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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。 
今年もみらい市が目前となりました！今が1年で一番忙しい社内ですが、 
実はe設備ネットもみらい市前が一番利用率が増えて、忙しい人気サイト 
になるんです☆当日会場に行く前に、内容豊富なカタログ図書館で展示 
商品の予習をしちゃって下さい！ 
 
 さて、今日も新着情報満載ですので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) 
 
 
  ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…*━…* 
 
           4月のe設備総合計閲覧数は・・・98,527 頁！！ 
 
10万超えまであとちょっと!!来月うれし涙じょーじょーの御報告が出来るかも、 
と思うだけで心臓の鼓動が・・・(笑)たくさんのご利用をよろしくお願い致します☆ 
 
 
 
 
＼ドレミ♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫ ★  ク イ ズ で プ レ ゼ ン ト ★ 
┗┻┛ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
 
 ☆Lesson1☆→ bit.ly/14OVIMX 
 ☆Lesson2☆→ http://bit.ly/113OcOe 
 
●………………………………… 
   問題!!今日からキッチン編♪ 
 …………………………………● 
 
  1，IHタイプの加熱調理機器を設置する場合(A. 100)or(B. 200)Vの専用電源が必要。 
  2，キッチンは(A. 消防法)or(B. 消去法)に合わせた設計を。 
 
A,Bどっち?! 答えが判かったらe設備運営事務局esetsubi-pro-kanri@hat.co.jp まで！ 
正解者の中から抽選で20名様にキッチングッズをプレゼントします☆ 
たくさんの御応募をお待ちしていまーす♪ 
(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☆ 6月7日〆切) 
 
 
***前回の解答*** 
 
 1，炭素鋼鋼管は(A. 酸性)に弱い。 
 2，硬質塩化ビニル管は熱・衝撃に(B. 弱い)。 
 
 
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★今週のおすすめ新着カタログ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
■TOTO(株) 『クイックエコリモデル工法』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p321 
■(株)ノーリツ 『洗面化粧台 シャンピーヌS 2013. I  』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p322 
■サンウエーブ工業 『取り替えキッチン パッとりくん』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p323 
■ 東京ガス(株) 『浴室暖房乾燥＆ミストサウナMiSTY』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p324 
■セラトレーディング(株) 『2013 SELECTED EDITION』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p325 
■(株)カクダイ 『カクダイ総合カタログ2013-2014』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p326 
■東亜高級継手バルブ製造(株) 『排水継手』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p327 
■長野計器(株) 『KP15 圧力トランスミッタ〈低圧、絶対圧〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p328 
■日本ヴィクトリック(株) 『建築設備用総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p329 
 
 
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/new0528-1 
 
 
 
◆◇━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★注目の新商品！★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━ 
 
◎三菱電機(株) 『パッケージエアコン「スリムZR」「スリムER」シリーズ』 ◆5月7日発売 
  …業界初、室外ユニットを連携制御する「パワーシェア運転」で節電！ 
   http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2013/0227-b.html 
 
◎東芝キヤリア(株) 『カスタムエアコン向け室内ユニット「天井吊形」』 ◆5月1日発売 
  …2015年省エネ法基準値をクリアし、業界トップのAPFを達成！ 
   http://www.toshiba-carrier.co.jp/news/press/2013/130228.htm 
 
◎YKK AP(株) 『アルミ樹脂複合タイプの勝手口ドア上げ下げ通風仕様窓』 ◆5月1日発売 
  …アルミ樹脂複合構造により熱の出入りや結露の発生を抑えながら、炎の延焼を防ぐ！ 
   http://www.ykkap.co.jp/company/japanese/news/2013/20130411.asp 
 
◎タカラスタンダード(株) 『ホーロー洗面化粧台「ファミーユ」』 ◆4月30日発売 
  …ホーローの美しさと機能美を兼ね備えた新たな洗面化粧台シリーズ☆ 
   http://www.takara-standard.co.jp/topicsnews/2013/04/famile.php 
 
 
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/new0528-2 
 
 
【おすすめ新商品PDF】 ダウンロードして使ってネ☆ 
 ◆5月第3週分 http://bit.ly/10lUARr 
 ◆5月第4週分 http://bit.ly/1142QVI 
 
 
 
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★2013東京みらい市開催のお知らせ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 今年もみらい市3日前となりました！今年のテーマは「縁をつなぐ」。全てのお 
客様との縁を大切に、皆様にご満足して頂ける2日間を目指します！ 
 
 会場に入ったらまずはみらいタウン。近年大注目の太陽光発電や蓄電池の展 
示で自然エネルギーの重要性・活用法をご案内します。ITタウンでは販売店様・ 
工事店様向けの便利なITツールをご提案。ビジネスに直結したアイテムも豊富 
にご用意！商材展示タウンでは管材・電機・住設・建材等の人気メーカー様トッ 
プメーカー様がイチオシ商材や新製品で皆様をお出迎え。手に取って見て体験 
できるものばかりなので、気になっていた商品をじっくりご覧頂けます！ 
 
 最後にお待ちかね工具・即売・物産コーナー。総勢81社の出店で手袋から配 
管工具まで何でも揃う工具コーナーは職人さん必見！即売コーナーではみらい 
市特価のオンパレードで皆様の購買意欲を刺激しまくり！ずっと欲しかったマッ 
サージチェアや、忙しい人の永遠の味方=お掃除ロボット、お米LOVEの私たち日 
本人には必要不可欠な炊飯器など、この機会に是非おトクに手に入れて下さい☆ 
 
 女性による女性のためのエコdeカフェ、もちろん今年も開催します♪キッチンの 
トップメーカーがSiセンサーコンロ・IHクッキングヒーターの特徴や知って得する活 
用術を実演を交えながらご紹介。暮らしのポイントも楽しくアドバイスします。 
 
 他にも「帰って来たメタボ伊藤店長のタイムサービス」など魅力満載で皆様をお 
迎えしますので、是非みらい市へお越しください！！ 
 
■会期 5月31日(金) ・6月1日(土) 9:30～17:00 
■会場 東京ビッグサイト 東5・6ホール 
■出展 設備機器資材関連メーカー約300社 
 
【招待状お申込みフォーム】 http://www.hat.co.jp/service/invitation 
 
 
☆★ メルマガ読者限定 ★☆ 
 
会場内ITブースのe設備コーナーにて「メルマガ見ました」と仰って下さった方先着 
50名様に粗品進呈!!更にその場でe設備プロにお友達をご紹介頂くと、あなたとお 
友達それぞれにITブースのガチャガチャ用コイン差し上げます！ 
 
 
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
   ♯♭♪ おしゃべりみみ子♪のきまぐれ日記 ♪ ♭ ♯ －No.36－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
 
                    題名： 横綱 
 
 一昨日千秋楽を迎えた大相撲夏場所。14日目の全勝同士の直接対決は、若乃花 
以来の日本人横綱誕生の可能性が出て来る重要な一番とあって、日本中の大相撲 
ファンが沸きました。残念ながら白鵬が全勝を守り、稀勢の里は痛恨の1敗で初優勝 
と来場所の綱取りは千秋楽次第となりましたが、やっと現れた日本人ヒーローと、簡 
単にはそれを許さない横綱白鵬の存在が、八百長や暴行事件で印象が悪くなってい 
た大相撲を救ったのは間違いないですね！ 
 
 実はみみ子♪大相撲好きで、水戸泉や曙や武蔵丸が活躍している頃は必ずTVの 
前に噛り付いて観ていました。武器を持たずに裸で当たって数秒で勝負がつき、強い 
者は名実共に上へ行き弱い者は落ちて行くという潔さに他にはない美学を感じて大 
好きだったんです。特に怪我に泣かされつつも「十両に落ちたら引退する」と公言して 
頑張っていた小錦の大ファンで…ってそれは良いとして、そんな私も忙しくなるにつれ 
てダイジェスト版で観るようになって、ある日八百長でガッカリして。最近は三役すら 
把握していない程心が遠ざかっていました。が、その私でさえも先週末は生放送に見 
入って久々に興奮して胸が高鳴ってしまいました。 
 結果的には力量＆精神共に横綱の白鵬が全勝優勝を飾り、稀勢の里はまたもや 
涙を飲んだ訳ですが、大相撲の面白さを思い出させてくれた素晴らしい場所だったと 
思います。稀勢の里がいつか横綱になって、千秋楽に白鵬と全勝対決なんていう取 
組が見られたら良いですね！ 
 
 さて、そんな盛り上がる千秋楽の中で49年の土俵人生に幕を下ろした立行司の36 
代木村庄之助。木村庄之助は相撲番付で言うなら東の正横綱です。「差違いをしたら 
切腹する覚悟」という意で帯刀している立行司の責任は重大で、36代は一度差違いで 
責任を取る為に進退伺いを提出したことがあるそうです。それを乗り越え、半世紀近く 
行司一筋で無事に務め上げた姿は本当に素晴らしいと思いました。信念を持って貫き 
通す姿勢、私たち若者がお手本にしたい生きた教材だと思います。36代、長い間本当 
にお疲れ様でした！ 
 
 ☆ ～～～～～～～～  ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～ 
 
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6月11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】━─ ∴ ━─ 
■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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