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【熊本地震による被害についてのお見舞い】 
 この度の地震により被災された皆様と、そのご家族の方々に心よりお見 
舞い申し上げます。 一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。 
  
ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー 
  
 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。 
  
 早いもので、今年もみらい市の季節が近付いて来ました！今年は北海道 
からスタートです。開催まで3週間を切りましたので、北海道にお住まいの 
方々、その時期に北海道へ行く予定のある方々はぜひチェックして下さいね！ 
  
 さて、今回も注目の新商品や新着カタログなど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☆ 
  
  
＼ネルソン・マンデラ橋♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫ ★  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://urx2.nu/tt4N 
 ☆Lesson2☆→ http://urx2.nu/tt4P 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1，センサーの配線は(A. 先行配管)or(B. 後行配管)しておく。 
 2，ホームオートメーションは(A. 住まい手)or(B. 警備会社)が遠隔操作する。 
  
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名様にレインコートをプレゼント☆ご応募お待ちしています！ 
(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☆ 5月7日〆切) 
  
***前回の解答***  
 1，インターホンの親機は増設が(A. 可能) 
 2，インターホンは(B. 火災報知器)との連動が可能。 
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『和洋リモデル工法』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1021 
■三菱電機(株) 『公共・産業用太陽光発電システム ダイヤモンドソーラー』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1022 
■クリナップ(株) 『S.S.〈Stainless System Kitchen〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1023 
■(株)ハウステック 『System kitchen Kanarie〈システムキッチン カナリエ〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1024 
■(株)ノーリツ 『RH-5604／3804-RNシリーズカタログ 2016. I 』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1025  
■NECライティング(株) 『Living Light selection 2016 -Spring-〈リビング ライト セレクション〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1026 
■(株)長府製作所 『システムバス 総合カタログ BHW/BHK/GBK Series』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1027 
■積水化学工業(株) 『エスロン ACドレンパイプ・ドレン継手』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1028 
■旭有機材(株) 『配管材料案内〈パイプ・継手編〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1029 
  
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/new20160427-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ この春大注目のピッカピカ新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎ダイキン工業(株) 『ビル用マルチエアコン「VRV X」シリーズ』 ◆4月20日発売 
  …「ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB)」の実現に貢献するハイグレードモデル ！ 
  http://www.daikin.co.jp/press/2015/151215/index.html 
  
◎リンナイ(株) 『ガスふろ給湯器用リモコン』  ◆4月1日発売 
  …使いやすさを追求！1ボタン1機能のシンプルリモコン！ 
  http://www.rinnai.co.jp/releases/2016/0201/index_1.html 
  
◎(株)コロナ 『エコキュート(一般地向け)』 ◆4月1日発売 
  …新料金メニューに対応する電力契約設定を搭載！ 
  http://www.corona.co.jp/news/news_160202.pdf 
  
◎(株)ノーリツ 『システムバス 「Yupatio(ユパティオ)」』 ◆4月1日発売 
  …新デザインに京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」を採用！ 
  http://www.noritz.co.jp/library/news/2016files/20160224_1ekg.pdf 
  
  
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/new20160427-2 
  
【おすすめ新商品PDF】 ダウンロードして使ってネ☆ 
  ◆4月第3週分 http://urx2.nu/tr3O 
  ◆4月第4週分 http://urx2.nu/tr3U 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ 「2016北海道みらい市」開催のお知らせ  ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
 お待たせ致しました！今年もみらい市の季節がやって来ました！！ 
今年は北海道からスタートです。北海道の皆さん、お花見の次の見逃せない 
イベントは北海道みらい市ですよ～！今回もオススメ新商品が目白押し。 
HPには、ほぼ毎日更新されるお得なクーポンも満載！早い者勝ちなので 
どうぞお見逃しなく！気になる詳細はHPをご覧下さい。 
  
 今年も是非、最先端を見て触って実感しに来て下さい！皆さまのお越しを 
心よりお待ちしています！ 
  
 【期日】2016年5月18日(水)10:00～18:00 
 【会場】アクセスサッポロ Ａ・Ｂ・Ｃホール 
 【入場】入場無料 
  
 HPはこちら→ http://webmirai.hat.co.jp/2016/hokkaido/ 
  
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  ♯♭♪ パリジェンヌ みみ子♪のきまぐれ日記 ♪ ♭ ♯ －No.106－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
            題名： ベビーシッター 
  
 最近週１でベビーシッターのバイトを始めました。バリの日本人向けの 
コミュニティサイトがあって、売り買いやサークル、イベント、物件、仕事 
など色々な情報が載っていて、結構これを利用している日本人は多いです。 
たまに寂しい女性を探している人もいたりしますが・・・。で、このサイト 
を見ていたら、近所で毎週金曜日に2時間だけのシッターを探している書込み 
があって、読んでみたら私の条件にピッタリだったので「もし気に入って貰え 
たらやってみよう」と思って連絡をしてみました。シッターのバイトはこちら 
ではポピュラーで、学生でやっている人も多いです。それと同時に、人気な 
バイトでもあって大体は応募が殺到するので、選ばれたらラッキーって感じ 
なんですけど、私は運良く「早速お会いしたいのですが」と連絡を頂けたので 
話しがスムーズに進んで、そのままお引き受けする事になりました。 
  
 仕事内容は、17時に保育園に2歳半の次男を迎えに行き、その日の様子と 
お昼寝はどれくらいしたか？を先生に聞いて、あとはベビーカーに乗せて近所 
の公園まで行って遊ばせて、気が済んだら帰宅。その後は19時まで長男と3人 
で遊ぶ。こんな感じです。2歳半の子ってママじゃない人が迎えに来ても泣か 
ないのかなぁ？ってちょっと心配だったんですけど、フランスの子どもって 
凄いんですよ！小さいのにシッターさん慣れしているので、私が迎えに行って 
もニコニコしながら寄って来て手を握って来るんです「早く帰ろう！」って。 
帰る支度も嫌がらずにしてくれるし、ベビーカーにも大人しく乗ってくれて、 
全然ぐずったりしなくて本当に優秀！私なんて4歳の時に幼稚園に行きたくな 
くて、園まで送りに来てくれた母から離れずにずっと泣いていたり、帰りたい 
から脱走したり、母にベッタリだった記憶ばかり。今思えば案外人見知りだっ 
たので他人が迎えに来るなんて以ての外でしたね。それに比べるとこの子は 
何て良い子なんだろう！長男も4歳半なのにしっかりしていて、初めて会った 
時から「みみ子さん」っとサン付けで呼んで来て、しっかり甘えては来るけど 
度を超さない、ちゃんと大人の距離感を保っています。ホント、すごいです。 
  
 日本はシッターさんに預けられている子なんて極僅かだから可哀想という 
目でどうしても見られるし、どんなに忙しくても保育園の送り迎えは基本親 
の仕事だし、○時までに迎えに来ないと延長料金が取られるとか、何かと 
親に負担が掛かる仕組みになっているけど、フランスではシッターさんを 
利用している人は多いので、保育園側にもシッターさんリストがあって、 
何曜日は誰が迎えに来るという事を把握しています。それに子どもたちも 
幼い頃から親以外の人と触れ合うことで精神的な成長も早い気がします。 
日本にもこんな制度が普及したら親の為にも子どもの為にも経済の為にも 
良いのになぁ、と感じる今日この頃でした。その前に日本はまず保育園の 
待機児童問題の解決が先かな・・・ 
  
 ～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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5月11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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