11 階建 3 階部分 
総戸数 ： 42 戸 
新築年次 ： 平成 19 年 8 月（築 14 年） 
専有面積：95.40 ㎡ バルコニー面積：57.10 ㎡ 
分譲会社：株式会社日本アイコム 
施工会社 ： 中国建設工業株式会社 
管理会社 ： 株式会社穴吹コミュニティ 
管理費 ： 8,700 円／月 
修繕積立金 ：17,200 円／月 
組合運営費 ： 450 円／月 
現 況 ： 所有者居住中   
引 渡 ： 相 談      取引態様 ： 仲 介 

☆令和 3 年 2 月の成約御礼！☆ 
・南区福富西 2 丁目土地 ・中区高島新屋敷土地 
・加賀郡吉備中央町尾原中古住宅 
・ディアステージ芳泉 2 階部分 
・ライオンズマンション上中野 8 階部分 

＊＊ご縁のあった皆様、おめでとうございます！＊＊ 

『 ツナとほうれん草のクリームパスタ 』 

☆締め切りは 3 月 25 日(木)正午 まで☆ 

 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
クラース福富 3 階部分 4LDK 東南角部屋 

【2,290.万円】 


