＊ごあいさつ＊
こんにちは。皆様、ゴールデンウィークは楽しく過
ごされましたか？３年ぶりに制限のないゴールデンウ
ィークとあって行楽地には人が多かったようですね。
少しずつ以前のような日常が戻ってきますように…☆
さて、この度、弊社ショップが入るベスト電器岡山
本店さんが全館リニューアルされました。それに伴い
弊社ショップが1階から2階中央に移動することにな
りました。当面、仮設のショップとなりますが2階に
て変わらず営業しておりますのでぜひお立ち寄りくだ
さい。正式リニューアルオープンにつきまして
は後日、改めてお知らせさせて頂きます！
引き続き、ご愛顧いただけますよう、
どうぞよろしくお願いいたします。
＊リ・ライフ

かわら版＊

岡山で失敗しない
リフォーム会社を選ぶ本
2022-2023 Vol.4 税込 550 円
＜掲載ページ＞
・古民家再生住宅
・岡山のリフォーム会社と実例集
・中古住宅購入リフォーム
岡山での家づくり 2022 春・夏号
Vol.10 税込 550 円
＜掲載ページ＞
・岡山の工務店 施工実例集
・「家づくり学校」が提案する
５の厳選企業
弊社が紹介されている情報紙が発売中です(^^♪
リフォームをお考えの方もそうでない方も参考になる
内容となっております！お近くの書店または電子書籍
版もございますので是非ご覧くださいませ☆
文末となりましたが、この度撮影にご協力いただいた
お施主様、本当にありがとうございました。この場を
お借りしてお礼申し上げます。

＊5 月

インフォメーション＊

ショッ プ ２ F 移 転に伴 う
ア ウ トレ ッ トセ ー ル 開 催
「システムバスルーム アクリアバス」
㊟戸建限定！
定価¥1,764,400（税込）

90％OFF ⇒ ￥176,440（税込）

対象条件あり！展示品１点限りの大特価！
浴室テレビ・浴槽手すりなどの
展示品ならではの豪華装備も魅力的。
《対象条件》運搬・移設工事費別途
◎既存浴室が 1616 サイズ（1600 ㎜×1600 ㎜）
◎洗面から入る扉、配置位置、お風呂の向きに条件あり
その他、洗浄便座付きトイレや洗面台、手洗い器、ダウ
ンライトなどもセール中です。ショップで展示しており
ます。商品無くなり次第終了です！「このお風呂気にな
る！」
「マイホームに合うかな？」と思ったらお気軽にお
立ち寄りお問い合わせください★お待ちしております♪
お風呂

洗面

＊施工レポート＊

岡山市 F 様邸 戸建てフルリフォーム
昭和４０年代にご両親が建てられたお家を受け継ぎ
住まわれている F 様邸。今までも少しずつ手を入れ、
修繕を重ねてこられましたがこの度、お母様の介護
をきっかけに今までなかなか思い切れなかったフル
リフォームすることを決心されました！
足を悪くされたお母様にとって昔ながらのタイルの
浴室は入口の段差、滑りやす
い床、またぎの高い浴槽…、
と危険がいっ
ぱいです。
システムバス
にする事でそ
れらが改善さ
れ安心して入
浴できるよう
になりました。
B
Beeffoorree
断熱効果もア
ップし、みんな
が快適に♪
お母様のお部
屋はベッドが
置ける様、和室
B
から洋室に。
Beeffoorree

After

トイレ

詳しくはインフォメーションをご覧ください☆

After

(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2F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

After

キッチンは配置を変え導線も一新しました。
ご高齢のお母様がリフォーム後のお家を気に入って
下さるか心配でしたがとても喜んで下さって F 様邸
リォーム大成功！F 様ありがとうございました☆

＊不動産事業部＊
山の木々たちが新緑を帯びて気持ちの良い季節とな
りました。皆様、いかがお過ごしでしょうか？
新年度に入り不動産市場もだんだんと活気づいてき
たように思う今日この頃、弊社がお預かりする売り物
件も徐々に増え、お陰様でご縁結びも順調です！引き
続き、売り物件は募集しておりますので、お手持ちの
不動産をご売却の際にはぜひご相談を下さいますよう
宜しくお願い申し上げます！

☆令和 4 年 4 月の成約御礼！
・南区新保 土地
・サーパス新保緑道公園 11 階部分
・南区芳泉 2 丁目リノベーション中古住宅
＊＊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★

瀬戸内市長船町磯上

中古住宅

5DK＋S【390 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♪

＊備前焼

湯のみ

箱無し
直径約 8ｃｍ
どっしりとした
立派な湯のみです。
お茶をいれてティータイ
ムを楽しまれてはいかが
でしょうか☆
使用時はよく洗ってから
お使いください！
締め切りは５月 31 日（火）正午まで♪
＊簡単お料理レシピ＊

『ブロッコリーと卵のパリパリシーザーサラダ』

のどかな住環境でかつ、敷地もゆったりしており南側に
は遮るものが何もないため日当たり良好です。駐車スペ
ースもたくさん確保できます。室内の保守管理状態が良
好ですので、小綺麗にするだけですぐにお住まいいただ
けます。蔵もあるのでいろんなものがたくさん置けます
よ。皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。
所在地：瀬戸内市長船町磯上 1255 番地
交 通 ：瀬戸内市営バス『山田』バス停 徒歩 3 分
用途地域：指定なし 都市計画：都市計画区域外
地 積：870.11（263.20 坪） 地目：宅地
接 道：北側 2.2ｍ（公道） 構 造：木造瓦葺 2 階建
新築年次：昭和 58 年 12 月（築 38 年）
床面積：1 階：176.37 ㎡ 2 階：48.02 ㎡
合計：224.39 ㎡
インフラ：水道・下水道・個別プロパンガス
電気・井戸・側溝
現 況：空家 引 渡：相談 取引態様：仲介

材料（2 人分）
ブロッコリー1 房
卵1個
餃子の皮 6 枚ほど
ピザ用チーズ 50g
シーザーサラダドレッシング
適量
粗挽き黒こしょう適量

作り方
1. 卵は茹でて一口大にカットする。ブロッコリーは小
房に切る。湯を沸かし、塩（分量外）を入れ、ブロ
ッコリーを茹でる。水にさらさないでざるにあげる。
2. 餃子の皮にチーズをのせ、トースターでこんがりす
るまで焼く。
3. ブロッコリー、ゆで卵を皿に盛り、食べる直前に
2 をパリパリ砕いてのせ、ドレッシングをかける。
粗挽き黒こしょうを振って完成です！
～～ぜひお試しください♪～～

＊気になる今月の運勢は？

5 月占い＊

牡羊座…運気がやや停滞の様子。目標や目的がややぶれて来るよう
なので、細やかに計画を立てておくべきでしょう。また、
仕事や趣味のことなど何かを覚える時間を持つと良いよう
です。
ラッキーデー3 日・15 日・28 日
牡牛座…なにかとギリギリの綱渡りをしそうな気配です。締め切り
間際に焦るのはあまり良いものではないので、何かあった
時に対応できるように、早め早めに物事は片付けておきま
しょう。
ラッキーデー9 日・18 日・26 日
双子座…ライバルが出現しそうな予感。あなたが圧倒的に有利な立
場でも油断はしない方が賢明なようです。最後に逆転を許
す結果になることもあり得ます。そのため、信頼のおける
仲間は囲っておいた方が良いでしょう。
ラッキーデー2 日・14 日・25 日
蟹 座…運気の波が安定した状態で、バランスの取れた月になりそ
うです。注意点としては、人の言うことを全て鵜呑みにし
ないこと。相手が真実だけを口にしているとは限らないと
思っておきましょう。 ラッキーデー4 日・16 日・29 日
獅子座…活発に動ける身軽さと決断力を発揮できそう。頼られる機
会も多く、リーダーになるチャンスです。率先して人の前
に立つと、長い目で見てもあなたの評価アップに繋がって
いくでしょう。
ラッキーデー8 日・14 日・28 日
乙女座…順調に安定した運気になっています。その安定を利用して、
新しいことにチャレンジするのも良いでしょう。こうした
いと思ったことは全部手を出してみると、長く続くものと
出会いがありそうです。ラッキーデー7 日・17 日・25 日
天秤座…全体的にやや低調気味。注意不足によるミスや失言によっ
て評価を落とすことがあるかもしれません。あなた自身が
しっかりと気を引き締め、何事も集中を切らさないことが
肝心のようです。
ラッキーデー10 日・19 日・23 日
蠍 座…新しいチャンスに恵まれそう。それは人との出会いによっ
て得られる様子で、人生を大きく変えることに繋がる切っ
掛けもありそうです。新しい縁とは積極的に親睦を深める
と良いでしょう。
ラッキーデー 3 日・17 日・23 日
射手座…やや忍耐、我慢を求められる月のようです。これはパワー
を溜め込んでいると考えると良いでしょう。パワーが集ま
ることで運気を引き寄せ、一気に開運することが叶うと言
えます。
ラッキーデー3 日・15 日・24 日
山羊座…月初めが最も良く、後半になるに従って波乱が起きそうな
気配です。慎重さを持って何事にも臨むと、運気を再度引
き寄せることもできそうなので、気を配っておくと良いで
しょう。
ラッキーデー 1 日・14 日・25 日
水瓶座…管理とスタートがカギとなる予感。新しいことが始まる時
そのスタートダッシュが肝心になり、状況管理能力も求め
られそうです。自分の立ち位置を意識すると、勝負運を引
き寄せるでしょう。
ラッキーデー5 日・16 日・23 日
魚 座…飛翔の月になりそう。新しいことを始めたり目標設定した
りしてから動いてみるのが良いでしょう。生活の質や人生
そのものの質を向上させるチャンス到来なので、このタイ
ミングを逃さないように積極的に動き回ってみることをお
ススメします。
ラッキーデー4 日・16 日・22 日

