
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

    

 

こんにちは。蒸し暑い日が続いておりますが皆様、

お変わりなくお過ごしでしょうか？梅雨明けは７月中

旬以降となりそうですのでもう少しの間、湿気＆暑さ

と闘わなければいけません。梅雨が明ければ本格的な

夏がやって来ます。今年の夏も暑くなりそうな予想で

すので今のうちからしっかり体調を整えて備えておか

なければ！と規則正しい生活を心がける 

ようにしています。お家の暑さ対策など 

お手伝いできることがございましたら 

ぜひご相談ください☆ 

  岡岡山山市市北北区区ＴＴ様様邸邸古古民民家家リリフフォォーームム    
お父様の代から住み継がれてきた T 様邸。昔なが

らの立派な木造家屋ですが築年数が相当経過してお

りだんだんと不具合を感じる部分が出てきだしてい

ました。T 様ご夫妻がさらに息子さんに住み継いで

いくためにそろそろしっかり手を入れておかなけれ

ば、とリフォームすることを決心されました。 

＊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＊ 
 

縁側の窓サッシも全てペアガ

ラスに入れ替えたことで格段

に断熱効果がアップしまし

た。リフォームが完成してか

らお孫さんは 2 階の屋根裏部

屋がお気に入りだそうです♪ 

和室が４室、田の字に並

ぶ間取りから和室は 1

室のみ残し、広々リビン

グに間取変更。間仕切り

を取っただけで広さは

変わっていないはずな

のに随分広くなったよ

うに感じます。 

長い間、物置

と化していた

屋根裏スペー

スは窓を取付

け採光を確保

して洋室に。 

 

ブログ更新中！ 

＊施工レポート＊ 
 

＊７月 インフォメーション＊ 
 

 

T 様邸またここから住み継がれていきますように☆ 

 

 

 

 

 

 

長引くコロナ禍で在宅時間が増えて、家事負担が増えた
ご家庭も多いはず。家事負担やストレスから解放され暮
らしにゆとりが生まれる便利設備をご紹介します。 

ビルトイン食洗機 

食器洗いを時短できるだけでなく、手
洗いより節水効果があることも。「高温
のお湯」でしっかり洗浄・乾燥するの
で雑菌が繫殖しにくく清潔です。 

コードレス掃除機の収納を工夫 

コンセントの位置を工夫することで収
納と充電が 1 度に解決。さっと使えて
さっとしまえて使い勝手も抜群です。 

玄関ドアのスマートキー 

両手が塞がっていても楽に解錠。カギを
出す必要がないので荷物の中から探す
手間が省けます。暗号化により防犯性能
にも優れています。 

上記の他にも自動調理機能付きコンロや家事効率を上げ
るリフォーム例などもご紹介しております☆ 

ククリリナナッッププ  夏夏キキャャンンペペーーンン！！  
期間★2021 年 6 月１日～8 月 31 日 
場所★クリナップ岡山ショールーム 
   岡山市北区下中野 1210-13 

岡山駅より車で 30 分／大元駅より車で 5 分 
※来場は完全予約制となっております。来場ご希望の方

はリ・ライフプロデュースへお電話ください※ 

【ご成約特典】「STEDIA」「CENTRO」
を成約頂いた方には指定の食洗機、ガ
スコンロ、IH ヒーターの中から一つプ
レゼント！または、STEDIA のみステ
ンレス天板から指定の人工大理石天板
への変更が無料でできます。「アクリア
バス」をご成約頂いた方には指定の換
気乾燥機か洗面化粧台をプレゼント！ 
 

【見積り特典】期間中ショールームにて
「STEDIA」「CENTRO」「アクリアバス」
を見積されたお客様に 1,000 円分の JCB
ギフトカードをプレゼント！ご予約来場が
平日の場合更に 1,000 円分プレゼント☆ 

ご成約キャンペーンはご来場お見積りをしていただき、
9 月末までの納品が可能な方が対象になります。不明点
ございましたらお気軽にお問い合わせください。 

 

BBBeeefffooorrreee 
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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。 
早いもので 2021 年も半分終わり、折り返し地点と
なりました。最近の傾向としては売却のご相談はコ
ンスタントに頂いておりますが、購入のご相談がめ
っきり少ないように感じます。昨今は「ウッドショ
ック」ということで、木材の価格が急騰しており、
この時期の住宅建築を見送り、あるいは購入を先送
りといった動きがあるのかもしれませんね。そんな
ご時世ではございますが、ご縁結びはひたすら続け
て参りますので宜しくお願い致します。 

 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…他者との関係が大きく変化する様子が感じられます。悪い方向 

 へ変わる関係もあれば、良い方向へ向かう関係もあり、一概に 

 良し悪しを言うことはできないかもしれません。物事を悲観的 

 に捉えることは控え、前向きな気持ちを大きく持ちましょう。

    ラッキーデー4 日・18 日・24 日 

牡牛座…やや下降線に入るものの、運気自体は好調を保っているようで 

 す。困難を克服し、目標を達成することもありそうです。 

 良い状況のときこそ、難しいと感じていたことにチャレンジし 

 てみると良いでしょう。 ラッキーデー8 日・16 日・23 日 

双子座…なにかと争いの絶えないひと月になってしまいそうです。妥協 

 する必要はありませんが、戦況が不利かどうかの判断は冷静に 

 見極めて、退くときは退く判断が下せるような冷静さを持って 

 おくようにしましょう。  ラッキーデー8 日・17 日・26 日 

蟹 座…内側から活力が湧いてきて、なにかを成したいという思いが強 

 く発揮されることでしょう。全体的な運気が良いので、なんで 

 もまずはやってみるのが良いでしょう。 

                 ラッキーデー7 日・18 日・28 日 

獅子座…新しいステージにその身を進める機会を得そうです。仕事で転 

 勤を言われたり、引っ越しの気持ちが大きく湧いてきたり、あ 

 るいはプロポーズされる可能性もあります。生活環境に限らず 

 日常の変化を前向きに捉えて進む選択をすると良いでしょう。 

              ラッキーデー9 日・17 日・26 日 

乙女座…仕事の運気が好調のようです。自分の過去の成果が認められる

など、行動が思い通りの結果を生み出してくれるような運気を

しています。現状に大きなストレスや不満を抱えている場合

は、新しい道や選択肢を取ってみても良いかもしれません。   

     ラッキーデー1 日・16 日・28 日 

天秤座…嗜好や趣味に変化が生じて、新しい道へと進むスタート地点に 

 立つことになりそうです。新しいことを始めること自体が、あ 

 なたの運気を良い状態へと持っていくことになりそうです。       

  ラッキーデー 10 日・19 日・25 日 

蠍  座…身の回りを整理することを始めましょう。あれこれと手を拡げ 

 過ぎて、すべてが中途半端になってしまっていませんか？物事 

 の優先順位を付けて、ひとつずつ片付けていくことをオススメ 

 します。           ラッキーデー 4 日・13 日・22 日 

射手座… 協力して物事にあたることで、成功を手にできそうな気配で 

 す。グループでなにか目標を定め、動いていくことをオススメ 

 します。人と支え合って進めれば、確実かつ早く成功を手にで 

 きそうです。        ラッキーデー8 日・17 日・28 日 

山羊座…新しい縁ができることに期待を持って良い運気をしています。 

 仕事でもプライベートでも、新しい縁ができるでしょう。ただ

し、相性の悪さを感じたら距離を置くことをオススメします。 

  ラッキーデー 3 日・18 日・27 日 

水瓶座…良い運気とは言えないレベルのようです。気持ちを切り替え、 

 ネガティブなことを引きずらないのが大切でしょう。趣味や興 

 味など、自分の気持ちを明るく変えてくれそうなものに触れて 

 いると良いでしょう。  ラッキーデー9 日・17 日・28 日 

魚 座…大きな動きがあなたの周りで起きそうです。心構えをしておい 

 た方が良いかもしれません。冷静さがこの先の成功への大切な 

 要素となります。慌てふためいて、すぐに決断を下したりしな 

 いようにしましょう。   ラッキーデー 4 日・17 日・28 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

 
 

               
 
 

作り方 

1. ①米は洗って水気をきり、炊飯器に入れ、Ａを加え

て２合の目盛りになるまで水を注ぐ。 

②トマトはヘタを取って十字に切り込みを入れる。 

2. ①の炊飯器の米の上に②のトマト、ピザ用チーズを

のせて炊く（時間外）。 

3. 炊き上がったら、トマトをくずしながら軽く混ぜ、

器に盛り、好みで粗びき黒こしょう、パセリ、粉チ

ーズをふる。 完成です！  

～ぜひお試しください♪～ 

＊気になる今月の運勢は？ 7 月占い＊ 

材料（4 人分） 

トマト 1 個  

ピザ用チーズ 50g 

A バター10g 

A コンソメ固形タイプ 1 個 

A しお小さじ 1/4    

水 適量      

粗びき黒こしょう少々 

パセリのみじん切り少々 

粉チーズ（好みで少々） 

所在地：岡山市東区瀬戸町観音寺 495 番 
交 通 ：宇野バス『新道穂崎』バス停 徒歩 22 分 
用途地域：無指定（市街化調整区域） 
地 積：418.58 ㎡（126.62 坪） 
建ぺい率：60% 容積率 ： 200% 
接 道：南側 2.3～2.5m(要セットバック約 15.3 ㎡)
間 口：約 18.0m   
インフラ：上水道、下水道、個別プロパンガス、 

電気、側溝 
現 況：古家あり（解体更地渡し） 
引 渡：相 談  取引態様：仲 介 

☆令和３年 6 月の成約御礼！ 
・岡山市北区久米中古住宅・岡山市北区御津矢原 
・岡山市中区新京橋 1 丁目中古住宅 
・サンハイム厚生町 11 階部分 
・岡山市南区福富西 2 丁目新築建売住宅 

 

 
＊＊ご縁のあった皆様、おめでとうございます！＊＊ 

『炊飯器で丸ごとトマトの炊き込みピラフ』 

☆締め切りは 7 月 29 日(木) 正午まで☆ 

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♪ 
★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
岡山市東区瀬戸町観音寺土地 【380 万円】 
418.58 ㎡（126.62 坪） 

南側道路につき日当たり良好です。緑あふれるのどか
な住宅環境でお家を建てられてはいかがでしょうか?
建築条件ありませんのでお好きなハウスメーカーや
工務店での建築が可能です。売主様ご負担にて建物解
体および確定測量後の引き渡しとなります。 
たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 

＊備前焼 

花器 

  

☆大好評 ガレージセール☆  

桐の箱が付い
ています。趣の
ある色あいの
花器です。 
季節のお花を
飾って楽しん
でください☆ 


