
  

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

   

     

  

 

こんにちは。早いもので今年も年末のご挨拶をさせ

ていただく季節となりました。例年１２月はお客様と

の忘年会と位置づけてリ・ライフカフェを開催してお

りましたが昨年に続き今年もまだ新型コロナウィルス

感染が懸念されますのでオンラインでの感謝祭とさせ

ていただくことにしました。たくさんの方に 

ご参加いただければ大変嬉しく思います。 

皆様、素敵な年末年始をお迎えくださいませ。 

～～年年末末年年始始のの営営業業時時間間ののおお知知ららせせ～～  

年内営業は１２月２９日（水）１７：００まで 

年始営業は  １月  ５日（水）１０：００から 

とさせて頂きます。宜しくお願い致します。 

倉倉敷敷市市  ＡＡ様様邸邸    ママンンシショョンンリリフフォォーームム  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ど大変ご迷惑をお掛け致しました。 

岡山での新生活を快適に過ごしてい 

ただけますように☆Ａ様、ありがとうございました。

＊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☆

 

やはり奥様が毎日

立つキッチンは必

須！収納量を重視

してスライド収納

に。IH を採用され

お手入れ楽々です。

洗面化粧台はもと

もとあった三面鏡

は残し下台を機能

性が高い最新のも

のに交換しました。 

ブログ更新中！ 

＊施工レポート＊ ＊１２月 インフォメーション＊ 

 

納期遅延でお待ちいた

だいた便器も何とか入

荷し交換完了！ご入居

を遅らせていただくな

 

和室はクロスの貼り替え＋畳

の交換を。フチなしのカラー

畳にした事でぐっとモダンな

雰囲気になりました。 

＊ごあいさつ＊  

県外から岡山へ移住されるために中古マンションを

購入された A 様。ご入居前にリフォーム工事のご依

頼をいただきました。そのままでも住めるくらい状態

の良い中古マンションでしたがこれから終の棲家と

して心地よく過ごせるように気になる部分をリフォ

ームすることになりました。 

 

2021 年もたくさんのご依頼ご相談をいただきまして
誠にありがとうございました。2022 年も快適な住ま
いになるよう真摯にご提案させていただきます。ぜひ
お気軽にご相談ください。宜しくお願い致します。 

お世話になっている皆様に感謝の気持ちを込めて毎年開

催しておりますリ・ライフカフェですが、今年はお客様大

感謝祭として皆様と楽しい時間が過ごせることを、心より

嬉しく思います♪皆様のご参加お待ちしております���� 

＊オンライン大抽選会＊（先着 52 名様限定） 

抽選日時：12 月 18 日（土）13 時スタート 

配信方法：弊社     ページにてライブ配信 
※抽選会参加には事前エントリーが必要です※ 

【エントリー方法】FAX・メールにて必要事項をご記入
のうえご応募いただき、抽選番号をお控えください。 

応募締め切り日：12 月 12 日（日）正午まで 
エントリーが 52 名様に達した場合、締め切り日より前
に応募を終了させていただきますのでご了承ください。 

＊景品例＊景品は抽選ライブ配信後発送となります。 

ホームプロジェクター・スチームアイロン 
選べるお米カタログギフト など… 
素敵な商品が当たります！ 
ライブ配信は誰でも視 
聴可能です♪コメント 
お待ちしております☆ 

ハズレ 
なし！ 

内装改修工事（フロア・クロス・網戸・ 
畳・襖 張替え等） 

設備機器交換工事（トイレ・浴室・ 
キッチン・洗面台・エコキュート等） 

例年と同様さまざまな部位の張替えが人気で
した。またおうち時間が増えたためか畳や襖 
も張替えされる方が多かったように感じます。

経年劣化による給湯器・エコキュート交換を 
される方が増加していました。昨年同様キッ 
チン・トイレ交換は不動の人気工事でした。 

物件の購入に伴う全改修のご依頼をたくさん
頂戴致しました。不動産とリフォームを併せ 
てお手伝いできるのも弊社の強みです。 

全面改修（戸建・マンション） 
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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。 
2021 年もいよいよ最後の 1 ヶ月となりました。 
年末に向けて何となく気忙しくなってくる季節です
が、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか？さて、
今月は新しい売り物件もいくつか入ってきましたの
で、皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
引き続き、売却不動産のご相談を募集中です！本年
も最後まで宜しくお願い申し上げます。 

 

＊不動産事業部＊ 

牡羊座…抱えていた対人問題や人生の諸問題が、解決へと向かう機運を 

 持っています。精神的に落ち着きが出て、色々と考える余裕が 

 生まれるでしょう。もちろん、油断や慢心は禁物です。迂闊な 

 発言には注意しましょう。 ラッキーデー4 日・16 日・27 日 

牡牛座…感覚や感性が試される時期のようです。これが正しい！と思っ 

 ていたことが思うように進まなくなり、臨機応変の対応が求め 

 られることでしょう。思ったのと違う方を選んでみるくらいの 

 思い切りの良さがあった方が良いかもしれません。 

              ラッキーデー6 日・14 日・22 日 

双子座…順調に安定した運気を保つことができるでしょう。運気の良さ 

 を生かして、新しいことや興味を持ったことを始めると良いで 

 しょう。また、初めて訪れる場所は吉となりそうです。  

           ラッキーデー9 日・17 日・31 日 

蟹 座…やや低調な運気をまとっている様子。他者の影響を大きく受け 

 る可能性があります。ネガティブな言葉をよく吐くような人は 

 それが友人であっても、身近に置いておくことを避けるように 

 しましょう。          ラッキーデー5 日・17 日・23 日 

獅子座…運気は決して良いものとは言えません。ですが悲観的になる必 

 要はありません。予想外のピンチに見舞われた時は、柔軟な 

 思考や判断の早い行動で、チャンスに変えることができるでし 

     ょう。               ラッキーデー4 日・16 日・28 日 

乙女座…全体的に良い運気をまとっているようです。自分の思い通りに

物事が運ぶ傾向があり、気分的にも楽なようです。ただし油断

や慢心が生まれやすくなりそう。相手の立場を尊重する行動を

心掛けると良いでしょう。 ラッキーデー8 日・17 日・24 日 

天秤座…自分自身の決断を見直した方が良いような状態です。お金や信 

 頼のこと等、過去を振り返ってみましょう。そのことに連動し 

 て身近な人から否定されたら、奮起して行動することで自信を 

 示しましょう。        ラッキーデー 9 日・15 日・26 日 

蠍  座…全体的に運気は上向きで、良い出来事に見舞われそうな気配で 

 す。家庭内トラブルが起きても運気の良さもあってか、余計な 

 言葉を発さず放置していると、すぐに解決へ向かいそうです。   

   ラッキーデー 7 日・16 日・22 日 

射手座…周りと違うことをして成果を先取りすることを考えて良いで 

 しょう。多少自己中心的になりつつも自身の意思を優先し、変 

 化球のある考え方や行動をとることで、他者に差をつける結果 

 を得られるでしょう。    ラッキーデー4 日・18 日・29 日 

山羊座…小さなトラブルをいくつか抱えそうです。ですが、全体的に見

て大きな影響はなさそうなので、予定は着々とこなすことがで 

  きるでしょう。対人関係のトラブルは、即解決しておくことを 

  オススメします。      ラッキーデー 3 日・14 日・22 日 

水瓶座…最後の頑張りに大きな力が発揮される時期のよう。今年中に 

 終わらせておきたいことがあるのなら、一気に集中を高めて取 

 り組むと良い成果が期待できます。あきらめたり投げ出したり 

 せず、最後の踏ん張りを見せてみると良いでしょう。  

                 ラッキーデー3 日・16 日・26 日 

魚 座…大きくあなたの日常は変化していく初期段階に入りそうです。 

 変化を拒むよりも、先々のことを考えると受け入れていく選択 

 が開運へとつながるようです。なにかしら大きな活動をする時 

 は、周りを巻き込んで行うと良い結果が出てきそうです。  

                 ラッキーデー 7 日・15 日・28 日 

＊ガレージセール！もらってください！＊ 

 
 

 
              
 
 

作り方 

1. 鶏肉は皮と脂を取り除き、一口大のそぎ切りにして

塩、酒を揉み込み 10 分ほどおく        

ネギは 2～3mm の小口切りにする 

2. フライパンにごま油を熱し、片栗粉をまぶした鶏肉

を広げ、両面焼き色がつくまで焼いたら○を加える 

3. 汁気が少なくなったら、長ネギを加えてさっとから

め、いりゴマをふればできあがりです。 

～ ぜひお試しください♪♪♪ ～ 

＊気になる今月の運勢は？ 12 月占い＊ 

材料（2 人分） 

鶏むね肉 1 枚(約 300g) 
塩少々  酒大さじ 1 
片栗粉大さじ 1 
○水カップ1/5 ○塩小さじ1/3 
○鶏がらスープの素小さじ 1/2 
○黒胡椒少々 
長ネギ細め 2 本(40g) 
いりごま小さじ 1/2 

ごま油大さじ 1/2 所在地：岡山市南区東畦 143 番地 10 
交 通 ：JR 宇野みなと線『妹尾駅』徒歩 3 分 
用途地域：近隣商業地域（準防火地域） 
建ぺい率：80％ 容積率：200％ 
地 積 ：150.66 ㎡（45.57 坪）地目：宅地 
接 道 ：東 側 5.0m（公道） 
構 造 ：木造スレート葺 2 階建 
新築年次：平成 29 年 10 月（築 4 年） 
床面積：105.15 ㎡ 駐車スペース：3 台分可 
インフラ：水道・合併浄化槽・個別 LPG・電気・側溝 
現 況：所有者居住中  
引 渡：令和 4 年 2 月下旬以降 取引態様：仲 介  
  

☆令和３年 11 月の成約御礼！ 
・アルファスマート老松町 9 階部分 
・倉敷市玉島阿賀崎 3 丁目中古住宅 
・北区御津新庄中古住宅 ・北区久米中古住宅 
・両備グレースマンション妹尾駅前伍番館 2 階部分 
 ＊＊ご縁のあった皆様、おめでとうございます！＊＊ 

『ヘルシー料理☆鶏むね肉のねぎ塩焼き』 

☆締め切りは 12 月 24 日(金) 正午まで☆ 

 

 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
 南区東畦中古住宅 4LDK 【2,510 万円】 

 

JR 妹尾駅より徒歩圏内で利便性の良い立地です。敷
地内の駐車スペースは 3 台分あります。また室内の
保守管理状態はとっても良好です。たくさんのお問
い合わせをお待ちしています。 

＊アコースティックギター 

 

☆大好評 ガレージセール☆  

いつも沢山のご応募をいただき 

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、お待ちしております♪ 

弦が一本切れています。 

ピックはついていません。 

TAKARA とラベルあり 

年季がはいったギター 

です。インテリアとして 

飾ってみられてはいかが

でしょうか？ 


