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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、パリジェンヌ みみ子♪です。 
  
    先日合唱のコンサートを聞きに、とある教会に行って来ました。 
石造りなので響くし、荘厳な空気の中で溶け合うヒトの声は本当に美し 
かったです。が！！さっ・・寒い。休憩無く2時間じっくり聞いていたら 
体はすっかり冷え切って、途端に日本のお風呂が恋しくなりました。この 
季節、あったかお風呂は最高ですよね。日本の皆さんは毎日湯船に浸かれ 
ていいな～。どうぞヒートショック現象には気をつけて、身も心も安らぐ 
お風呂生活を満喫して下さい。 
       
 さて、今回も皆様にご満足頂ける耳寄り情報満載でお送りしますので、 
最後までご愛読の程よろしくお願いいたします。 
  
                   パリジェンヌ みみ子♪ 
                    (e設備運営事務局) 
  
  【FB】 https://www.facebook.com/esetsubi 
 「いいね！」よろしくお願いします☆ 
  
  
＼トルビアック橋♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫ ★  ク イ ズ で プ レ ゼ ン ト ★ 
┗┻┛ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
  
まずは下記のミニ動画をご覧下さい。 
 ☆Lesson1☆→ http://u0u0.net/secD 
 ☆Lesson2☆→ http://u0u0.net/secJ 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1，テレビや電話など、(A. 宅内LAN)or(B. 無料wi-fi)で接続する機器は多様化。 
 2，電力線を介したPLC方式は、新たなLANケーブル配線が(A. 必要)or(B. 不要)。 
  
答えが判かったらe設備運営事務局 esetsubi-pro-kanri@hat.co.jp まで！ 
正解者の中から5名様に春先取りグッズをプレゼント☆ 
たくさんのご応募をお待ちしています！ 
(クイズの答え・お名前・ご住所・メルマガの感想を添えて応募してね☆ 3月4日〆切) 
  
***前回の解答***  
 1，デジタル放送は電波障害に(A. 強い)。 
 2，双方向サービスには(A. 地上電話回線)を利用する。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『水栓金具カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p981 
■ダイキン工業(株)『ヒートポンプ式温水暖房システム 総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p982 
■クリナップ(株) 『yuasis〈ユアシス〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p983 
■(株)ハーマン 『ビルトインコンロ 総合カタログ システムキッチン用 2016.I』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p984 
■(株)長府製作所 『住宅設備機器 ユメリア キッチン・洗面化粧台・浴槽 総合カタログ 2016(1)』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p985  
■積水化学工業(株) 『建物配管用 エスロンパイプ 総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p986 
■日立金属(株) 『日立金属 製品カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p987 
■(株)テイエルブイ 『VALVE SERIES〈バルブシリーズ総合カタログ〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p988 
■(株)フジキン 『SUPER W-BITE FITTING〈スーパーWバイトフィッティング〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p989 
  
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/new20160224-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ この冬大注目のピッカピカ新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎TOTO(株) 『洗面化粧台「サクア」』 ◆2月1日発売 
  …家族みんな、どんなシーンでも使いやすい機能とデザイン！ 
  http://www.toto.co.jp/company/press/2015/12/16_3.htm 
  
◎TOTO(株) 『ホテル向け「ウォシュレット」』  ◆2月29日発売予定 
  …リモコンは英語併記、4ヶ国語表記の使い方ラベルも同梱☆ 
  http://www.toto.co.jp/company/press/2016/02/02.htm 
  
◎ダイキン工業(株) 『店舗・オフィス用エアコン『FIVE STAR ZEAS』シリーズ』 
  …「アクティブ・サーキュレーション気流」で足元から暖かい暖房を実現！ 
  http://www.daikin.co.jp/press/2015/151111/index.html ◆2月1日発売 
  
◎リンナイ(株) 『給湯暖房機用熱源機』 ◆2月1日発売 
  … 万が一の時も安心 「停電モード」搭載！ 
  http://www.rinnai.co.jp/releases/2016/0108/index_2.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/new20160224-2 
  
【おすすめ新商品PDF】 ダウンロードして使ってネ☆ 
  ◆2月第3週分 http://u0u0.net/sebQ 
  ◆2月第4週分 http://ur0.pw/sfeE 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ みらいエコリフォームセンターよりお知らせ  ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆◇みらいエコリフォームセンターでは下記研修会の参加者を募集しています◇◆ 
  
 ●3月17日(木) 10:00～17:00 
     『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
 ●4月14日(木) 10:00～17:00 
     『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
 ●4月27日(水)  10:00～15:00 
     『システムバス現調研修』 15名 2,000円 
 ●5月11日(水) 10:00～17:00 
     『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
 ●5月13日(金) 10:00～17:00 
     『ガス可とう管接続工事監督者資格研修』 40名 12,300円 
 ※正午をまたがる研修ですので、昼食をご用意しております。 
  
◎お申し込み、詳細閲覧はこちらから 
 http://www.eco-reform.org/p/info 
  
◎毎月発行の【東雲だより】も是非御覧下さい。 
 http://www.eco-reform.org/p/shinonome 
  
 皆様のご参加を心よりお待ちしています！ 
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  ♯♭♪ パリジェンヌ みみ子♪のきまぐれ日記 ♪ ♭ ♯ －No.102－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
         題名： フランスのバレンタイン 
  
 2月14日バレンタイン、日本では女性が男性にチョコをあげたり、最近は 
日頃頑張る自分へのご褒美として高級なチョコレートを買って味わう自分 
チョコなんていう楽しみ方もあるようですね。でも、女性からアクションを 
起こす日というのは世界でも珍しいようで、フランスではカップルや夫婦なら 
男性が女性にお花を贈ったり、2人でレストランに行ったり、ステキな1日を 
過ごす日なのです。この日は朝からお花屋さんにはブーケを買い求める男性 
の姿が目立ちます。人気なのはやっぱり愛の象徴の赤いバラ！あんなステキ 
なお花をプレゼントされたら嬉しいだろうな～～。日本にはあまり日頃から 
女性にお花を贈る習慣がないので、日本女子にとっては本当に憧れの日で、 
お花屋さんの店頭に並ぶ色とりどりのかわいいブーケ見ると心がキュンキュン 
しちゃいます。私も友達とこの話しで結構盛り上がりました。 
  
 ところが逆にお花を贈り慣れていない日本男児にとっては気恥ずかしい日 
でもあり、あまり意味を感じない日でもあり。それも人に寄ってですが、 
今回のバレンタインの時に仲良しのしほちゃんがとても良い事を言っていた 
ので、それを紹介したいと思います。 
 しほちゃんには日本人の旦那さんが居て、彼は「誕生日と結婚記念日は 
とても大切だから大事にするけど、それ以外の日には特に何もしたくない」 
派なんだそうです。が、お花屋さんからブーケを持って出て来る男性を沢山 
見ていると、やっぱり私も欲しいな・・・と彼女は思う。そして買いたくない 
派の旦那さんに「誕生日と結婚記念日は最低ラインだよ！その日は特別扱い 
して当たり前。大切なのはそれ以外の日にどれだけ多くの愛を伝えられるか？ 
でしょ！あなたはバレンタインにお花をプレゼントして貰えなくて悲しんでる 
妻を見るのと、喜んでる妻を見るのどっちが幸せなの？」と聞いたそうです。 
当然彼の意見は「そりゃ喜んでる方が・・・」だったそう。結局2人で近所の 
お花屋さんに行き、彼女が選び、「買わせちゃった」そうなのですが、それ 
でもやっぱりお店から出て来た彼に「はい、コレ」と渡されたら嬉しくて 
「ありがと～～☆☆って笑顔になっちゃった！嬉しいよね～お花貰ったら☆」 
と、実に女の子らしい可愛い反応をした事を教えてくれました。 
  
 『大切なのはそれ以外の日にどれだけ多くの愛を伝えられるか？』これ、 
名言だなーって思います。もちろん言葉で伝える事も大切だけど、たまにお花 
を貰うと本当に大概の女性は嬉しいし、その分自分も相手に気持ちをお返し 
したくなって、結果円満になる。最高じゃないですか！夫婦仲が停滞し気味の 
日本のお父さま方、是非しほちゃんの名言を取り入れて幸せになって下さい！ 
 ～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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！ 
次回の配信は2016年3月9日(水)を予定しております。どうぞお楽しみに☆ 
                        パリジェンヌ みみ子♪ 
  
━【INFORMATION】━─ ∴ ━─ 
■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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