＊ごあいさつ＊
こんにちは。１１月に入りお天気のいい日中はとて
も過ごしやすく気持ちのいい毎日ですね！寒い冬にな
る前のこの時期に少しずつお掃除をスタートしておか
れると年末が楽チンですよ☆特に排水管や排水マスの
油汚れは気温が下がると固まりやすくなり詰りの原因
となりますので今のうちにされておかれるのがおすす
めです。押入やクローゼットの換気も湿気の少ないこ
の時期が最適です。年末、一気に大掃除…となると気
が重いですが１日１箇所ちょこっとお掃除で年末まで
に終わらせよう♪と気軽に取り組んでみてはいかがで
しょうか？もちろん、ご自身では無理な事やわからな
いことなどございましたらお気軽にご相談ください☆

＊リ・ライフ

かわら版＊

リ・ライ フニュー フェイス を紹介し ます
安立 珠美（あだち たまみ）
趣味：料理・ウォーキング
愛称：たまちゃん・あだっちゃん
好きな本や映画：百田直樹「影法師」
はじめまして！この度リ・ライフプロデュースの一員となり
ました安立と申します。４月より事務所に勤務しておりました
が、この度ご挨拶させて頂く事になりました。休日は自由に料
理を作って食べ、ウォーキングで気分転換する事がお気に入り
です。お話しする機会がありましたら、是非皆様のお好きな食
べ物を教えてください♪宜しくお願い致します！

松永 未希（まつなが みき）
趣味：ドラマ鑑賞・ショッピング
愛称：みきちゃん
好きな本や映画：君の膵臓をたべたい
はじめまして♪この度リ・ライフプロデュースの一員となり
ました松永と申します。8 月よりベスト電器店内のショップに
て受付業務をしております。家では時間があれば常にドラマを
見ていて、毎シーズンスタートするドラマのチェックは欠かせ
ません^_^ まだまだ至らない点が多いですが、丁寧な接客を
心掛けて頑張りますので、よろしくお願いいたします！

＊１１月

＊施工レポート＊

インフォメーション＊

倉敷市玉島Ｎ様邸 平屋フルリノベーション
ライフスタイルが多様化する中、住宅設備もデザインや
機能性が変化しています。今回は暮らしに合わせて選べ
る洗面室のアイテムをご紹介いたします。

エ ス ク ア ・ エ ス ク ア LS
設置スペースに
ぴったり収まる
よう横幅を調整
でき、使い勝手
によって 6 つの
プランから選べ
ます。

タッチレスハイネック
スウィング水栓
センサーに手をかざすだけ
で水を出し止め出来るので、
レバーに触れることなく衛
生的に使えます。

ステンレスキャビネット
湿気がこもり
やすい洗面室
でもカビや臭
いを寄せつけ
ず、汚れも簡
単に拭き取れ
ます。

トールキャビネット
ランドリータイプ
洗濯用品をまとめて
収納でき、脱いだ服
をカゴに入れて隠す
ことも出来るので、
洗面室がスッキリし
ます。

物件探しからご相談いただいた N 様。奥様のご実家
までのアクセスのよいエリアで希望していた平屋の
中古物件を発見！条件は申し分ない、とこの物件を
すっかり気に入られた N 様。しかし築 50 年経つ建
物には多少不安も…。リノベーションでどこまでで
きるのだろう？と疑問・質問をぶつけていただき、
ご要望を聞きながら打合せを重ね、希望のマイホー
ムにすべくリノベーション！

After

B
Beeffoorree
屋根瓦は防災釉薬瓦に
葺き替えし、外壁は下地モルタルから塗り直し、塗装
仕上げに。窓サッシも全てペアガラスに入替し断熱性
能もアップ！お庭の植栽や庭石も全て撤去し駐車ス
ペースにしました。

上記の他にも、お掃除がしやすい洗面ボウルや LED 照明
付きミラーなど、多数アイテムをご紹介しております。
パウダールームのご提案もしております。
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

ブログ更新中！

検索

B
Beeffoorree
B
Be面的なものはもちろ
effoorree
表

After

昭和の雰囲気漂う内装
もすべて取り壊しスケ
ルトン状態からリノベ
ーション。出来上がり
は新築のお家と何ら変
わりがありません。
ご自身の希望が形となった完成をとても喜んで下さ
っていました☆ N 様、ありがとうございました。

＊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。
ここ最近は朝・晩が冷え込み、すっかり秋らしくな
ってきました。過ごしやすい季節もつかの間、すぐ
に冬の到来となりそうですので、皆様、今のうちに
しっかり秋を満喫してくださいね！
さて、10 月はお引き渡しのお宅が多く、特に後半は
バタバタとしておりました。一気に売り物件が無く
なってしまいましたので、売却不動産を大至急募
集！です。11 月も引き続き宜しくお願いします。
☆令和３年 10 月の成約御礼！
・サンエアポート NODA 5 階部分
・中区乙多見新築建売住宅
・北区伊島町三丁目中古住宅
・北区平山中古住宅
＊＊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★
両備グレースマンション妹尾駅前伍番館 2 階部分
3LDK 【1,500 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。
ご連絡、お待ちしてます！

＊備前焼
干支 イヌ
干支 イノシシ
箱はありません。

☆締め切りは

11 月 29 日(月)

正午まで☆

＊簡単お料理レシピ＊

『今が旬☆さつまいもの焼き芋スープ』
材料（2 人分）
さつま芋 大 1 本
牛乳 約 500ml
チキンブイヨン（お好みで）
JR 妹尾駅より徒歩圏内の便利な立地です。室内の保
守管理状態もとても良好です。
たくさんのお問い合わせをお待ちしています。
所在地：岡山市南区東畦 145 番地 42
交 通 ：JR 宇野みなと線『妹尾駅』徒歩 3 分
用途地域：第一種住居地域
構 造 ：鉄筋コンクリート造 10 階建 2 階部分
新築年次：平成 12 年 2 月（築 21 年）全 73 戸
専有面積：78.86 ㎡ バルコニー面積：14.43 ㎡
分譲会社：両備バス株式会社
管理会社：日本住宅管理株式会社
管理費：4,100 円 修繕積立金：8,100 円
駐車場使用料：5,400 円
共用部火災保険料：1,000 円
現 況：所有者居住中 引 渡：相談 取引態様：仲 介

作り方
1. 焼き芋を作ります。オーブン 300 度で４５〜５０
分くらいで。暖かいうちに、皮をむいて 5 等分くら
いにして、鍋に入れます。
2. 牛乳を入れます。サツマイモがひたひたに浸かるく
らい。火をかけ、温めます。混ぜながら焼き芋をつ
ぶしていきます。
（お好みで）よくまざってきたら、
お好みで牛乳・チキンブイヨンを継ぎ足し、お好み
でスープの濃厚さを調整したら完成です！
～体が温まりますよ♪ ぜひお試しください♪～

＊気になる今月の運勢は？

11 月占い＊

牡羊座…対人運が良い状態に入りそうです。特に年齢が近い人との関係
で、大いに刺激を受ける出来事もありそうです。壁を作ったり
照れたりせず、素直に感謝の言葉を述べたり辛い時は助けて欲
しいと表明しましょう。 ラッキーデー9 日・17 日・28 日
牡牛座…精神的な面が行動に表れやすいようです。物事をネガティブに
考えると、本当にその通りになってしまうでしょう。難しいこ
とでも、自分ならできると強く言い聞かせると、運気が好転す
ることも多いようです。 ラッキーデー10 日・19 日・27 日
双子座…人との関係が危うくなったり、自分の生活基盤や将来設計が揺
らぐような、不安定な運気をしています。今一度、自分の芯を
しっかりと持ち、問題から逃げず立ち向かうようにした方が良
いでしょう。
ラッキーデー8 日・16 日・28 日
蟹 座…物事が割と思った通りに進行し、精神的にも前向きな状態にな
れそうです。心の中に生じるちょっとした油断に注意しつつ、
難しい資格試験を受けるなど、思い切っ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4 日・15 日・26 日
獅子座…良い全体運をしています。物事を思い通りに進ませることがで
き、失敗や損失をすぐに挽回することも叶うでしょう。また、
人と積極的に関わり、自分が先頭に立って指揮を執ると吉のよ
うです。
ラッキーデー1 日・14 日・25 日
乙女座…ややピンチに陥りそうな気配です。何かしらの秘密を抱えてい
るなら、それが露見する出来事がありそうな危うさを持ってい
ます。親しい間柄でも、軽々しく秘密を打ち明けることは控え
た方が良さそうです。
ラッキーデー7 日・16 日・25 日
天秤座…過去のことよりも未来のことを考えた方が、物事は上手くいく
ようです。以前に成功した方法は当てにせず、自分がどうなり
たいか考えて計画していくと、スムーズに目標へ向かう道を見
出せるでしょう。
ラッキーデー 4 日・13 日・23 日
蠍 座…穏やかな運気で、日常生活を普通に送ることになりそうです。
不安な気持ちが大きくなることがあっても、重く考える必要は
ありません。なるようになる、と心の余裕を持てば悪を転じる
ことも叶うでしょう。
ラッキーデー 2 日・17 日・24 日
射手座…人との縁や身の回りの物など、割と入れ替わりの激しい月にな
る気配です。縁の出入りに一喜一憂せず、どんと構えていれば
惑わされることもなさそうです。運気の上下についてあまり気
にしないことも肝心です。 ラッキーデー8 日・15 日・27 日
山羊座…やや災難続きになりそうな星回り。対人関係、仕事、お金の管
理等々で全体的に望まない事態に直面しそうです。良くないこ
との後には嬉しい出来事があると思っておき、好きなことに時
間を多めに取って接すると良いでしょう。
ラッキーデー 4 日・15 日・24 日
水瓶座…何かとあなたが集団の中心に立つ機会が増えそうな気配です。
無茶や無理を言われた時は、きっぱりと自身の意思表示をしま
しょう。弱腰になると悪意を持った第三者に突かれてしまうか
もしれません。信頼のおける人を身近に置いておくことをオス
スメします。
ラッキーデー10 日・16 日・28 日
魚 座…月の前半にやや下がる以外は、総じて良い傾向にあると言えま
す。特に何かを決断したり、アクションを起こしたりするのに
向いている時期に入っていると言っても良いでしょう。他人の
言葉に惑わされたりせず、こうと決めたら即行動で進めた方が
良さそうです。
ラッキーデー 3 日・14 日・23 日

