
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

    

 

こんにちは。連日、猛暑日が続いておりますが皆様、

夏バテなど体調を崩されていないでしょうか？夏バテ

防止にはオクラや枝豆といったビタミンとミネラルが

豊富な夏野菜が良いそうですョ。暑くて食欲も減退し

がちですが、しっかり体に良いものを補給して、暑さ

に負けない体力を備えましょう！お家の暑さ対策につ

いてはぜひお気軽にご相談ください☆ 

  倉倉敷敷市市ＨＨ様様邸邸ママンンシショョンンフフルルリリフフォォーームム    
中古マンションを購入しリフォームして住みたい、

というご相談からスタートした H 様邸。希望予算の

範囲内で納めるため、リフォーム内容はしっかり吟

味して決定されました。 

 

＊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＊  

キッチンの下り壁も

撤去し、キッチン内部

も明るくなりました。 

第一希望はリビング～和室

の間仕切りを取り払い、

LDK を広げることでした。 

 

全面南側に面した明

るく開放的なリビン

グになりました。 

ブログ更新中！ 

＊施工レポート＊ 

 

＊8 月 インフォメーション＊ 
 

 

住みたい場所で予算内のマイホーム完成にとても喜

んで下さいました☆H 様ありがとうございました。 

リモートワークの浸透により、これからは“自宅＝仕事場”
という方も増えていくことが予想されます。光や風を感じ
ながら気分転換できるリフォームをご紹介します。 

上記の他にもベランダ・バルコニー、デッキやマンショ
ン向けのリフォームなどもご紹介しております☆ 

宅配ボックス 

玄関ドア 採風タイプ 

不在時もスマートフォンと連携すれば、
荷物の受け取り・集荷が遠隔で行え、  
配達員と非対面で安心です。 
 

ドアを閉めたまま、しっかり換気で、 
防犯・防虫対策もできます。勝手口にも 
取り付け可能で、風通しも良くなります。 
 

ガーデンルーム 

小さなスペースにも無駄がなく、屋根や囲
いをつけて敷地を最大限に有効活用できま
す。ガーデニングや家庭菜園も楽しめます。 
 

●オンラインリアル脱出ゲーム 
開催日：8 月 4 日（水）～10 月２日（土） 
参加費：有料 チケット購入要（一部無料） 
参加資格：中学生以上推奨 
詳しくは…「SCRAP オンラインリアル 

脱出ゲーム」で検索♪ 

今年はおうち時間も満喫できる情報をご紹介致します♪ 

上記のほかにもご家族で楽しめるおうちで旅行体験
や、様々な分野のオンラインイベントが随時開かれ
ています。興味のある方は「オンライン イベント」
でぜひ調べてみてください★☆ 

●西川夏あかり～水と光の街あるき～ 
開催日：～8 月３１日（火） 参加費：無料 
点灯時間：午後 6 時半～午後１０時 
場所：西川緑道公園(桃太郎大通り～あくら通り) 

●おうちでミュージアム 岡山県立美術館 
開催日：いつでも可 参加費：無料 
ペーパークラフト・デジタル紙芝居・邦楽囃
子紙芝居うらしまたろうが YOUTUBE で見
られます♪歴史に興味がある方必見です！ 
詳しくは…「岡山県立美術館」で検索☆★ 

〖夏季休業のお知らせ〗 

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

 

 

BBBeeefffooorrreee 

BBBeeefffooorrreee 

AAAfffttteeerrr   

AAAfffttteeerrr   
 

BBBeeefffooorrreee 

水回り設備機器

も全交換を希望

され、配置・サイ

ズを変えないこ

とでコストを抑

えながら全て新

しくリニューア

ルされました。 

 

AAAfffttteeerrr   



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

＊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。 
暑くて熱い夏の到来です！賛否両論あった東京オリ
ンピックですが、アスリートの方達から連日、感動
と興奮を頂いています。そして私が大好きな全国高
校野球選手権大会も今年は開催されることになりま
した！地方大会ではコロナ感染により辞退を余儀な
くされた学校もあり手放しでは喜べない現実があり
ますが、ひたむきに白球を追う球児達からいつもパ
ワーをもらっています。今年もしっかり応援したい
と思っています。もちろんお仕事もしっかり頑張り
ますので引続き宜しくお願い致します。 

 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…なにかと負担が重なる運気をしています。すべてが中途半端に 

 なってしまう危険性もありますので、身の回りに起こる小さな 

 トラブルは、その都度解決していくことをオススメします。 

        ラッキーデー2 日・18 日・28 日 

牡牛座…ちょっとしたすれ違いが増えそうな気配です。スパッと気持ち 

 を切り替えて、前を向けるかどうかが肝心になりそうです。常 

 に新しい目標を設定して行動すると良いでしょう。      

       ラッキーデー9 日・17 日・26 日 

双子座…対人運が好調のようです。新しい縁自体もありそうですが、ど 

 ちらかと言えば今の縁が強くなる運気を持っています。家族旅 

 行、恋人とのデートなど、関係を深めるような行動を優先させ 

 ると良いでしょう。   ラッキーデー10 日・18 日・28 日 

蟹 座…良い運気の状態を保ち、前向きな日常を送ることができそうで 

 す。自分ができると強く念じれば、これまで何度も挑んでは失 

 敗していたことでも、成功を手にできるかもしれません。 

                 ラッキーデー3 日・16 日・27 日 

獅子座…小さなことにも気を配っておくようにしましょう。他人の些細 

 なつぶやきや、町なかを歩いていてちょっとした変化から何か 

 に気付いたり、身近なところにあなたの開運や成功を助ける 

 出来事がありそうです。  ラッキーデー8 日・14 日・22 日 

乙女座…全体的に好調な運気に支えられ、やることすべてが良い方向へ 

  と進むでしょう。他人の言葉に惑わされることもありそうです 

  が、最終的には自分の直感や経験を信じた行動を取ると良いで 

  しょう。     ラッキーデー9 日・14 日・25 日 

天秤座…全体運が徐々に上がっていくことから、物事の計画を実行する 

 のは月末にしておいた方が良いでしょう。新しい出会いや勝負 

 事の勝利も、月の後半になるほど運気に恵まれそうです。それ 

 まで耐える時間と考えて、趣味に力を注ぐのも良いでしょう。 

   ラッキーデー 2 日・17 日・28 日 

蠍  座…観察眼を養うことを心掛けておきましょう。人の発言や行動に 

 意識を向け、相手の本心を探るようにして毎日を過ごすことを 

 オススメします。他者が気付かない点を指摘してみれば、評価 

 を高めることにつながりそうです。 

                  ラッキーデー 6 日・17 日・30 日 

射手座…なにかと精神的に落ち込む出来事に見舞われそうです。無理に 

 明るく振舞ったり、傷口を見て見ぬふりをすることもありませ 

 ん。自然なままに受け入れて、解決する流れを待ちましょう。 

 趣味に没頭するのも良いでしょう。 

           ラッキーデー4 日・16 日・27 日 

山羊座…何度かチャンスに恵まれて、成功を手にできる良い運気をして 

  います。判断に迷ったら過去の経験を思い出してみましょう。 

  どのようにして切り抜けたか。その答えはあなた自身の過去に 

  きっとあるはずです。   ラッキーデー 8 日・18 日・27 日 

水瓶座…人の言葉に気を付けておきましょう。他者の誤った情報に踊ら 

 されて自分だけ損をしてしまわないよう、信憑性は必ず確認し 

 ておきましょう。    ラッキーデー10 日・18 日・26 日 

魚 座…全体運が良い状態にあります。自分の意見や感想をオープンに 

 しましょう。周りの賛同も多く得られて、あなたの力になるこ 

 とも多くありそうです。第六感や直感があなたになにかを囁き 

 かければ、その通りに行動してみることをオススメします。   

   ラッキーデー 3 日・16 日・24 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

 
 

 
              
 
 

作り方 

1. 枝豆はサッと水洗いして塩をからめ、たっぷりの熱湯

に入れ、4～5 分ゆでてザルに上げる。 

粗熱が取れたらサヤから出し、薄皮をむく。 

2. 枝豆、グラニュー糖、水をフードプロセッサーにかけ

ペースト状にする。バットに広げ、冷凍庫で凍らせる。 

3. ミキサーに(2)、牛乳、バニラアイスを入れてかくはん

し、器に注いでミントの葉を飾って完成です☆ 
～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） 

枝豆(サヤ付き) 200g 

塩 小さじ 1/2 

グラニュー糖 大さじ 1～

1.5 

水 大さじ 3 

牛乳 300ml 

バニラアイス 大さじ 2 

ミントの葉適量 

所在地：岡山市南区福富中 1 丁目 7 番 10 号 
交 通 ：岡電バス 『福浜校前』バス停 徒歩 5 分 
用途地域：準工業地域 
構 造 ：鉄筋コンクリート造 8 階建 7 階部分 
新築年次：平成 15 年 1 月（築 18 年）全 75 戸 
専有面積：89.00 ㎡ バルコニー面積：26.81 ㎡ 
分譲会社：株式会社穴吹工務店 
管理会社：株式会社穴吹コミュニティ 
管理費：7,700 円 修繕積立金：13,400 円 
駐車場使用料：6,000 円 自治会費：300 円 
現 況：空 室 引 渡：相 談 取引態様：仲 介 

☆令和３年 7 月の成約御礼！ 
・玉野市御崎 2 丁目 中古住宅 
・岡山市中区四御神 土地 
 ＊＊ご縁のあった皆様、おめでとうございます！＊＊ 

『 夏にさわやか☆ずんだシェイク 』 

☆締め切りは  

８月 30 日(月)  

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★ 
サーパス福富公園 7 階部分  

3LDK【2,150 万円】 

 

南西角部屋につき採光・通風共に良好です。バルコニ
ー側は遮るものが何もなく、眺望も最高です。室内は
とても丁寧に使っておられ、簡易清掃すれば即ご入居
頂ける状態です。照明器具やエアコンも付いており、
新しく買わなくてもご入居できるのも魅力です。 
たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 

＊備前焼 干支 

 鼠 牛 

㊟どちらも箱は 

ありません。 
  

☆大好評 ガレージセール☆  


