
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

こんにちは。９月に入り、少し暑さが和らいできた

ように感じます。やっと過ごしやすい季節となります

ね！食欲の秋・スポーツの秋・芸術の秋…ではありま

すが依然、自粛生活が続いておりますので何とかお家

でも秋を満喫できないかと試行錯誤しています。 

さて、ここからの１～２カ月、寒くなる前にお家の

気になるところの修理やお手入れをされてみてはいか

がでしょうか？油汚れは気温が低くなると落ちにくく

なりますし、外のお手入れは寒くなると億劫になりま

すので年末よりも秋にされるのがおすすめで 

す。ご自身では手に負えないような事があり 

ましたらぜひお気軽にご相談くださいませ☆ 

南南区区新新保保  ＫＫ様様邸邸  ママンンシショョンンリリノノベベーーシショョンン  
賃貸でお住まいだったマンション棟内で売物件が出

たので思い切って購入された K 様。住環境は住み慣

れたマンションなので問題なし！さらにお気に入り

のマイホームにすべくフルリフォームされました☆ 

＊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 

 
 

 

和室をリビングに⇒ 

キッチンは 

オープンキッチンに⇒ 

洗面エリア

は収納量 

をアップ 

ブログ更新中！ 

＊施工レポート＊  ＊９月 インフォメーション＊ 

 

 

気に入りの物に囲まれ大満足のマイホームとなりと

ても喜んで下さいました。ありがとうございました☆ 

設備を新しくするだけではなく、使い勝手も考えると 
暮らしは快適に生まれ変わり、より豊かになるオススメ
のキッチンリフォームをご紹介します。 

上記の他にもカップボードや浄水器のリフォームなど
もご紹介しております♪ 

 

 

AAAfffttteeerrr   

水回り設備 

機器は奥様 

が各ショー 

ルームに足を運びしっかり吟味して決められた納得

の品々です☆その他、床・壁・天井も貼り替えし内装

もすべてリニューアルしました。決めないといけない

事がたくさんあって大変でしたがご自身で選んだお

最新の 
加熱機器 

焼き物アシスト機能で、温
度・時間を自動設定、裏返
すタイミングなどを液晶表
示と音声でお知らせ。フラ
ットな庫内でお掃除楽々。 

Panasonic 
 

 
 
IHクッキングヒーター 

Rinnai 
 
 

 
ガスコンロ 

オートメニュー機能で、火
力を自動調節。コンロ上で
も使えるザ・ココットは蓋
付きで、グリル庫内も汚れ
ず気軽に調理できます。 

高くて手の届きにくかった
吊戸棚を軽い力で手動や自
動で目の高さに降ろせる昇
降棚。洗った食器をそのま
まセットできる食器乾燥庫
もあります。 

ダウン 
ウォール 

                     主催  
秋のキッチン・バス祭り 

日時：9/23（木）～9/28（火） 10 時～17 時 
会場：TOTO 岡山ショールーム 
   岡山市北区下中野 702-101 

 

 【お見積り特典②】 

 
 

詳細チラシを
ご入用の方は
リ・ライフ 
店舗まで☆ 

 
○ご注文期間 10/1～1/31 
○納品期間 10/1～2/28 

○対象期間 
案内日～11 月 30 日まで 

QUO カード 
各 500 円分 
プレゼント‼ 

ガラポン抽選会 
専用チラシまたは本紙
をご持参いただき対象
製品を見積り頂いた方
はハズレなしガラポン
抽選会参加できます♪ 

【ご注文特典】ザ・クラッソ、
シンラ、エスクア、エスクア
LS から換気扇、浄水器兼用
水栓等無償グレード UP‼ 

 

【お見積り特典①】 
ザ・クラッソ、シンラ 

【ご来場特典】 
TOTO の 
オリジナル 
グッズ各種 

 

AAAfffttteeerrr   
 

BBBeeefffooorrreee 

BBBeeefffooorrreee 

AAAfffttteeerrr   AAAfffttteeerrr   
 

BBBeeefffooorrreee 

BBBeeefffooorrreee 

＊ごあいさつ＊ 

 



        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

＊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。 
お盆期間中はあいにくの雨続きとなり、夏の楽しみ
である高校野球選手権大会も順延続きとなってしま
いました。しかし今年も高校球児達から勇気と感動
をもらいました！やっぱり高校野球はいいですね！
そんな中、8 月は多数のご縁結びができ嬉しい限り
です！ありがとうございました。 
引き続き 9 月も宜しくお願い申し上げます。 

 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…8 月からの運気の低空飛行が継続されるようです。ですが、対 

 人運が月の後半に向けてアップするため、お互いを褒めあえる 

 ような、前向きな人間関係だけを手元に残すと良いでしょう。  

      ラッキーデー2 日・17 日・24 日 

牡牛座…全体的な運気が下降しているので、あらゆることに注意を払っ 

 ておくと良いかもしれません。油断したり隙を見せたりはせず 

 ある程度の緊張感を保って行動することをオススメします。 

              ラッキーデー8 日・16 日・27 日 

双子座…直感が冴える月のようです。思ったことは即行動に移すと、開 

 運を獲得できそうです。アイデアは、第三者に取られる危険性 

 がありますので、自分のものだと強く発しておくと、防ぐこと 

 が可能になります。   ラッキーデー10 日・19 日・28 日 

蟹 座…総合運が下降し始める時期に入り、思わぬつまずきや停滞に直 

 面してしまいそうな感じです。駄目だったときは固執せず、気 

 持ちを切替えましょう。ヨガや瞑想で心を空っぽにすることも 

 良いでしょう。     ラッキーデー11 日・20 日・28 日 

獅子座…あれこれとあなたを誘惑する物や人に接することになり、集中 

 力が途切れがちになりそうです。一旦、自分は本当のところ何 

 をやりたいの か、再確認する時間をもつと良いでしょう。 

          ラッキーデー6 日・17 日・28 日 

乙女座…嫌なことは避けて通ると、成果を挙げることが叶いそうです。 

  不安や自信のなさを感じた時は、最初から手を付けず、得意な 

  ことや簡単なことで、結果を出すように考えると良いかもしれ 

  ません。    ラッキーデー3 日・16 日・28 日 

天秤座…言葉に強い力が宿る気配です。あなたの発する言葉によって誰 

 かを説得したり、凶を吉に転じさせることができそうな運気を 

 しています。こうなりたい、こうしたいと意思をはっきりと周 

 りに示すと良いでしょう。ラッキーデー 6 日・18 日・27 日 

蠍  座…ちょっとした油断が生じやすい状態のようです。隙を突かれて 

 目標や成果を誰かにさらわれるかもしれませんので、注意が必 

 要です。物事 を完成させるまで、気を抜かないようにしましょ 

 う。            ラッキーデー 5 日・15 日・27 日 

射手座…明るい兆しが見えたり、人生を好転させるヒントを発見したり 

 する月になりそうです。注意力を常に高く保っておくようにし 

 ましょう。また、せっかくのチャンスを逃してしまわないよう、 

 他人の話は耳を傾けるようにすると良いでしょう。 

           ラッキーデー8 日・20 日・26 日 

山羊座…運気は良い状態ですが、ライバルが出現して苦労をすることも 

  ありそうです。あなたと衝突する人物の登場に気を付けましょ 

  う。また、休日や平日でも、外に出てアクティブに活動するこ 

  とが、あなたの今月の開運の鍵となるようです。 

           ラッキーデー 2 日・14 日・28 日 

水瓶座…すでに毎日のルーティーンになっている事柄に対して、油断や 

 慢心が生じやすくなる気配です。過度な自信は足元をすくう結 

 果を招くかもしれませんので、注意しておくことをオススメし 

 ます。     ラッキーデー9 日・18 日・26 日 

魚 座…引き続き良い運気をしており、嬉しい出来事に見舞われそうで 

 す。これまで続けてきたことに良い結果がもたらされることに 

 期待できます。もしも物事が煮詰まった時は、思い切って休息 

 を長めに取り、気持ちをスパッと切替えましょう。 

                   ラッキーデー 3 日・17 日・27 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

 
 

 
              
 
 

作り方 

1. にんじんは皮をむき千切りにします。耐熱皿に入れ 

電子レンジ(600W)で 2 分加熱します。 

2. レタスは洗ってキッチンペーパーで水気をとり、 

3 等分にちぎります。 

3. ボウルにさばの味噌煮缶を汁ごとご飯に入れ 

混ぜます。 

4. ラップ、焼のりを敷き、のりの中心にご飯、 

にんじん、レタス、ご飯の順にのせ包みます。 

ラップごと包み、包丁で半分に切ってできあがり☆ 

～ぜひお試しください♪～ 

＊気になる今月の運勢は？ 9 月占い＊ 

材料（2 人分） 

さばの味噌煮 1 缶(190g) 

にんじん 1/2 本 

レタス  2 枚 

焼きのり 2 枚 

ご飯   300g 

所在地：岡山市南区浦安南町 553 番地 2 
交 通 ：岡電バス『慈圭病院前』バス停 徒歩 5 分
用途地域：指定なし 
構 造 ：鉄骨鉄筋コンクリート造 11 階建 5 階部分
新築年次：平成 7 年 5 月（築 26 年）全 79 戸 
専有面積：69.86 ㎡ バルコニー面積：7.59 ㎡  
分譲会社：株式会社のだ、多田建設株式会社 
管理会社：株式会社合人社計画研究所 
管理費：7,500 円 修繕積立金：6,300 円 
駐車場使用料：5,500 円（近隣月極）  
自治会費：300 円 
現 況：空 室 引 渡：相 談 取引態様：仲 介  

☆令和３年 8 月の成約御礼！ 
・南区彦崎中古住宅 
・北区平野中古住宅  
・中区中納言町中古住宅 
・東区瀬戸町観音寺土地 ・南区西市土地 

・ディアステージ奥田公園 3 階部分 
＊＊ご縁のあった皆様、おめでとうございます！＊＊ 

『栄養満点☆さば缶 de おにぎらず 』 

☆締め切りは 9 月 30 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★ 

サンエアポート NODA 5 階部分  
3LDK【1,080 万円】 

 

東南角部屋につき採光・通風共に良好です。しかも目 
の前には遮るものが何もなく、眺望も良好です。 
室内は丁寧に使用されていて、気持ちの良い空間で 
す。たくさんのお問い合わせをお待ちしています。 

今月は 備前焼 干支 午（うま）・未（ひつじ）です。 

㊟どちらも箱はありません。 
  

 

☆大好評 ガレージセール☆  

 


