
         

                               

 

 

＊ごあいさつ＊ ＊施工レポート＊ ＊6 月 インフォメーション＊ 

こんにちは。今年も梅雨がやってきました☂洗濯物

を外に干そうか、室内に干そうか、と天気予報をチェ

ックしなくてはいけない日々がしばらく続きそうで

す。湿気が多くなるこの時期は食中毒が起こりやすく

なります。しっかり加熱調理をする事はもちろんです

が、調理前と食べる前に石鹸で手を洗う事も大事だそ

うです。最近は手指消毒が当たり前にはなってきては

いますが、梅雨時期はさらに気を付けてくださいね☆ 

岡山市 I 様邸  マンションリフォーム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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  

 

ブログ更新中！ 

 リ･ライフプロデュース 検索 

住まわれていた賃貸マンションが手狭になったこと

がきっかけで中古マンション購入を決心された I 様。

ご入居前にどうしても気になるキッチン・トイレの

入れ替えと内装のリフォームをされました。 

キッチンは奥様た

っての希望でセラ

ミック天板のペニ

ンシュラキッチン

に！人気のタッチ

レス水栓も採用さ

れました。収納も

セットされ、とて
も存在感のあるキッチンとなりま 

した。トイレは見た目スッキリな 

キャビネット付きタイプを採用されました。 

完成を待ち望んでおられましたが、早速お引越しも

済まされ、快適にお住まいの様子で嬉しく思います。

Ｉ様、ありがとうございました☆ 

詳しくはインフォメーションをご覧ください☆ 

対象要件:2021 年 11 月 26 日～202３年 
3 月 31 日までに「こどもみらい住宅事業者」 
と工事請負契約が締結されていること 

補助額上限：最大 30 万円～60 万円まで 
 詳しい概要はＱＲコード読み込んでください→ 

シシショョョッッップププ 222 階階階移移移転転転ににに伴伴伴いいい   

アアアウウウトトトレレレッッットトトセセセーーールルル開開開催催催中中中   
ベスト電器岡山本店さんの全館リニューアルに伴い、弊
社ショップも 1 階から 2 階に移転しております。そし
てドドーンと展示品 1 点限り！！アウトレットセール
を開催中です。大好評につき、クリナップのシステムキ
ッチンもアウトレットセールに仲間入りです☆ 

【介護保険を使用した住宅改修費の支給】 
対象要件：認定を受けた要介護者、要支援者が居住する
住宅にて手すり取付などの指定の改修工事をすること。 
補助額上限：最大 18 万円まで 
詳しい概要はお住まいの自治体 HP をご確認ください。 

対象要件：一定の要件を満たすブロック塀の所有者に対
して耐震診断・除去・改修の費用が補助されます。 
補助額上限：最大 15 万円まで  
補助額上限は自治体によって変動します詳しい概要はお
住まいの自治体 HP をご確認ください。 
 

毎日の料理も楽しめる、おしゃれな
システムキッチンがなんと！展示品
1 点限りのお値打ち価格でご提供☆ 

大容量の収納・食洗機・レンジフー
ド付です。自宅にあうかな？など気
になる方はショップに 
現品展示しており 
ますのでお気軽に 
お越しください♪ 

定価￥2,032,800(税込)⇒ 80％
OFF 

他にもこどもみらい住宅支援事業の概要や、太陽光発
電・蓄電池に関しての補助金情報も掲載しております♪ 

【こどもみらい住宅支援事業】 

【岡山市事業所用スマートエネルギー導入促進補助事業】 
対象要件：グリーン購入法を満たす 
空調設備（エアコンなど）等を設置すること 
補助額上限：最大６０万円まで 

詳しい概要はＱＲコードを読みこんでください→ 

 

 

弊社ショップはベスト電器岡山本店 2 階に 

移転しました。現在、2 階エレベーター前 

仮設店舗にて営業中です。 

ご来店の際にはお間違えのないよう、 

お越しくださいませ。  

 

AAAfffttteeerrr   

BBBeeefffooorrreee 

BBBeeefffooorrreee 

 

AAAfffttteeerrr   
 

【岡山市・倉敷市ブロック塀等の安全確保に関する事業】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月に入り 2022 年も折り返し地点ですね。皆様、
今年前半はいかがだったでしょうか？５月は忙しくさ
せて頂いただきながらもＧＷはしっかり休むことがで
き、趣味のマラソンにも没頭できました。お陰様で夏
本番前だというのにしっかり日焼けしております！梅
雨にも負けず走り続けますので引き続きよろしくお願
い致します。売却物件も募集中です☆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！ 

＊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☆ 

  

『ちょっとおしゃれに☆ジャガイモのサラダガレット』 

 
 

       

＊簡単お料理レシピ＊ 

牡羊座…徐々に上昇していくための準備段階といったところ。日常 

 でも集中と緊張感は求められそうです。色々と忙しさが増 

 してすべきことを失念してしまう前に、メモを取る習慣を 

 付け、忘れ物をしないよう気を付けましょう。 

                    ラッキーデー4 日・17 日・27 日 

牡牛座…順調に安定した運気をしているようです。特に先月、先々 

 月に良くない経験をした人は、その反動で吉事に恵まれそ 

 うな気配です。積極的に自分から行動することが成功への 

 カギとなるでしょう 。ラッキーデー4 日・13 日・27 日 

双子座…身近にいる敵に注意しましょう。悪意を表に出す相手はも 

 ちろん、味方の振りをして歩み寄って来る敵には要注意で 

 す。言うべきことは言って、その縁を遠ざける決断を下す 

 ことも大切でしょう。 ラッキーデー2 日・17 日・26 日 

蟹 座…5 月に引き続き安定の運気。無茶なチャレンジや限界を求 

 める行動を起こさない限り、穏やかなひと月を過ごすこと 

 ができそうです。トラブルの匂いがしたら、すぐに距離を 

 取るようにしましょう。ラッキーデー6 日・17 日・27 日 

獅子座…溜め込んでいたものを吐き出す月に向いています。仕事で 

 は温めていた企画案を提出する、人間関係で言い出せなか 

 ったことを口にしてみるなど、あまり我慢をする必要のな 

 い月になるでしょう。 ラッキーデー9 日・14 日・24 日 

乙女座…やや波が見られる運気の様子。あなた自身が安定しない感 

  情に振り回されそうです。しかし対人運が良いので、何か 

  あっても誰かのサポートによって問題解決へと向かうこと 

  ができるでしょう。  ラッキーデー2 日・16 日・27 日 

天秤座…何かと頼られそうな気配です。前向きな道筋を示してあげ 

 ると良さそう。あなた自身がどう感じるか、どうしたいか 

 を優先させて、みんな私に付いてこいといったくらいの態 

 度を示しましょう。  ラッキーデー8 日・17 日・22 日 

蠍  座…なによりも結果を重んじるように決断、行動をしていきま 

 しょう。ただし、誰かを追い落として結果を求めると信頼 

 を下げることになりそうです。正々堂々を心掛けるように 

 しましょう。    ラッキーデー 9 日・17 日・27 日 

射手座…発見がテーマになりそう。自身の才能の発見や、周りの人 

 との意外な相性の良さを発見して、関係が良い方向へ進む 

 でしょう。また、新しい縁があなたの未来を開いてくれる 

 可能性を持っています。ラッキーデー3 日・18 日・27 日 

山羊座…やや低調な状態が続きそうですが、抱えている問題の解決 

  口を見付けることができそうです。自分自身に勝負弱さを 

  感じている人は、6 月を耐えて 7 月の反転攻勢へと準備を 

  すると良いでしょう。ラッキーデー 8 日・16 日・28 日 

水瓶座…何ごとも平穏に過ごす月になりそう。彩を求める人には物 

 足りないかもしれませんが、精神的落ち着きや思考のリセ 

 ットを考えているならば、この機会に人生の計画を立て直 

 すことも良いでしょう。ラッキーデー1 日・13 日・27 日 

魚 座…先月までの好調をキープしつつ、さらに伸びる良い時期に 

 入っていると言えそうです。身体を動かすことは大いに吉 

 のようです。逆に家にこもりがちだと運気が低下するため、 

 人に会う機会を設けつつ、外に出ることで良い気を取り込 

 むようにしましょう。 ラッキーデー9 日・17 日・29 日 

 

＊気になる今月の運勢は？ 6 月占い＊ 

材料（4 人分） 
ジャガイモ(メークイン)3～4 個 
ベーコン 2 枚 
オリーブ油 大さじ 1 
バター 20g 
塩コショウ 少々 
ベビーリーフ 1 パック 
フレンチドレッシング 

(市販品)適量 

☆令和 4 年 5 月の成約御礼！ 
・瀬戸内市長船町磯上 中古住宅 
・北区神田町 2 丁目 中古住宅 
・北区神田町 2 丁目 土地 ・北区一宮 土地 

＊＊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★ 
 赤磐市河本 中古住宅 
 3LDK＋WIC【2,980 万円】 

のどかな住環境でありながら、バス停、商業施設、医療
機関などの生活施設が充実しており、老後の生活におい
ても不安なく生活できる立地です。また、敷地もゆった
りしており、駐車スペースもたくさん確保できます。 
築浅ということもあって、室内の保守管理状態が良好で
すので、すぐにでもお住まい頂けます。 
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：赤磐市河本 1204 番地 6 
交 通 ：宇野バス『河本西』バス停 徒歩 5 分 
用途地域：第一種住居地域 都市計画：市街化区域 
建ぺい率：60% 容積率：200%  
地 積：253.24 ㎡（76.60 坪） 地 目：宅地  
接 道：北側 6.0ｍ（公道）  
構 造：木造合金メッキ鋼板葺平家建 
新築年次：平成 30 年 10 月（築 4 年） 
床面積：1 階：71.21 ㎡ 駐車スペース：4 台分可 
インフラ：水道・下水道・個別 LPG・電気・側溝 
現 況：所有者居住中 引 渡：相談 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。 

 

＊備前焼 

うさぎ 
好評いただいてお

ります備前焼シリ

ーズですが、来年

の干支「兎」の   

置物がまたまた登

場しました♪♪ 

 

締め切りは６月 28 日（火）正午まで♪ 

作り方 

１.ジャガイモは皮をむき、せん切りにし、 

ベーコンは幅１cm、バターは 1cm 角に切る。 

2.フライパンにオリーブ油とベーコンを入れ、中火にかけ

ジャガイモを入れて塩コショウをし、落とし蓋などで

軽く押して平らにし、蓋をして弱火でこんがり焼く。  

一度ひっくり返し、縁からバターを入れる。再び蓋を

して焼き色がついたら、蓋を取り少し火を強める。 

３.パリッと焼けたら、4 等分に切る。 

４.器に盛ってベビーリーフをのせ、フレンチドレッシン

グをかけたら完成！ ～～ぜひお試しください♪～～ 

 

応募者多数の場合は抽選となります。 

皆様のエントリーお待ちしております☆ 


