
 

 

 

 

 

 

＊ごあいさつ＊ ＊施工レポート＊ ＊4 月 インフォメーション＊ 

こんにちは。春到来！すっかり暖かくなり気持ちの

いい季節となりました。皆様、春を満喫されていらっ

しゃるでしょうか？ご入学,ご就職,と4月から新生活を

スタートされた皆様、おめでとうございます。今まで

と違う生活ペースに慣れるまで大変かもしれませんが

今しかないフレッシュな気持ちを大切に新しい環境を

楽しんでほしいと思います。さて、4月から色々な値

上げの発表がありましたが我が建築業界も原材料高騰

の煽りを受け色々な資材が値上がりしました。納期遅

延の商品もまだまだあり…、頭が痛いです。お客様に

ご迷惑をお掛けしないよう対応策を練って取り組んで

参りますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

岡山市 K 様邸  マンションフルリフォーム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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  

 

ブログ更新中！ 

 リ･ライフプロデュース 検索 

タッチレス 
水ほうき水栓 LF 

 
今回は、ひとりひとりのニーズやライフスタイルに合った 
新商品と、2022 年の住宅トレンドをご紹介致します。 

上記の他にも、ワークスペースの増設やトレンドカラー
についてや、新商品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確認ください♪♪ 

TOTO ザ・クラッソに対応 

センサーが水栓
の側面にあるた
め、水滴で水栓
を汚しにくく、
お手入れが簡単 

デュアルトップ対面 

 

戸建住宅用バスルーム 
     リデア 

お湯に浸かり
たい方、シャ
ワーで済ませ
たい方など、
入浴スタイル
に合わせて選
ぶ事ができる 

2022 年住宅トレンド！ 

洗面台は玄関の近くに 

スペースが限
られている玄
関には、コンパ
クトな洗面台
がおすすめ 

【開催期間】～5 月 31 日（火）まで 

【場所】全国 TOTO ショールーム ※要予約 

●お見積り特典● 期間中、最寄りのショー
ルームにご来場いただきザ・クラッソ ／シ
ンラ／エスクア／エスク LS／ネオレストを
新規お見積りのお客様にデジタルギフト（ペ
イペイまたはＱＵＯカードペイ）500 円分
をプレゼント♪ 

●ご成約特典● 期間中、最寄りのショールームで

ザ・クラッソ／シンラをお見積りのうえご成約のお客
様に 5 種類から選べるギフトをプレゼント♪ 

この機会にキャンペーンぜひ活用してみてはいかが
でしょうか♪詳しくは弊社までお問合せください★ 

シンクより 
高く作られた
カウンターは、
手元を見せた
くないという
対面キッチン
の悩みを解消 

  

  

中古マンションを購入するお話が進んでいた K 様か

ら想い描いている理想のマイホームにできるかどう

か？というご相談からスタートしました。打合せを

重ね、希望の間取りが決定！迷いに迷いながら仕様

も決定！そして形に 

なりました。 

BBBeeefffooorrreee 

 

AAAfffttteeerrr   
 

LDK に隣接する和

室を取り払い、とに

かく広々としたリビ

ングにと希望され実

現した明るい LDK 

キッチンは奥様たっての希望でタイルを採用。目地の

色・幅までこだわりました。 

リビングの一角には愛猫ちゃんの 

為にシンクを設置。専用トイレも 

近くに置けばお手入れ楽々♪ 

完成したマイホームをご覧になって理想通り！と喜

んで下さいました。K 様ありがとうございました☆ 

BBBeeefffooorrreee AAAfffttteeerrr   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、リ・ライフプロデュース不動産部です。 
新生活スタートの季節を迎えましたが、皆様いかがお
過ごしでしょうか？土地の高騰、建築資材の高騰、建
築費の高騰など、良い話があまりありませんが、その
ような情勢の中でも変わらずご縁結びの仕事は続けて
いて参ります。売却物件は随時募集中ですので、お手
持ちの不動産をご売却の際には是非お声掛け下さい。
宜しくお願いいたします。 

＊不動産事業部＊ ＊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☆ 

  

『簡単！とろ〜りチーズの豚ッカルビ』 
 

 
 

       

＊簡単お料理レシピ＊ 

牡羊座…追い込まれてからが本気モードのよう。最後まで諦めず必 

 死にしがみつくと、一発逆転を叶えることもできそうです。 

 この 4 月はとことんあがいてみましょう。 

                ラッキーデー2 日・14 日・25 日 

牡牛座…運気上昇の兆しが見られる月になりそう。中でも、対人運 

 が良いので、相手の短所をあまり指摘せず、良好な距離を 

 上手く保つようにしておくことがカギとなるでしょう。 

                  ラッキーデー3 日・15 日・24 日 

双子座…無理矢理にでも少し休息を入れておくべきでしょう。今後 

 飛躍するためにも、およそストレスになりそうなことから 

 完全に距離を取り、あなたの思う通りのことをやってみる 

 と良さそうです。   ラッキーデー3 日・15 日・24 日 

蟹 座…引き続き好調の運気をしています。直感を信じ、まずは行 

 動することで自然と望み通りの結果になりそう。身近で困 

 っている人がいれば、積極的にサポートすると、巡り巡っ 

 てあなたの元へ良い結果となって還ってくるでしょう。 

                          ラッキーデー8 日・16 日・27 日 

獅子座…徐々に運気も上昇していくので、勝負をかけるには後半ま 

 で待つ必要がありそうです。決断、行動は待ちの姿勢で、 

 人と少差ができたところで挽回できると強気でいると良い 

 でしょう。       ラッキーデー11 日・16 日・28 日 

乙女座…小さな目標を設定して数をこなしていくことで、近いうち 

  に大きな目標をクリアするだけの力を身に着けられる月の 

  ようです。まずはクリアできそうなゴールラインを設ける 

  ことをオススメします。ラッキーデー9 日・17 日・25 日 

天秤座…好調の気配。特に何かしらの物事を成す際、あなたが中心 

 となり動き出すようです。あなたの意見は多く取り入れら 

 れ、自分の意思を反映させることができそうです。評価を 

 高めるチャンスです。 ラッキーデー 5 日・14 日・25 日 

蠍  座…焦りの気持ちが出過ぎて、人との協調が上手くいかず苦労 

 しそうな気配。しかし、適度の意思表示は必要です。言う 

 べきことは言い、退くときは退く。場の空気を読む力を大 

 いに発揮しましょう。 ラッキーデー 2 日・17 日・23 日 

射手座…変化の月になりそう。前半は良い方向へ進み、後半は事態 

 が悪い方向へ転じる変化になる気配です。精神的にまいっ 

 てしまう可能性もあるので、適度な休息時間を確保するこ 

 とを大切にしましょう。ラッキーデー8 日・17 日・22 日 

山羊座…良くも悪くも他人の影響を大きく受ける月になりそう。自 

  分はどう動くべきか熟考してから行動しましょう。自信の 

  ないことや根拠のないことからは、スパッと身を引いた方 

  が良さそうです。   ラッキーデー 3 日・14 日・22 日 

水瓶座…全体的に調子を崩しそうです。やや健康運が下降するので、 

 体力の限界に挑むようなことはせず、睡眠と休息を十分に 

 取って毎日を過ごすと良いでしょう。  

                   ラッキーデー1 日・18 日・27 日 

魚 座…出会いのチャンスが何度かありそうな予感。4 月は人の動 

 く時期でもあり、その流れに影響を受けることになりそう 

 です。特にあなた自身に職場や生活環境の変化があるのな 

 ら、新しい出会いに大きな期待を持って良いでしょう。 

               ラッキーデー9 日・18 日・24 日 

 

＊気になる今月の運勢は？ 4 月占い＊ 

材料（2 人分） 
 豚バラブロック肉 400g 
じゃがいも 2 個 玉ねぎ 1/2 個 
キャベツ 1/4 玉(200g) 
☆コチュジャン大さじ 3 杯 
☆砂糖・酒 大さじ 2 杯ずつ 
☆しょうゆ大さじ 2 杯 
☆にんにく・しょうがおろし・ 
一味唐辛子 小さじ 1 杯ずつ 
とろけるチーズ 70g 

☆令和 4 年 3 月の成約御礼！ 
 ・南区豊成三丁目 土地 
 ・南区箕島 田んぼ 

＊＊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★ 
 サーパス新保緑道公園 11 階部分 
   3LDK【2,280 万円】 

ペット飼育可能で、高層階につき眺望良好です。また、
生活にとっても便利な立地です。いつでも内見頂けます
ので、たくさんのお問い合せをお待ちしております！ 

所在地：岡山市南区新保 102 番地 3 
交 通 ：岡電バス『新保北』バス停 徒歩 2 分 
用途地域：準工業地域 
構 造 ：鉄筋コンクリート造 14 階建 11 階部分 
新築年次：平成 18 年 8 月（築 15 年）全 68 戸 
専有面積：73.00 ㎡ バルコニー面積：13.14 ㎡ 
ｱﾙｺｰﾌﾞ面積：0.84 ㎡ 分譲会社：株式会社穴吹工務店 
管理会社：株式会社穴吹コミュニティ 
管理費 ：4,700 円 修繕積立金：9,100 円 
駐車場使用料：5,300 円（継承可能） 
インターネット回線使用料：2,835 円  
CATV 回線使用料：220 円 SOS 利用料：407 円 
現 況：空室 引 渡：即可能 取引態様：仲介 
 

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♪ 

椅子のような 

⇦デザインの姿見です 

サイズ：高さ 160 ㎝ 

幅   45 ㎝ 

奥行  35 ㎝ 

カラー：ブラック 

締め切りは 

４月２８日（木）正午まで 

作り方 

1. 豚バラ肉は 1cm 幅に切ります。ボウルに豚バラ肉を入

れ、☆の調味料を入れよくもみ込み、15 分置きます。 

2.耐熱容器に味付けした豚肉を入れ、じゃがいも、玉ねぎ、

キャベツをのせます。ふんわりラップをかけ、レンジ

600W で 10 分加熱します。取り出して混ぜたら中央に

チーズをのせます。再びラップをふんわりとかけ、レン

ジ 600W で 3 分加熱して完成です。 

～  ぜひお試しください♪♪♪ ～ 


