＊ごあいさつ＊
こんにちは。緊急事態宣言～まん延防止措置が明け、
少しずつ日常が戻ってきているように感じます。この
まま平穏に年末年始を迎えたい、と願うばかりです。
早いもので２０２１年もあと３カ月を切ってしまいま
した。今年もコロナに振り回された１年となってしま
い旅行やイベントといった思い出作りはなかなかでき
ませんでしたが、おうち時間が増えた事で以前よりご
家族でゆっくり過ごす事ができた方が多かったのでは
ないでしょうか？最近はおうち時間を快適に過ごした
い、というプチリフォームのご相談が増えています。
お正月までに…、とお考えの方はお早めに
ご相談くださいませ。お待ちしております☆

＊リ・ライフ

イエナカ充実キャンペーン 2021
開催期間：～12 月２７日（月）まで ※事前予約制
開催場所：クリナップショールーム（全国）
●キャンペーン.見積対象商品●
アクリアバス（9 月より新プラン登場）
・大流量シャワー ザーヴァ搭載
・カウンターなし仕様
・壁カラー新色 2 色登場！⇒⇒
～キッチン～
CENTRO（セントロ）
STEDIA（ステディア）
フライパン、取り皿セット・
お米セット・エコバッグなど
全 12 種類から選択可能！

富田の家 戸建てフルリノベーション
入浴準備から入浴後のお掃除まで、便利機能を設置する
ことでゆとりのある暮らしへ。毎日のお風呂を気持ちよ
くしてくれる浴室リフォームをご紹介します。
鋳物
表面に高温で
表面劣化が少
ステンレス
ホーロー ガラスを焼き
なく、さびに
浴槽
浴槽
付けて作るた
くい。水アカ
め、傷がつか
などが付着し
ず汚れが落ち
にくく、衛生
やすい。
的です。
床夏シャワー
ZAAVA 「シャワー
カウンター
ザーヴァ
浴」ニーズの

わずか 1 分で床面の温度を
25℃に温め、ヒートショッ
クを軽減します。

高まりを受
け、浴び心地
を重視した大
流量シャワー
ヘッド。

肩と腰を中心に温めてく
れて、3 つのモードから
ジェットバスの強さが選
腰楽湯 べます。

肩楽湯

昭和 59 年築 木造戸建てのフルリノベーションが
完成しました☆ ～外 観～

B
Beeffoorree
外部は屋根・外
壁の塗装、玄関
ドアの交換、植
栽を伐採し駐車
スペースに。
内部は水まわり
設備の交換、フ
ローリング貼
Beeffoorree
り、クロス貼り、B
～玄 関～
建具交換など、

After

After

上記の他にも座れるカウンターや、スマートフォンと
連動して入浴準備が行える機能もご紹介しております。

詳しくはインフォメーションをご覧下さい

(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

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください♪♪

＊施工レポート＊

インフォメーション＊

かわら版＊

＼＼クリナップショールーム／／

●交換商品例●

＊１０月

ブログ更新中！

検索

B
Beeffoorree

～L D K～

表面的なものは
もちろんのこと、
水道配管や電気
配線といった見
えないところま B
Beeffoorree
～キッチン～
で全て入れ替え、
フルリノベーションを施し安心し
て住んでいただけるお家に生まれ
変わりました☆

After

＊不動産事業部＊
こんにちは、リ・ライフプロデュース不動産部です。
お彼岸も過ぎ、徐々に秋らしさが深まってきました
ね。9 月は土地のご契約が多く、これから新居を建
てられるようです☆ご売却のご相談も増え、日々査
定業務に右往左往していますが、たくさんのご縁結
びができる事は嬉しい限りです。最後の引渡しまで
気を抜かずしっかりとお手伝いいたします。
引き続き 10 月も宜しくお願い申し上げます。
☆令和３年 9 月の成約御礼！
・クラース福富 3 階部分
・サーパス福富公園 7 階部分
・アルファステイツ大元駅前 3 階部分
・倉敷市茶屋町早沖①号地 ・北区一宮③号地
・倉敷市茶屋町早沖②号地 ・南区福田中古住宅
＊＊ご縁のあった皆様、おめでとうございます！＊＊

★リ・ライフおすすめ物件情報★
北区久米中古住宅（リフォーム完成後、即引渡し可）
4LDK+S【1,699 万円】

＊ガレージセール！もらってください！＊

☆大好評

ガレージセール☆

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。
＊プリンターインク
エプソン用
インクカートリッジ 46
黒 ICBK46×3 個
青 ICC46 ×1 個
黄 ICY46 ×4 個
赤 ICM46 ×3 個
※適合機種をご確認ください。箱付の 2 つについては、
推奨使用期限 2023 年 7 月の記載があります。他不明。
こちらでは品質の確認はできませんので、御理解のある方
のみご応募ください。応募多数の場合は抽選となります。

☆締め切りは

10 月 28 日(木)

正午まで☆

＊簡単お料理レシピ＊

『ひじきとちくわの和風ポテサラ』

利便性の良い立地です。外装は屋根・外壁塗装・外構
工事、内装はクロス・ふすま・床・設備機器の新設等、
フルリフォームです。完成後は即ご入居できますので、
たくさんのお問い合わせをお待ちしています。
所在地：岡山市北区久米 375 番地 10
交 通 ：岡電バス『備前白石』バス停 徒歩 2 分
用途地域：準工業地域
建ぺい率：60％ 容積率：200％
地 積 ：144.60 ㎡（43.74 坪）地目：宅地
接 道 ：西 側 4.0m（位置指定道路）
構 造 ：木造セメント瓦葺 2 階建
新築年次：昭和 56 年 6 月（築 40 年）
床面積：99.36 ㎡ 駐車スペース：並列 2 台可
インフラ：水道・個別浄化槽・個別 LPG・側溝・電気

現 況：空 家 引 渡：令和 3 年 11 月中旬
取引態様：仲 介

材料（2 人分）
乾燥ひじき 5g
ちくわ 2 本
じゃがいも 中 2(200g)
マヨネーズ 大さじ 3
白だし 小さじ 2
鰹節 適量
刻みねぎ(お好みで) 適量

作り方
1. 乾燥ひじきを水で戻して水気を切る。
ちくわは 3mm ほどの幅に切る。
じゃがいもは一口サイズに切り、柔らかくなるまで
茹で、水を切り、熱いうちに潰して粗熱を取る。
2. ひじき、ちくわ、マヨネーズ、白だしを加えて混ぜ
る。器に盛り、鰹節とお好みで刻みネギを散らした
ら完成です。冷蔵庫でしっかり冷やしてどうぞ♪
～ぜひお試しください♪～

＊気になる今月の運勢は？

10 月占い＊

牡羊座…他人となにかと衝突したり、目の敵にされたり、やや全体的に
不運に見舞われる傾向が出てしまいそうです。 あえて反発し
たりせず、人と接する機会自体を減らしていく選択を取った方
が良いかもしれません。 ラッキーデー3 日・17 日・29 日
牡牛座…運気が急上昇する良い運気に見舞われそうです。その切っ掛け
となるのは、昔からの親友の存在でしょう。同郷の人と会う機
会を積極的に持っておくと、ビジネスのチャンスが会話の中に
見付かるかもしれません。 ラッキーデー9 日・21 日・27 日
双子座…新しいことに手を出すと痛い目に遭う運気が見えます。新しい
ことに着手する際は、充分に気を付けておくべきでしょう。そ
の道のプロや経験者にサポートを依頼できるのなら、それも一
つの手段となりそうです。 ラッキーデー4 日・14 日・26 日
蟹 座…やや立ち直ってくるものの、まだ総合運は低い状態にある運気
です。自信を持って臨んだことが上手くいかなかった時は、別
のことに手を出して、一旦今の状況から離れることも選択肢に
入れておきましょう。
ラッキーデー2 日・18 日・27 日
獅子座…人の優しさに触れる機会が多くありそうです。辛い時や苦しい
時、自然と手を差し伸べてくれる人が現れそうです。多少の下
心や悪意を警戒しつつ、その手を頼ってみても良いでしょう。
ラッキーデー5 日・18 日・28 日
乙女座…物事を途中であきらめたり投げ出したりしなければ、達成する
可能性が大きくあるようです。上手くいかない物事に見切りを
つけるのは、少し待ってみると良いでしょう。多少のしつこさ
は、成功を収めるために必要な要素かもしれません。
ラッキーデー7 日・16 日・27 日
天秤座…問題解決と新しい問題の発生に見舞われそうな気配です。人と
の接点がやや減ることもあり、世間の情報や自分の身の回りの
動きに鈍感になってしまう点は注意しておきましょう。
ラッキーデー 10 日・18 日・27 日
蠍 座…嬉しい出来事が何度かありそうな気配です。全体運が良いので
仕事を評価されるなど大きな満足感を得られそうです。ただ、
対人運がやや下がっているので、言葉や態度に注意を払ってお
くと良いでしょう。
ラッキーデー 9 日・18 日・27 日
射手座…総合運が良い状態で、物事が全体的に上手く進むようです。思
い切った決断、人への優しい態度や責任感の発揮で、あなたの
信頼を得るでしょう。何事もまずは取り掛かってみることをオ
ススメします。
ラッキーデー2 日・17 日・26 日
山羊座…近い未来に対して迷いが生じやすくなりそうです。今の生活環
境を良くするには何が必要か、整理する段階に入ることになる
でしょう。困った時は体を動かす、散歩に出るなどして、気持
ちの切替えを早くすると、ひらめきがありそうです。
ラッキーデー 9 日・20 日・31 日
水瓶座…対人運が良い状態に入り、人との関係が良好に保てそうです。
新たな縁もできて好都合な結果を生み出してくれるようです。
友人や兄弟姉妹を切っ掛けに、新しく結ばれる縁は受け入れい
くと良いでしょう。
ラッキーデー9 日・17 日・28 日
魚 座…大切なもの、人との縁が不安定になりがちです。思い入れのあ
るものを紛失したり、長年の友人との関係が切れてしまわない
よう注意を払っておくべきでしょう。自己主張はしっかりと、
控えるところは控える、その判断が肝心になることでしょう。
ラッキーデー 2 日・13 日・27 日

