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                              ※等幅フォントでご覧下さい。 
  
 全国のe設備PRO会員の皆様、こんにちは！おしゃべり みみ子♪です。 
早いもので、もう11月も中旬です。そろそろ忘年会の計画を立て始める方もい 
らっしゃるのではないでしょうか？先日ちゃんこ鍋屋さんの予約を取った時に 
「忘年会シーズンですのでお席は選べません」と言われ、「あ！もうそんな季節 
か！」と思いました。今年も残すところあと１ヶ月半！2012年も美味しいお酒で 
のどを潤して終れるように、もう少しの間頑張って仕事に打ち込みましょう☆ 
  
 今回はe設備NETリニューアル&『みみ子♪の部屋』オープン記念としまして、 
プロ会員の方々に記念品をプレゼントしちゃいますのでお見逃し無く☆ 
 それでは今日も最後までご愛読の程よろしくお願い致します！ 
  
  
                   おしゃべり みみ子♪ 
                   （e設備運営事務局） 
  
  
 ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…*━…* ━ 
  
          10月のe設備総合計閲覧数は・・・76,353 頁！！ 
  
過去最高値を更新です！先月もたくさんのご利用をありがとうございました！ 
リニューアルして更に使い易くなったe設備を、これからも是非ご活用下さい☆ 
  
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★今週のおすすめ新着カタログ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『ハイドロテクトクリアコートGLASS』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p191 
■YKK AP(株) 『プラマードU』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p192 
■タカラスタンダード(株) 『システムキッチンカタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p193 
■クリナップ(株) 『洗面化粧台 アプローチカタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p194 
■(株)ノーリツ 『人工大理石浴槽 2012.I』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p195 
■三協アルミ(三協立山(株)) 『ガーデンテラス「スマーレ」カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p196 
■オーエヌ工業(株) 『Nice Joint〃ナイスジョイント〄』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p197 
■マイセット(株) 『マイセット 総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p198 
■(株)TOZEN 『防振材カタログ Vol.3』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p199 
  
  
手軽で便利なカタログ図書館はこちらから！ 
http://www.e-setsubi.net/catalog_library/new1113-1 
  
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ワクワクの新商品！★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎パナソニック(株) 『住宅用リチウムイオン蓄電システム 1.6kWh』 ◆11月14日発売 
  …太陽電池で創った電気を蓄え、停電時に最大120W出力で6時間使用可能！ 
   http://www2.panasonic.biz/es/souchikuene/chikuden/sys096/ 
  
◎ダイキン工業(株) 『うるさら7(Rシリーズ)』 ◆11月1日発売 
  …世界初新冷媒HFC32の採用により、業界トップの省エネ性と高い環境性を実現！ 
   http://www.daikin.co.jp/press/2012/121003/index.html 
  
◎(株)パロマ 『新型テーブルコンロ「caferi」』 ◆10月発売 
  …キッチンをおしゃれなカフェのように演出する、かわいいColorのコンロが誕生☆ 
   http://www.paloma.co.jp/news/news196.php 
  
◎日立アプライアンス(株) 『ステンレス・クリーン白くまくんSシリーズ』 ◆10月下旬発売 
  …新開発「くらしカメラ」で人や部屋の状況を素早く把握し、節電&快適運転☆ 
   http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2012/09/0905b.html 
  
  
新商品掲載カタログも順次アップしますので是非ご活用下さい！ 
【カタログ図書館】 http://www.e-setsubi.net/catalog_library/new1113-2 
  
  
【おすすめ新商品PDF】    
 ◆10月5週目分 http://bit.ly/Tx2fG4 
 ◆11月1週目分 http://bit.ly/UxCR24 
 ◆11月2週目分 http://bit.ly/UCnupc 
  
～ e設備ネットからご覧頂く方法 ～ 
  
 【１】 e設備PROにログインする 
 【２】 左側のメニューから「商品資料館」に入る 
 【３】 種別から「新商品情報」を選び、検索欄を空欄のまま検索ボタンをクリック 
 【４】 見たい週のPDFを開く 
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 ＼☆／。 
 ┌★─┐∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
 ┝╋━┥ e設備ネット リニューアル記念キャンペーン！ 
 └┸─┘∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 
  
 この度e設備ネットが生まれ変わりました！デザインも一新、カタログ検索や商品検索も 
PROログインも、より簡単に。管材百科のweb版=みらい百科も近日公開予定です。そして、 
みみ子♪ファンの皆様、大変お待たせ致しました！！念願だった『みみ子♪の部屋』が 
オープンし、全てのバックナンバーがお読み頂けるようになりました！ 
  
 今回は日頃からe設備ネットをご利用頂いているPRO会員様に、リニューアル記念と致し 
まして、感想をお寄せ頂いた方全員に粗品をプレゼント致します。件名に「プレゼント希望」、 
本文に新しくなったe設備ネットへのご意見・ご感想、お名前、ご住所をお書き添えの上、 
e設備運営事務局  
esetsubi-pro-kanri@hat.co.jp までご応募下さい。 
たくさんのご応募をスタッフ一同心よりお待ちしています☆ (～11/22〆切) 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇  ★お手軽塾 週刊みらい通信★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
「電話応対などで商品の存在は把握しているけど、そう言えばこの商品何に使うんだろう？」 
そんな疑問をお持ちのあなた、週刊みらい通信を活用しない手はありません！プロが教える 
住宅設備情報の宝庫である週刊みらい通信は、1～2分で手軽に知識が増やせる便利ツール。 
ちょっとした息抜きに、CMを観る感覚でお楽しみ下さい☆ 
  
 Lesson1→ http://bit.ly/RJFJtE 『ビルピット対策』 
 Lesson2→ http://bit.ly/UaxTb3 『雨水計画の概要』 
 Lesoon3→ http://bit.ly/VUQdLk 『合流式の雨水計画』 
  
今回は『e設備ネット リニューアル記念キャンペーン！』の開催の為、クイズでプレゼント 
キャンペーンはお休みさせて頂きます。毎回楽しみにして下さっている方々、ごめんなさい。 
次週からまたよろしくお願いします！ 
  
  
***前回の解答*** 
  
   排水層の容量は、時間平均の(A.2～2.5倍)！ 
  
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
    ♯♭♪ おしゃべりみみ子♪のきまぐれ日記 ♪ ♭ ♯ －No.23－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
                 題名： 輝く笑顔で前向きになる 
  
 先週『輝く笑顔で前向きになる －大人の歯の矯正を知る－』という丸の内キャリア塾 
スペシャルセミナーに行って来ました。ビジネスコミュニケーションに欠かせないのが 
笑顔！という事で、美しい笑顔とその口元を求めて、今働く女性の間で歯列矯正が注目 
されているそうです。私も歯並びにはコンプレックスがあり、矯正には興味がありました。 
  
 歯並びは見た目の美しさに差が出るのは言わずもがなですが、経験者にアンケートで 
何が一番変わったか？を聞いたところ、「歯を見せて笑えるようになった」という気持ちの 
面が1位だったそうです。確かに私も写真を撮る時はいつも口元が気になってしまって、 
ニッコリ笑うのを躊躇してしまうんですよね…。美しい歯並びで笑顔を見せる友達に劣等 
感を感じたり、精神的な問題って大きいと改めて感じました。ちなみに「笑顔に自信が持 
てて、異性に積極的にアピール出来るようになった」という意見も！自信がある人ってや 
っぱりキラキラしているし、そこにピシッと揃った美しい歯と笑顔があったら恋も仕事も無 
敵な気がしちゃいます(笑) 
  
 健康面では、やはり歯並びが良い方が食べ物が詰まりにくく、歯磨きもし易いので口 
内が清潔に保たれて歯周病になりにくい＝歯が長持ちするそうです。高齢者の自前の 
歯の保有率が高い人ほど歯並びが良いというデータもあるそうで、ますます矯正の必要 
性を感じてしまいました。これを機に思い切って矯正歯科に行ってみようかな。 
  
 さて、今やコンビニよりも多いと言われている歯科医院ですが、歯科医師免許を持って 
いれば「矯正歯科」の看板を出す事が出来てしまうそうで、中にはずさんな治療をする先 
生も居るとか。日本には「日本矯正歯科学会」「日本臨床矯正歯科医会」があり、ここで 
厳しい審査を受けて認められた認定医や専門医が多くいらっしゃるので、病院を探す際は 
参考にすると良いそうです。人生のパートナーと歯科医選びは“じっくり”がコツですね！ 
  
  
～～～～☆～～～～～～～～～☆～～～～～～～～～～～☆～～～～～～～～ 
  
今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました！ 
次回は11月27日(火)を予定しています。どうぞお楽しみに☆   おしゃべり みみ子♪ 
  
  
━【INFORMATION】━─∴━─ ━─∴━─ 
■本メルマガへのご意見・ご感想をお寄せ下さい！ 
■配信先変更／配信停止はお手数ですが下記までご連絡下さい。 
  
［連絡先］ esetsubi-pro-kanri@hat.co.jp 
  
（e設備運営事務局） 
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