
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

こんにちは。皆様、ゴールデンウィークはいかがお

過ごしになられたでしょうか？せっかくのまとまった

お休みで本当ならどこか温泉でも行きたいところでし

たがこのご時世…なかなか旅行には行けない状況なの

で普段できていないお家の事をかんばりました！お天

気も良かったので窓掃除など外のお手入れははかどり

ましたよ！岡山の感染者数が最多を更新、市街地では

飲食店の時短営業、など明るいニュースが少ない毎日

ですがこんなときこそ笑顔と元気を 

お届けできるよう頑張りたいです！ 

岡岡山山市市北北区区 II様様邸邸  戸戸建建ててリリフフォォーームム  
最初にご相談いただいたのは 2 年前。中古物件×リ

ノベーションでのマイホーム計画で物件探しからお

手伝いさせていただきました。何件も物件を見にい

きましたが希望の立地・広さ・価格・リノベ内容の

全ての条件をクリアする物件はなかなか無く…でも

妥協せず情報収集をしながら待っていたところに理

想の物件が登場！それまでに時間をかけて準備をし

ていた甲斐がありとんとん拍子に話が進んでいきま

した。理想のマイホームにすべく打合せを重ね内

容・予算どちらも納得の内容となってから着工！ 
＊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 

詳しい内容についてはインフォメーションをご覧下さい♪ 

 
＊ごあいさつ＊ 

 

 

 

敷地も広く駐車スペース プラス 

夢の家庭菜園スペースも確保！ 

休日にはお子様と楽しくお庭で過ご 

していらっしゃることでしょう☆ご家族の思い出を

たくさん作って下さいね。ありがとうございました。 

和式だったトイレを洋式

に改修。紙巻器はご主人

様のつてで県北の作家さ

んに作って頂いたもので

す☆ 

南側に居間と和室が配

置されていた間取りか

ら間仕切りを取り LDK

に変更。南向きの明るい

LDK になりました。 

 

ブログ更新中！ 

＊施工レポート＊ 

 

＊５月 インフォメーション＊ 

 

 

一定の要件を満たすリフォーム工事や既存住宅の購入等
で様々な商品や追加工事と交換できる国の補助金制度が
始まりました！制度概要をご紹介致します。 

【ポイント上限】最大 30 万～60 万ポイント
 

【ポイント付与】最大 15 万～45 万ポイント 

【対象工事】☆(ⅰ)～(ⅲ)のいずれか必須 
(ⅰ)エコ住宅設備の設置 (ⅱ)開口部の断熱改修 
(ⅲ)外壁、屋根・天井または床の断熱改修 
  ＋その他任意の工事（耐震改修工事 など） 

 

・政策テーマに関係 

する商品への交換 

※合計 5 万ポイント未満は申請不可 

【対象要件】一定の要件を満たす住宅であること。 

【対象期間】2020/12/15～2021/10/31 に 
 が締結されて

いること。 
◇リフォームの場合：工事請負契約 
◆不動産の場合：不動産売買契約 

 

・一定の要件に適合する追加工事との交換に利用

 

KG 情報出版 

岡山で失敗しない 
リフォーム会社を選ぶ本 
2021-2022 Vol.3 

定価：550 円(税込) 

  弊弊社社掲掲載載ペペーージジ    

・・古古民民家家再再生生住住宅宅  

・・岡岡山山ののリリフフォォーームム会会社社  

とと実実例例集集  

・・ママンンシショョンンリリフフォォーームム  

・・リリフフォォーームムににおおけけるる  

防防災災対対策策ととはは  

弊社の紹介がされている掲載誌が発売中です♪♪ 

施工実例、お客様のご感想なども掲載されています。 

また、リフォームと不動産それぞれの観点から防災対

策についてお話しています。現在リフォームや不動産

購入を考えている方もそうでない方にも参考になる内

容となっております！お近くの書店または電子書籍版

もございますので是非ご覧くださいませ☆★ 

発売中（電子書籍版有） 

 

BBBeeefffooorrreee 

AAAfffttteeerrr   
 

AAAfffttteeerrr   
 

BBBeeefffooorrreee 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

＊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。 
1 年前の今ごろは緊急事態宣言の最中でどこにも行
けず身動きが取れなかったことを回想しますが、1
年経ってもこのような状態が続くことになろうとは
思ってもいませんでした。このような状況下ではあ
りましたが年度変わりは多忙を極め、不動産業界に
は大きな影響は出ていないように感じています。や
っと少し落ち着いてきたところでここからまた売物
件大募集です！！住み替えなどご検討されている方
は是非、お気軽にご相談ください。 

☆大好評 ガレージセール☆  

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…新しい縁が見られそうです。新しい友人、仕事仲間といった人 

    との縁もそうですし、家具や家電などの物との縁、生活環境と 

     の縁など様々な分野での新しい縁に期待が持てそうです。 

                    ラッキーデー3 日・17 日・26 日 

牡牛座…全体的に良い運気をしています。物事が上手く進み、以前失敗 

したことや望み通りの結果が出せなかったことも、成果を挙げ 

ることが叶いそうです。 ラッキーデー14 日・20 日・24 日 

双子座…明るい話題が多そうな良い運気をしています。あなた自身のこ 

と、そして身近な人などの嬉しい報告を何度も聞くことができ 

そうです。特になにかに継続して取り組んでいる人は、嬉しい 

結果が出る時期に差し掛かっているようです。 

ラッキーデー1 日・14 日・23 日 

蟹 座…生活の中に変化を設けると、運気が良い流れに乗りそうな気配 

をしています。通勤や通学路を変えてみる、食生活を変えてみ 

る、新しい趣味を持ってみる等々、これまでの自分とは異なる 

行動を取ってみましょう。 ラッキーデー3 日・17 日・26 日 

獅子座…自分の知識や情報を一度疑ってから、発言や行動をするように 

しましょう。持っている知識が、必ずしも今の時代に通用する 

とは限りません。アップデートをしていないと、思わぬところ 

で恥をかいたり、いらぬ対立を招いたりするでしょう。 

          ラッキーデー10 日・18 日・26 日 

乙女座…なにかと人とぶつかる時期になってしまいそう。他人と競い合 

うことから逃げることなく、まずはどうなるか、向かっていく 

ことを考えましょう。     ラッキーデー9 日・17 日・22 日 

天秤座…気持ちと身体のずれを感じてしまうようです。常日頃から健康 

運に気を付けておき、また無茶や無理をしないようにしておき 

ましょう。自分の限界がどの辺なのか知っておくことで、余力 

を上手く使って行動ができるはずです。        

ラッキーデー 5 日・13 日・25 日 

蠍  座…少し後ろを振り返ってみる時間を設けると良いでしょう。なに 

か見落としや不足はないか、皆があなたに付いて来られている 

か、フォローすべきことを失念してはいないか等々、いったん 

止まって振り返ることで、なにかしらの不足に気付くことがで 

きるようです。         ラッキーデー 7 日・18 日・28 日 

射手座…登り坂をゆっくり確実に上る感じで推移しそうです。何事もは 

じめは上手くいかないもの。そこであきらめたり放り出したり 

することなく、根気良く続けるようにしましょう。 

ラッキーデー10 日・19 日・25 日 

山羊座…人との関係が良い具合に改善されていきそうです。対立してい

た人と協力することになったり、最初から相性の良さを感じる

人と出会ったり、ポジティブな面が多く感じられることでしょ

う。                   ラッキーデー 3 日・16 日・27 日 

水瓶座…頭が冴え、直感が鋭くなる月のようです。なにかしらのアイデ 

アを出したり、意見をしたり、創作活動にもってこいの時間を 

過ごすことができるでしょう。  

                     ラッキーデー11 日・17 日・26 日 

魚 座…全体運の上昇のきっかけすらつかめない、今年のうちでも割と 

良くない運気の状態です。なにをやっても、なにを言っても上 

手くいかず、状況の好転を図る方法すら見えてこないかもしれ 

ません。大人しく、静かに過ごすのが一番良いかもしれません。   

ラッキーデー 9 日・14 日・28 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

 
 

 
              
 
 

作り方 

1. ボウルに〇の材料を入れて混ぜる。 

2. 別のボウルに●の材料を加えて混ぜ、 

バットに流し、食パンを両面浸す。 

3. (2)の食パンに(1)の材料とスライスチーズをはさ

み、フライパンにバターを入れて火にかけて軽く

押さえながら焼く。 

4. 片面に焼き色が付いたら裏返し、蓋をして弱火で 3

分ほど焼いて出来上がり。～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 枚分) 

〇新玉ねぎ(スライス)1/2 個 

〇コンビーフ 1/2 缶 

〇マヨネーズ大さじ 2 

〇塩コショウ少々 

食パン 2 枚 

●卵 1 個 ●牛乳 100cc 

●塩少々 

スライスチーズ 1 枚 

バター10g 

西側が水路を介して道路があり、その対面が公園と
なっており日当たりや通風良好な土地です。敷地も
ゆったり 70 坪超あります。建築請負条件ありませ
んのでお好きな工務店および住宅メーカーでの建築
が可能です。たくさんのお問い合わせをお待ちして
います。 

所在地 ： 岡山市北区川入 796 番 97 
交 通 ： 岡電ﾊﾞｽ『中国学園入口』ﾊﾞｽ停 歩 6 分 
用途地域 ： 指定なし（市街化調整区域） 
地 積： 236.74 ㎡（71.61 坪） 
接 道 ： 東 4.3m 
接 面 ： 約 15.0m 
建ぺい率：60%   容積率：200％ 
インフラ：上水道、合併浄化槽(要設置)、 

側溝、電気 
現 況 ： 古家あり 
引 渡 ： 相 談  取引態様 ： 仲 介 

☆令和３年 4 月の成約御礼！ 
・南区東畦土地 
・リベール原尾島 4 階部分 
・南区藤田中古住宅 
 ＊＊ご縁のあった皆様、おめでとうございます！＊＊ 

『新玉ねぎとコンビーフのフレンチトースト』 

☆締め切りは 5 月 28 日(金) 

正午まで☆ 
★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
岡山市北区川入土地 236.74 ㎡（71.61 坪） 
【1,480 万円】 

＊姿見鏡 

幅 54 ㎝×高さ 158 ㎝ 

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お譲りしています！ 

応募多数の場合は抽選となります。 

お気軽にお電話ください♪ 

籐（ラタン）素材のフレームでできて

おり、全身がしっかり写る姿見です。 

ナチュラルな色なのでお部屋のインテ

リアにも合わせやすいと思います。 

ぜひご活用ください♪ 


