
 

 

＊ごあいさつ＊ ＊施工レポート＊ ＊７月 インフォメーション＊ 

こんにちは。今年は早々と梅雨が明け夏本番となり

ました。既に35℃近い真夏日続きで暑い夏となりそう

ですのでくれぐれも体調管理に気を付けて熱中症で倒

れないようにしなければいけませんね！暑くてもしっ

かり栄養のあるものを食べ、しっかり睡眠をとって元

気に暑い夏を乗り越えましょう！お家の暑さ対策をお

考えの方はぜひお気軽にご相談ください。 

岡山市北区 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 

新築マンションを購入された I 様。新築なのでもちろ

ん手を加えなくても住める状態でお引渡しを受けた

訳なのですが、I 様は長く快適に毎日を過ごせるよう

にどうしても変えたい部分がありました。マンショ

ンの建設中に要望を依頼してみたそうなのですが最

初から用意されているオプション以外のオーダーは

不可との事だったようです。（それは特別な事ではな

く、どこの新築マンションも沢山の住戸を一斉に施

工していくので個別の注文は不可が一般的です。） 

リビングの壁一面

にショールームで

気に入られたエコ

カラットを貼りま

した。意匠性のみ

ならず調湿効果・

消臭効果がある優

れものです。 

気になることが解消し住みやすくなったので思い切

ってよかった！と喜んで下さいました。新居での新

生活が快適になるお手伝いができ嬉しく思います☆

節電&省エネをすることで、電力の安定供給や温暖化防

止にも！ぜひ、リフォームのご相談お待ちしております。 

 
 

 

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。7 月中旬より 2 階中央にて装い新たに営業を

スタートしています！お近くにお越しの 

際にはぜひ新しいショップを覗きにお立 

ち寄りくださいませ。皆様のご来店を 

心よりお待ちしております☆ 

AAAfffttteeerrr   

BBBeeefffooorrreee 

 

 

あああつつつ～～～いいい夏夏夏ににに負負負けけけずずず、、、涼涼涼しししくくく快快快適適適ににに！！！   

家の熱の出入口が一番多い場所は「開口部」 

「窓のリフォーム」「ドアのリフォーム」はい

かがですか？工事期間も短期間で行えるリフ

ォームもあります！おススメはこちら↓↓ 

既存の窓の内側に、もうひとつ窓を新

しく取り付けます。断熱性の向上はもちろん、防音や

防犯、結露軽減も！開口部で人気のリフォームです。 TTOOTTOO  新新商商品品シショョーールルーームムフフェェアア  
 【開催期間】2022 年 8 月 30 日（火）まで 

上記期間中に TOTOSR ご来館または 
オンライン相談にて、対象商品を新規 
お見積りいただいたお客様にハーゲン 
ダッツ 7 種いずれかのデジタルギフト 
をプレゼント★個数は抽選で、 
1 個～最大 4 個までもらえます♪ 
【対象商品】NEW ザクラッソ／ 
NEW シンラ HK・WK／サザナ／ 
NEW ネオレスト／NEW オクターブ／ 
マンションリモデルバスルーム WY 
／エスクア／エスクア LS 

【開催期間】2022 年 11 月 29 日（火）までにザ
クラッソをお見積りご成約いただいた方に、タッチレ
ス水ほうき水栓、更にクリスタルカウンター 
（柄入り）を選択の方にはスクエアすべり 
台シンクの無償グレードアッププレゼント! 

同時開催 グレードアップキャンペーン 

この機会にぜひご検討下さい(^^)/☆★ 

玄関や勝手口を採風タイプのドアに変える

と、風の通り道ができ、扉やカギを閉めたまま換気が

できるので防犯上も安心！虫の侵入も防止！

今年は、梅雨前から日中真夏のような暑さが続きエアコ
ンをつけることも多くなっていませんか？涼しさと引き
換えに「光熱費」が上がってしまう…2022 年は昨年以
上の「値上げラッシュ」が予想されているからこそ、効
果的な家計防衛策を検討したいものです。夏は涼しく冬
は快適に過ごせるための「断熱リフォーム」をご紹介し
ます。少しでもコスト削減になりますように☆ 

AAAfffttteeerrr   
 

トイレ手洗いまわり

にタイルを貼りまし

た。浅いボールは水

散りが気になります

がタイル貼りにして

おけば安心です。 

その他、キッチンの背

面収納や玄関の手摺取

付け、写真にはありま

せんが洋室入口を開き

ドアから引戸に、など

など全て I 様の要望で

住みやすく手を入れさ

せていただきました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予想より早く梅雨が明け本格的な夏シーズンが到来
です！ここのところ食品、燃料、光熱費など生活に密
着している物の価格が上がり頭が痛い状況ですが、不
動産売買においては、大きな影響はなく変わらず流通
しています。いつもは少しゆっくりできる時期なので
すが今年の 6 月は何かとハードでした。7 月も引き続
き売却物件募集中です☆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☆ 

  

ボリューム満点！『コーンバターチキンライス』 

 
 

       

＊簡単お料理レシピ＊ 

牡羊座…好調と不調の波が押し寄せ、精神面で安定性を欠く月にな 

 りそう。一人で解決しようとすると悪い方へ傾いてしまい 

 そうなので、頼れる時は周りの人に頼り、パワーを蓄えて 

 おくと良いでしょう。  ラッキーデー2 日・16 日・23 日 

牡牛座…全体的にトラブルに見舞われやすくなりそう。ですがあな 

 たを信頼する人が出てくるので、本当に大切な縁に気付く 

 結果になり、人間関係の断捨離を上手く進めることも可能 

 になるでしょう。   ラッキーデー3 日・16 日・22 日 

双子座…月の初めにチャンスがありそう。それを上手く掴むと少々 

 のトラブルも勢いで解決することができるでしょう。失敗 

 したと感じたら、パワースポットに足を運び運気回復に努 

 めるのも良いでしょう。ラッキーデー2 日・16 日・27 日 

蟹 座…新しい発見に恵まれる運気です。友人の長所や自分の才能 

 の気付きがプラスの結果を引き寄せるでしょう。何か上手 

 くいかない時は、粘りと我慢を発揮すると大きな結果へ繋 

 ぐことができそうです。ラッキーデー4 日・16 日・22 日 

獅子座…全体的に運気が良い方向へと流れ、問題事が解決したり無 

 理と思っていたことを達成できたりと、意外な結果を手に 

 できそうな気配です。物事は最後まで諦めず、大逆転を期 

 待して行動しましょう。ラッキーデー2 日・13 日・24 日 

乙女座…全体的に運気が良く、思い切った選択や行動をしても、望 

 んでいた結果へとたどり着けるでしょう。 場の空気に流さ 

  れず、自分が正しいと感じたことを積極的に取り入れてい 

  くと良いでしょう。  ラッキーデー2 日・17 日・29 日 

天秤座…対人運があまり良くないようです。しかし他者との関係悪 

 化を、マイナスばかり見て取るのは見当違いです。悪い中 

 にも光明はあり、本当に自分に合う人を選び出す切っ掛け 

 にすることができて、良い面もありそうです。 

                ラッキーデー6 日・15 日・26 日 

蠍  座…周りとのズレを再確認して、調整を行うのに最適な月のよ 

 うです。周りとの差を放置すると集団の中ではプラスに働 

 かないでしょう。ときには周囲に合わせた選択をする必要 

 がありそうです。  ラッキーデー 3 日・14 日・23 日 

射手座…あなたの中に眠っている魅力が開花しようとしています。 

 普段自分の意見や感情をあまり出さない人は、少しずつ相 

 手に伝えようとすると、あなたを応援してくれる人との出 

 会いがありそうです。 ラッキーデー7 日・18 日・24 日 

山羊座…今まで続けてきたことや今後始めてみたいことに対して、 

大きな後押しを得られやすい時期のようです。あなたの好 

奇心や探求心を抑えず、思いに素直に従って行動してみる 

と良いでしょう。  ラッキーデー 5 日・16 日・24 日 

水瓶座…ゆったりとした時間を過ごせる月になるようです。周囲の 

 目を気にするよりも自分自身にフォーカスし、あなた自身 

 の本心と向き合い、本当の願いを叶える準備に最適な時間 

になりそうです。    ラッキーデー4 日・17 日・30 日 

魚 座…全体的に良い流れの中にあり、物事は総じて上手くいく傾 

 向を持っています。根拠の乏しいもの、自信のないもので 

 も、虚勢を張っておけば意外に自分にとって有利に運びそ 

 うです。何かしら勝負の際は、最後まであがいてみましょ 

 う。         ラッキーデー3 日・15 日・24 日 

 

＊気になる今月の運勢は？ ７月占い＊ 

材料（4 人分） 
●米 2 合 
●とうもろこし 1 本 
●ブロックベーコン 1/2 パック 
●顆粒コンソメ大さじ 1 
〇バター20ｇ 
〇ブラックペッパー少々 
〇グリンピース（ゆで）大さじ 3 
鶏モモ肉 2 枚、塩こしょう少々 
ドライハーブミックス少々 
イタリアンパセリあれば少々 

＊＊ご縁のあった皆様、おめでとうございます！＊＊ 

子育て世代の方に人気の総社市山手地区にある築浅の
お家です。駐車スペースはゆったり並列２台分と、来客
者駐車スペースもございます。太陽光発電システムを搭
載しており、室内の保守管理も良好ですので、簡単なお
掃除をすれば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：総社市西郡 913 番地 12 
交 通 ：雪舟くんバス『郵便局』バス停 徒歩 4 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：184.19 ㎡（55.71 坪） 地 目：宅地  
接 道：南側 5.0ｍ（公道）  
構 造：木造亜鉛メッキ鋼板葺 2 階建 
新築年次：平成 28 年４月（築６年） 
床面積：122.55 ㎡ 駐車スペース：２～3 台分可  
インフラ：水道・下水道・ｴｺｷｭｰﾄ・太陽光発電・側溝 
現 況：空家 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。 

 ＊九谷焼 花器 
高さ約 20 ㎝  

直径約 20 ㎝ 

青緑×エンジ 

締め切りは 7 月 28 日（木）正午まで♪ 

作り方 

１. 米を研ぎザルにあげ、とうもろこしは包丁で実を  

削ぎ、ベーコンは 1 ㎝角のさいの目に切る。    

●の材料を炊飯器に入れて炊く。炊いている間に、 

鶏の皮をはぎ、鶏モモ肉と塩コショウをなじませ、 

グリルで 12 分焼く。焼けたら食べやすく切る。 

２. ごはんが炊き上がったら〇の材料を加え混ぜ、器に 

盛り、グリルした鶏をのせてパセリを飾る。 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。 

 

☆令和 4 年 6 月の成約御礼！ 
 ・北区神田町 2 丁目 中古住宅 
 ・南区三浜町 1 丁目 土地 
 ・南区新保 土地 ・北区野田 1 丁目 土地 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
 総社市西郡 中古住宅 
 5LDK＋WIC【2,880 万円】 


