
 

 

 

   

 

＊ごあいさつ＊ ＊施工レポート＊ ＊１月 インフォメーション＊ 

こんにちは。皆様、良いお正月を過ごされたでしょ

うか？今年は久しぶりに故郷に帰郷された方も多かっ

たのではないでしょうか？反対に遠方に出られている

お子様家族が帰って来られ賑やかなお正月となったお

宅も多いかもしれませんね！今頃になってお疲れが出

ているのではないでしょうか？（笑） 

さあ！2022年、リ・ライフプロデュースも元気に

スタートしました。本年もこのリ・ライフニュースを

通して少しでも皆様にとって役立つ情報を 

発信していきたいと思っておりますので 

引き続きご愛読いただけますようお願 

い申し上げます。 

岡山市北区 F 様邸  戸建フルリフォーム 
リフォームプラン付き中古住宅として販売スタート

したこちらの物件。この学区でずっと探されていた

Ｆ様が早々とお問合せいただきご購入を決意されま

した。設備機器などの発注前だった為、F様のご希望

を伺い、要望を取り入れた内容でリフォームしまし

た。壁付けだった 

キッチンは悩んだ結果 

対面キッチンに☆対面 

にしたことでキッチン 

スペースとＬＤがゾーン 

分けされスッキリ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (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  

 

ブログ更新中！ 

＊リ・ライフ かわら版＊ 

 リ･ライフプロデュース 検索 

【開催期間】 2022 年 3 月３１日（木）まで 
【開催場所】 岡山市北区下中野 1210-13 

クリナップ岡山ショールーム 

《《見積り特典》》※事前予約制 
岡山ショールームへ来場し CENTRO・STEDIA・ア
クリアバスの見積もりをされたお客様に 1,000 円分
の QUO カードプレゼント！！ 

《《ご成約特典》》選べる嬉しいプレゼント♪ 

CENTRO または STEDIA 成約特典 
食洗機・ガスコンロ・IH またはステンレス天板
の無料グレードアップが可能！ 

アクリアバス成約特典 
換気乾燥機または洗面化粧台 
ファンシオプレゼント♪ 

2022 年 5 月まで
に納品が可能な方
が対象です！ 

寒い冬の到来！住宅の寒さ対策はまだ間に合います！ 
1 日で完了するリフォームもご紹介しております。 
この冬も楽しく快適に過ごしましょう♪ 

壁や床を冷
えにくくし、
部屋の中の
温度差が緩
和される。 

足元から暖
め、健康に良
いとされる
「頭寒足暖」         
を実現。 

【断熱材】 

【床暖房】 

すぐにお湯が
出るので、 
捨て水の量が
0.1L に節約 
工事も簡単！ 
 

【小型電温水器】 

【断熱玄関ドア】 

部屋以外にも家 
全体に高い断熱 
効果が得られる。 

断熱材や複層 
ガラスで冷気の 

侵入を防ぐ 

最短 

1 日で 

完了 

上記の他にも、短時間で工事が完了する断熱リフォーム
や少しの工夫でお部屋を暖かくできる豆知識・ウイルス
感染予防に大切な換気方法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ください 

CENTRO STEDIA  AQULIA-BATH 

クリナップ 新春キャンペーン 

 

来場ご希望 
の方は弊社 
までご連絡 
下さい☆ 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

床材はショールーム

へ足を運び吟味し気

に入ったハードメー

プルに☆床材の効果

でとても明るい LDK

になりました。 

キッチン～洗面室

～浴室という使い

やすい家事導線は

そのままに設備機

器を入れ替えまし

た。トイレもタン

クレスタイプにし

スッキリ☆ 建売購入も検討されて

いた F 様でしたが完

成したマイホームを見

てご自身達の希望通り

のマイホームとなり、

この選択をして良かっ

た！と喜んで下さって

嬉しかったです☆ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、リ・ライフプロデュース不動産部です。
ついに 2022 年がスタートしました。皆様にとって
良き一年となりますことを心よりお祈り申し上げま
す。昨年、弊社不動産部では 46 人の売主様、51 人
の買主様、合計 97 というたくさんのお客様のお手
伝いをさせていただきました。本当に感謝、感謝、感
謝です。本年も、新たな出会いが数多くあることを楽
しみに日々精進して参ります。引き続き宜しくお願
い申し上げます！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊不動産事業部＊ ＊ガレージセール！もらってください！＊ 

 

『スイートチリマヨ スティックチキン』 

 

＊簡単お料理レシピ＊ 

牡羊座…全体的に運気が下がる傾向にあるので、人より目立つ行動はや 

 や控えておいた方が良いでしょう。意見は求められてから発言 

 する、それくらいの露出でいることをオススメします。 

            ラッキーデー6 日・15 日・28 日 

牡牛座…あなたの持つ思いと周りの人の持つ思いとで、隔たりを感じる 

 出来事がありそうです。すれ違いが小さいうちに対処すること 

 で解消されますので、人の長所を見て動きましょう。 

              ラッキーデー4 日・10 日・20 日 

双子座…一年の始まりとは言え、新しいことに手を出すことはあまりお 

 勧めできない運気のようです。仕事や趣味、引越しなどの日常 

 の生活含め１月は準備期間にして、いざ動き出すのは２月以降 

 が良いでしょう。     ラッキーデー4 日・17 日・27 日 

蟹 座…気付きと発見の月になりそう。知識や才能を発揮する場所や機 

 会を得ることもあるでしょう。ひとつの壁を破ると、次々に良 

 い出来事が連鎖するので、進めるうちはドンドン前に進むと良 

 さそうです。         ラッキーデー6 日・18 日・26 日 

獅子座…先月やその前にコレと決めて取り組んだことが、成果となって 

 現れる運気です。長年コツコツと努力を重ねてきた方には嬉し 

 い結果がもたらされそうです。大きな社会的躍進を遂げること 

 もあるでしょう。       ラッキーデー10 日・18 日・24 日 

乙女座…上向きの総合運と言えます。それもグンと上昇する割と良い運 

  気の線を辿りそうです。なにかと忙しさを増し、逆に自分の時 

  間が取れないことも。人との付き合いも優先度を決めておくと 

  良いかもしれません。   ラッキーデー7 日・18 日・29 日 

天秤座…人生の諸問題が解決へと向かいそうです。月の半ばから後半に 

 かけて運気も良い状態になるようです。但し、油断は禁物です。 

 気持ちを引き締め、改めたいと感じていることに今、着手する 

 と良いでしょう。      ラッキーデー 1 日・13 日・27 日 

蠍  座…良い運気をしているとは言えない状態です。トラブルに巻き込 

 まれることもありそう。ピンチを克服するには、あれこれ悩ま 

 ずフットワーク軽く動くことが大切です。身近な友人に助けを 

 求めると良いでしょう。  ラッキーデー 4 日・17 日・27 日 

射手座…圧倒的に好調な運気で、新しいことを始めたり何かを決断する 

 のに向いている月になりそうです。今年の目標を決めておき、 

 取り掛かると成功してライバルに大きな差をつけることがで 

 きるでしょう。        ラッキーデー4 日・15 日・28 日 

山羊座…とても良いと言えます。やること成すこと成功を収める可能性 

  があります。あなたが運気の勢いを過信して不遜な態度を取ら 

  ない限り、万事良好を保てるでしょう。 

                ラッキーデー 8 日・17 日・22 日 

水瓶座…神経がやや過敏になってしまう傾向がありそうです。普段なら 

 気にも留めないことにまで意識が向いてしまい、集中して何か 

 に取り組むことが難しい状況に身を置かれるでしょう。時間も 

 精神的にも余裕をもって臨み、ドンと構えていると意外に物事 

 が自然と解決する可能性があります。  

                 ラッキーデー1 日・14 日・25 日 

魚 座…自分に自信を持っておけば、大抵のことは乗り越えられる星回 

 りです。他者から非難をされても「自分は間違っていない」と 

 強く思っておき、自分のことを信じて意思を貫くと良い方向へ 

 と物事が向かうでしょう。 ラッキーデー9 日・19 日・25 日 

＊気になる今月の運勢は？ 1 月占い＊ 

材料（2 人分） 

鶏むね肉 １枚 ※塩胡椒 少々 

※にんにく 1/２かけ（すりおろし） 

※酒 大さじ１ 

片栗粉 大さじ４ 

サラダ油 大さじ 1.5 

◎スイートチリソース 大さじ２ 

◎めんつゆ、みりん、酒 各大さじ１  

マヨネーズ 大さじ１ 
作り方 

1. 鶏むね肉は中心から包丁を入れて観音開きにし、

麺棒などでたたいて平にしたら、１～２ｃｍくら

いの幅のスティック状に切る。（長いものは半分

に切る）ポリ袋に片栗粉を入れ、先ほどの鶏肉を

加えてお肉の周りに片栗粉をまぶす。 

2. フライパンに油を熱し、1 の鶏肉を中火で焼く。 

3. あまり動かさず、全体が白っぽくなってきたら裏

返す。◎を加えて全体に絡める。仕上げにマヨネ

ーズを加えて絡めて完成。ぜひお試しください♪ 

⇦＊キッズダイニングチェア 

座面の高さ：51 ㎝ 
テーブル部分は背中側へ 
動かせます。 

☆締め切りは 1 月 25(火)正午まで 

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♪ 

＊ラタンテーブル ⇨ 
ラタンフレームにガラスが 
乗っているのテーブルです。 
直径：約 75 ㎝高さ：36cm 
底板の内側に貝の装飾 

☆大好評 ガレージセール☆  

☆令和 3 年 12 月の成約御礼！ 
 ・南区築港新町一丁目土地 
 ・南区洲崎 3 丁目中古住宅 
 ・南区平福 2 丁目中古住宅 

＊＊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★ 
  リベール清心町 7 階部分  東南角部屋 
   2LDK【4,100 万円】 

JR 岡山駅より徒歩圏内で利便性の良い立地です。 
敷地内駐車場は全て平面区画となっています。 
リノベーションプランもありますので、たくさんの
お問い合わせをお待ちしております。 

所在地：岡山市北区清心町 17 番 32 号 
交 通 ：岡電バス『清心町』バス停 徒歩 3 分 
用途地域：第二種住居地域 
構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造 13 階建 7 階部分 
新築年次：平成 18 年 2 月（築 16 年）全 45 戸 
専有面積：84.04 ㎡ バルコニー面積：17.17 ㎡ 
ﾎﾟｰﾁ面積：4.52 ㎡ 分譲会社：昭和住宅株式会社 
管理会社：西松建設株式会社 
管理費：8,500 円 修繕積立金：11,770 円 
駐車場使用料：8,000 円（敷地内 No.26） 
現 況：空室 引 渡：相談 取引態様：仲 介  


