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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。 

 

 サッカーが盛り上がっていますね！昨夜の日本 vs ドイツ戦は特に後半が 

手に汗握る試合で大興奮！しかも日本の勝利で終わったので、アドレナリン 

が出まくって寝付けなかった方も多かったのではないでしょうか？ 

時差の関係で深夜の試合が多いのでしばらくは寝不足が続きそうですが、 

そろそろ師走で忙しくなる時期ですので、くれぐれも体調を崩さないように 

お楽しみ下さい！ 

  

 さて、今回も新着カタログやおすすめ新商品情報など、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) 

 

 

 

＼チムチム♪／ 

┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 

┣╋┫  ★  ク イ ズ で プ レ ゼ ン ト ★ 

┗┻┛ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 

 

 

下記のミニ動画をご覧下さい。 

 

 ☆Lesson1☆→ https://www.e-setsubi.net/movie.php?vid=vp177 

 ☆Lesson2☆→ https://www.e-setsubi.net/movie.php?vid=vp178 

 

 

https://www.e-setsubi.net/movie.php?vid=vp177
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●………… 

  問題!! 

 …………● 

 

 ◎給湯器の種類は(A. 3 種類)or(B. 5 種類)ある。 

 

 

答えが判かったら e 設備運営事務局 esetsubi-pro-kanri@hat.co.jp まで！ 

今回は正解者の中から 5 名さまに、みみ子♪が大好きなジンジャーブレッド 

をプレゼント☆スパイス好きさん、一緒に食べましょう！ 

クイズの答え、メルマガの感想、お名前、ご住所を明記の上ご応募下さい。 

せっかく正解されていてもご住所が記載されていない場合は抽選対象外と 

なりますので、必ずご住所の記載をお願いいたします。 

今回もたくさんのご応募をお待ちしています。(〆切 12 月 2 日金曜日) 

 

メルマガの感想をお忘れなく！ 

 

 

***前回の解答*** 

 

 ◎ガス給湯器の号数は出湯量に関係(A. する)。 

 

 

 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

■TOTO(株) 『システムキッチン ミッテ』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3501 

■ケイミュー(株) 『施設・店舗向けカタログ 2022』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3502 

■積水ホームテクノ(株)『バスサルーン エスコート』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3503 

■リンナイ(株)『ガス給湯暖房システム 総合カタログ』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3504 
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■ＳＡＮＥＩ(株)『SANEI 総合カタログ』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3505 

■タカラスタンダード(株)『水まわりカタログ』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3506 

■マツ六(株) 『バリアフリー建材カタログ VOL.20』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3507 

■ショーボンドマテリアル(株)  『ストラブカップリング総合カタログ』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3508 

■ダイドレ(株) 『ダイドレ 総合カタログ No.37』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3509 

 

 

 

 

※カタログリクエストがありましたら是非ご一報下さい！ 

 

 

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/new20221124-1 

 

 

 

 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇   ★ 気になる新商品がどんどん登場 ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

◎リンナイ(株) 『入れやすい食器カゴ ビルトイン食器洗い乾燥機 405LP/GP シリーズ』 

  …スムーズにセットできるピン形状と 2 種類の食器カゴを採用！ 

   ◆12 月 1 日発売予定 

  https://www.rinnai.co.jp/releases/2022/1101/ 

 

 

◎(株)キッツ 『低温用ボール弁「エクステンションボンネットボールバルブ」』 

  …長さ 150mm 延伸グランド構造により保温代を確保と、ステムシール部への温度影

http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3505
http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3506
http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3507
http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3508
http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3509
http://www.e-setsubi.net/catalog_library/new20221124-1
https://www.rinnai.co.jp/releases/2022/1101/


響を低減！ 

   ◆11 月 11 日発売 

  https://kitz-product.com/service/butterfly-ball/ball-valve-for-low-temperature/ 

 

 

◎シーケー金属(株)『TL ジョイント（ステンレス配管用拡管式管継手）』 

  …業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工可能に！ 

   ◆7 月発売 

  https://onl.sc/iLZ7L8Y 

 

 

◎積水化学工業(株) 『クウチョウハイパーCH EF45 度エルボ』 

  …掘り返し不要で「排水を止めず短時間施工」と「狭小スペースでの施工」の実現！ 

  ◆9 月末発売 

  https://www.eslontimes.com/system/page/info-product 

 

 

 

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/new20221124-2 

 

 

 

 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇  ★「第 7 回 ジャパンビルド－建築の先端技術展－」 開催のお知らせ ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 住宅、ビル、商業・公共施設など、あらゆる建築物を対象とした 

建築総合展です。建材、住宅設備、ビル管理・運用システム、リノベーション 

技術、AI（人工知能）・IoT 関連技術、不動産テック、建設 DX などが世界中 

から出展し、建築業界の開発・設計・工事・管理・運用分野の専門家が 

商談を目的に来場します。 
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【構成展示会 】 

 ・［高性能］建材・住設 EXPO 

 ・スマートハウス EXPO 

 ・施設リノベーション EXPO 

 ・商業施設・店舗 DX 展 

 ・不動産テック EXPO 

 ・スマートビルディング EXPO 

 ・建設 DX 展 

 

 

 【会期】2022 年 12 月 5 日(月)～7 日(水) 10:00～18:00(最終日のみ 17 時) 

 【会場】東京ビッグサイト 

 【入場】当日 5,000 円・事前招待状申込みで無料 

 【HP】 https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html 

 

 

 

★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ♯♭♪ おしゃべり みみ子♪のきまぐれ日記 ♪♭♯ －No.264－ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 

 

            題名：松本マラソン 

 

 4 年ぶりにフルマラソンに参加して来ました。本当は福岡マラソンに 

出たかったんですけど、抽選で外れてしまって残念がっていたら、親戚 

に「同じ日に松本マラソンがあるよ！走りにおいでよ！」と言われたので、 

特にコースマップ等を見ることもなくエントリーしました。これがね～、 

もっとちゃんと調べていれば... 

 

 今回は出走までに色々ありました。まず、皇居ランやトレイルランに 

いつも一緒に参加している F ちゃんが、フルマラソンデビュー戦として松本 

マラソンに出場する予定だったんですけど、なんと仕事中にアキレス腱 

断裂の大けがを負ってしまいました。9 月末のある日「みみ子♪ちゃん、 

さっきアキレス腱切った！」というお知らせとギプスで固められた足の写真 

が LINE に届いて驚愕。一気に心細くなってモチベーションが下がってしまい、 

F ちゃんは手術後のリハビリの経過を、私は 1 人の練習内容の報告でお互い 

https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html


どうにか支え合いました。それでもかなり練習は手抜きしちゃったけど。 

次に、本番 6 日前に訪問介護で伺った家のキッチンでおじいちゃんが倒れて 

いて、意識があり「足に力が入らなくて転んだだけ。救急車は呼ばなくて 

良いから起こしてくれよ」と言われたので奮闘したのですが、推定 85kg は 

ある身体はとにかく重たくて、力を入れて上半身を起こそうとしていた時 

左太もも裏にビン！！と痛みが。まさかの肉離れを起こしてしまいました。 

踏んだり蹴ったりです。それでも泣きべそをかきながら当日を迎えました。 

  

 はい、当日。まず強風。スタートから風速 8m で帽子が飛ばされそう！ 

コースはフルマラソンにしては起伏が激しくて、20km 前で足がガタガタの 

選手の多いこと。加えて田んぼ道が多くて容赦無く吹き荒れる向かい風で 

足はトロいのに体力の消耗はスピーディーでした。極め付けは雨！今回は 

天候もメンタルも体のコンディションも難があり過ぎでしたが、全てを 

カバーしてくれたのはやはりボランティアと地元の方々の温かい応援、 

そして美しいアルプス連峰！ヒトってキレイだったり嬉しかったり陽の 

感情で満たされると実力以上の力を発揮できちゃうものなんですね。 

お陰様で今回もどうにか完走できました。来年こそは F ちゃんと、天候 

良好でアルプス連峰が更に輝かしい日に走れたらいいな！ 

～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 

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 12 月 7 日(水)を予定しております。それではまた！ 

 

                        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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