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 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。 
  
 昨日は生憎の天気ではありましたが、東京では全国で一番乗りの桜の 
開花宣言が発表されました。いよいよ春の到来！やっと冬物のコートや 
ヒートテックからも脱皮の季節ですね。春はオシャレの季節でもある 
のでウキウキしている方も多いのではないでしょうか？私ももちろん 
その1人です♪今春は春らしいパンプスとか買っちゃおうかな～。 
もう少し暖かくなる日が待ち遠しいですね！ 
  
 さて、今回も注目の新商品や新着カタログ、展示会案内など情報満載で 
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。 
  
                   おしゃべり 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☆ 
  
  
＼代々木♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫  ★  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://ur2.link/CoCB 
 ☆Lesson2☆→ http://ur2.link/CoCD 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1，閉鎖型スプリンクラー(A. 乾式)or(B. 予作動式)は通信機器室に最適。 
 2，スプリンクラーヘッドが設置できない場合は(A. 補助散水栓)or(B. 消火栓)で対応。 
  
答えが判かったらe設備運営事務局 esetsubi-pro-kanri@hat.co.jp まで！ 
今回は正解者の中から5名様に桜にちなんだアイテムをプレゼント！ 
何が届くのかは当たってからのお楽しみ♪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31日〆切) 
  
  
***前回の解答*** 
 1，閉鎖型スプリンクラーの種類は(B. 3種類)。 
 2，閉鎖型スプリンクラー乾式は(A. 寒冷地)に最適。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『TOTO住宅＆パブリックカタログ 2017』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2141 
■トクラス(株) 『Toclas Kitchen Berry -ベリー-』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2142 
■マイセット(株) 『マイセット 色々選べる快適キッチン これでいいのだ！』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2143 
■(株)ブリヂストン 『ユニットバスルームカタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2144 
■(株)三栄水栓製作所 『利楽』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2145  
■旭イノベックス(株) 『Gas Central Heating System PARA Warm-G』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2146 
■ミヤコ(株) 『MIYAKO vol.60 2016-2017』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2147 
■クリオン(株) 『クリオン タイルパネル』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2148 
■大和バルブ(株) 『2015年度版 バルブ総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2149 
  
  
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/new20170322-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ 今月注目の新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎パナソニック(株) 『LPガス対応家庭用燃料電池「エネファーム」 』 
  …パナソニックとして初めてLPGに対応！ ◆4月1日発売予定 
  http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/02/jn170209-4/jn170209-4.html 
  
◎三協立山(株) 『ファサードエクステリア「フィオーレ」』 
  …手軽にファサード空間をドレスアップ  ◆3月1日発売 
  http://alumi.st-grp.co.jp/news/2017news/ex20170302.html 
  
◎リンナイ(株) 『16Ｖ型デジタルハイビジョン浴室テレビ』 
  …臨場感あふれる画質・音質を浴室で体感！ ◆4月1日発売予定 
  http://www.rinnai.co.jp/releases/2017/0301/index_2.html 
  
◎YKK AP(株) 『新・アルミ樹脂複合窓 「エピソードNEO(ネオ)」』 
  …アルミ窓並みの価格帯を実現！ ◆4月発売予定 
  http://www.ykkap.co.jp/company/japanese/news/detail.html?s=20161212 
  
  
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/new20170322-2 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇      ★ 「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14日(火)  10:00～14:00 
    『配管接続研修』 10名 4,000円 
●4月25日(火) 10:00～15:00 
    『システムバス現調研修』 15名 4,000円 
●5月24日(水) 10:00～15:00 
    『便器・ウオシュレット設置研修』 15名 4,000円 
●6月6日(火) 10:00～17:00 
    『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
●6月13日(火) 10:00～14:00 
    『配管接続研修』 10名 4,000円 
●6月16日(火) 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 
  
※正午をまたぐ研修ですので、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！ 
  
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ♯♭♪ おしゃべり みみ子♪のきまぐれ日記 ♪♭♯ －No.128－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
            題名： 久々の風邪 
  
 久々に風邪を引きました。最初は朝起きた時に「何となく喉が痛いな」 
と思った程度で特に病院に行く程でもなかったので、うがいをこまめに 
して普通に過ごしていました。だけど翌日も翌々日も良くはならず、何か 
体もだるいけど急激に悪化もぜず。結局この状態で過ごす事1週間、遂に 
先週の土曜日に猛烈な喉の痛みに昇格してしまいました。前日の夜に喉に 
直接薬を塗ってマスクまでして万全の体制で寝たのに・・・。 
  
 この日は夜に美味しい食事会に参加する予定だったので、ゴックンする 
度に激痛が走るなんて絶対にイヤ!!こうなったら処方薬を手に入れるしか 
ない!!と言う訳でお昼前に内科に行く事にしました。HPに診察時間12時迄 
と書いてある病院に車を走らせる事10分。間に合った～と受付に行くと 
「受付時間は11時半までなので他に行って下さい。午後も休診です。」と 
想像もしていなかった冷たさで一蹴されてしまいました。「え・・・」。 
HPに受付時間を書いておいてくれたら無駄足を踏まずに済んだのに、何と 
言う対応。これでも一応病人なのに！ちなみにこの病院には内科・整形外科・ 
婦人科・美容科の4科があって、 HPには休診日/木・日・祝日とだけ書いて 
あるんですけど、実際は内科も婦人科も週2日しか診療していないそうです。 
  
 結局12時半まで受け付けてくれる内科を再検索すると確実なのは家から 
歩いて7～8分のあまり評判は良くない病院だったのですが、選ぶ余地はない 
ので行ってみました。待つこと15分、診察室に呼ばれて入ると「喉見せて 
下さい。あぁ～赤いです。じゃあ胸の音も聞かせて下さい。」と矢継ぎ早に 
言われ、更に流しの掃除をして背を向けている看護師さんが合の手のように 
「洋服を捲って深呼吸をして下さい。」と呪文のように早口で呟き、まるで 
ロボットの様。しかも聴診器を当てる時間がメッチャ短い！聴診器ってスタ 
ンプをポンポン押すように当てるものだったっけ？？私の診察時間、多分1分 
くらいだったと思います。色々な病院があるものですね。診察内容は不満が 
残るものだったけれど、処方された抗生剤は抜群の効き目で夕方には楽に 
なったので、お食事会を楽しむ事ができました♪ 
しかし掛かり付けの病院って大切ですね。ここ数年は具合の悪い時だけその時 
にやっている病院に行っていましたが、風邪でもやっぱり信頼できる先生に 
診て頂きたいと思ったので、そろそろ掛かり付け医見つけようと思います。 
  ～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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4月12日(水)を予定しております。どうぞお楽しみに！ 
  
                        おしゃべり 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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