
 

 

＊ごあいさつ＊ ＊施工レポート＊ ＊８月 インフォメーション＊ 

こんにちは。猛暑日が続いており毎日のように熱中

症アラートが発令されていますが皆様、夏バテなどさ

れていないでしょうか？今年は電気料金が上がってい

るので節電を心掛けたいところではありますが、熱中

症になってしまっては大変ですので適宜エアコンを使

用して暑さ対策をしっかりとしてお過ごしください。

弊社ショップのあるベスト電器店内はとても涼しく快

適です！ぜひ遊びに来てください☆ 

倉敷市 K 様邸  マンションリノベーション 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊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 

リノベーションすることを前提で中古マンションを

購入された K 様。元々あった壁の殆どを取り払い、

間取りを大幅変更しました。お部屋を完全に仕切ら 

ないスタイルで設計さ

れた K 様邸。空間は繋

がっていながらも目隠

し壁でゾーン分けされ

用途を分けることがで

きる配置になっていま

す。 

したことで南から

の採光が家中に行

きわたり暗いお部

屋がないお家にな

りました。快適に

お住まいになられ

ている様子で嬉し

く思います☆ 

 
 

 

 

 

 

 

キッチンは配管スペー

スの制約がある中では

ありましたが向きを変

えることができ、収納

スペースも十分確保で

きました。南側～北側

を遮らずリビングに 

間仕切り壁は

天井まで立ち

上げず間接照

明を取り付け

ました。表面材

はメープルの

板貼りで変化

をつけアクセ

ントに。 

  

ショップがリニューアルオープンしました★ 

ベスト電器岡山本店２階エレベーター横にて仮設店舗
で営業しておりましたが、新店舗が完成致しました♪ 

新しい店舗にて心機一転気持ちも新たに営業開始い
たしました！スタッフ一同よりよい接客を心掛けて
参りますので引き続き宜しくお願い致します。 
皆様のご来店を心よりお待ちしております(＾＾)/☆ 

お知らせ 

夏夏夏かかかららら秋秋秋ははは「「「台台台風風風シシシーーーズズズンンン」」」ででですすす!!!   
自然災害はいつどこで起こるか分かりません。台風は毎年

のように襲来しており、台風によって引き起こされる災害

で、大切な住まいが被害を受ける可能性も…。被害を受け

る前に“住まいの台風対策リフォーム”をしませんか？ 

強強風風・・豪豪雨雨ななどどのの影影響響をを念念頭頭にに置置いいてて準準備備をを  

～台風がきた時の予想～ 

□平均風速：10～20 未満（m/s） 

□時速：約５０～７０㎞ 

□風の強さ：やや強い風～強い風 

□およそ瞬間風速：20（m/s） 

≪住まいにどのような影響が起こるか≫ 

・トタン板が外れ始める・樋が揺れ始める・屋根瓦、屋根

葺材が剥がれ始める（※出典：気象庁 HP より参照） 

上記よりもっと強い台風がきた際には、飛来物で窓ガラス

が割れるなどの被害も起きるかもしれません。また、飛来

物で外壁や屋根がダメージを受けると、雨もりを誘発する

ことも…そして、意外と見落としがちなのが断水時の「生

活用水」。停電による送水設備の停止もあり得ますよね。

その他にも、インフォメーションでは「台風シーズン」到

来のオススメリフォームをご紹介しております。 

気になる方はお気軽にお問い合わせください♪♪ 

 

岡山での家づくり Vol．11 
2022-2023 秋・冬号 550 円（税込） 

＜リ・ライフ掲載ページ＞ 

・家づくり成功物語 

・Company Report77 社 

・Reform Report9 社 

書籍版・電子書籍版 発売中です♪ 

 

【夏季休業のお知らせ】 

8 月１３日（土）～１６日（火）は店休日とさせて

いただきます。１７日（水）～ 通常営業となります。 

フリーダイヤル受付 ９：００～ 

ショップ開店 １０：００～ です。  

BBBeeefffooorrreee 
AAAfffttteeerrr   
 

AAAfffttteeerrr   
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暑い日が続いておりますが皆様いかがお過ごしでし
ょうか？リ・ライフプロデュース不動産部です。 
このところ再びコロナウイルスが蔓延しており、不自 
由な生活を強いられておりますが、皆様くれぐれも気
を付けてください。さあ、８月も暑さに負けずご縁結
びのお手伝いをさせていただきたいと思っております
ので引き続きよろ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☆ 

  

『超簡単☆キュウかまサラダ巻き！』 

 
 

       

＊簡単お料理レシピ＊ 

牡羊座…何かと活発に動くことができ、心身の調子が良ければ大き 

 な結果を残すことができそうな勢いです。散歩程度でも継 

 続して体を動かす習慣をつけると、自身の成長を促す発見 

 に繋がるでしょう。   ラッキーデー9 日・18 日・24 日 

牡牛座…停滞がやや続くようです。物事がうまくいかなくても、焦 

 らず堪えましょう。生活環境から少し離れると運気が上昇 

 するようです。旅行などは吉なので遠出してみるのも良い 

 かもしれません。   ラッキーデー4 日・15 日・25 日 

双子座…月半ば頃に対人運が高まり、恋愛でも仕事でも良いご縁が 

 その頃に作られそうです。新たに知り合った人と相性の良 

 さを感じたら、積極的に自ら距離を詰めていくと良いでし 

 ょう。        ラッキーデー8 日・16 日・25 日 

蟹 座…やや頻繁に運気が上下し、良いことも悪いことも短い期間 

 中に経験することになりそう。悪いことが起こっても、受 

 けたショックを引きずらないのが肝心です。気持ちの切り 

 替えを心掛けましょう。ラッキーデー5 日・16 日・24 日 

獅子座…出会いの機会が多く訪れそうな気配。下心を持った縁もあ 

 りそうなので、まずは疑ってかかりましょう。その後少し 

 時間をかけて相手のことを知っていき、良い関係を築いて 

 いけると良いでしょう。ラッキーデー5 日・16 日・24 日 

乙女座…対人運が下降するようです。相手が一方的に悪感情を持つ 

 可能性がありますが、あなたから下手に関係回復を図ろう 

  とせず、堂々としていることが問題解決や、鎮火に最短か 

  もしれません。     ラッキーデー9 日・18 日・29 日 

天秤座…健康運の下降に注意です。無理をして身体を壊し、予定を 

 こなせない可能性が出ています。ゆっくりとしてでも目標 

 達成を心掛けておきましょう。他人とリズムを合わせる必 

 要はありません。自分のペースで動くことが第一です。 

            ラッキーデー9 日・19 日・27 日 

蠍  座…月の前半に好運気となり、後半になるに従って徐々に運気 

 は下降していくようです。告白、仕事、勝負などのアクシ 

 ョンは、月の始めのうちに起こしておくようにしましょう。 

 また、自身の直感に従うのも良さそうです。 

                ラッキーデー 4 日・17 日・28 日 

射手座…運気の良い勢いに押されて、何事も上手く運びそうな気配 

 です。今まで諦めていたことに突破口を見出すこともでき 

 るでしょう。自分で限界を定めず、最後まであがいてみる 

 と良いでしょう。   ラッキーデー8 日・17 日・27 日 

山羊座…山のような線を運気は辿りそう。月の中旬が最高で、始ま 

   りと終わりが平凡、そんな状態です。何かを成すのなら月 

始めから中旬への運気が上昇する間に達成させるよう努力 

しましょう。    ラッキーデー13 日・21 日・29 日 

水瓶座…心身の成長が感じられるでしょう。集団の中で頭ひとつ抜 

 け出すことができるので、仕事でも恋愛でもライバルに差 

 を付けることが叶いそうです。自分の基準で動くことを貫 

 いて良いでしょう。   ラッキーデー6 日・17 日・25 日 

魚 座…停滞を感じる出来事が何度かありそうです。自分の生活態 

 度、能力、交友関係などを一度見直してみて、何かしら変 

 化や改善をできるところは、手を加えてみると良いでしょ 

 う。         ラッキーデー4 日・19 日・24 日 

 

＊気になる今月の運勢は？ ８月占い＊ 

材料（1 本分） 
ごはん 200g 
酢大さじ 2 
砂糖小さじ 1 
■ 具 きゅうり 1/2 本 

かにかま 5 本 
マヨネーズ大さじ 1 
ケチャップ小さじ 1 

きゅうりの塩もみ用小さじ 1/2 

＊＊ご縁のあった皆様、おめでとうございます！＊＊ 

瀬戸中央自動車道水島 IC 近くでアクセスの良い立地で
す。高台に位置し、眺望・日当たり・通風良好な立地で
す。所有者様が日頃より丁寧に使用されていて、手入れ
が行き届いており保守管理状態がとても良好なオール
電化住宅です。カーポート付きで並列２台分駐車 OK！ 
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。 

所在地：倉敷市曽原地内 
交 通 ：下電バス『チクバ外科前』バス停 徒歩 7 分 
用途地域：指定なし 都市計画：市街化調整区域 
建ぺい率：60% 容積率：200% 地 目：宅地 
地 積：186.01 ㎡（56.26 坪）   
接 道：東側 6.0ｍ（公道）  
構 造：軽量鉄骨造スレート葺 2 階建 
新築年次：平成 7 年４月 床総面積：92.84 ㎡  
駐車スペース：並列２台分可   
インフラ：水道・合併浄化槽・オール電化・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。 

 
＊備前焼花器  

（掛花） 
  

高さ約 15 ㎝  

直径約 12 ㎝ 

 
※側面にフックがあり、 

壁掛けにもできます。 

廊下などに飾られても風情

があっておすすめです♪ 

締め切りは 8 月 29 日（月）正午まで♪ 

作り方 
１. 熱いご飯に砂糖と酢を混ぜ合わせます。  

きゅうりの千切りに塩を入れよく揉んでしばらく置

いて水気を絞ります。具の材料を混ぜ合わせます。 

２. 2cm を残してごはんを伸ばします。具を半分より手

前にのせます。手前からくるくる押さえながら巻い

て巻き終わりを下にして少し置きます。また、包丁

を濡らしてから切ると切りやすくなります。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７月の成約御礼！ 
・パサージュ倉敷 ７階部分 
・南区藤田 土地 ・北区番町１丁目 土地  

 ・北区赤田 中古住宅 ・北区平山 中古住宅 
 ・玉野市槌ケ原 中古住宅 

★リ・ライフおすすめ物件情報★ 
 倉敷市曽原 中古住宅 
 3LDK＋S【1,580 万円】 


