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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。 
  
 早いもので、今年もいよいよ最後の配信となりました。今年も１年間 
皆様に支えて頂いたお陰で、楽しく記事を書く事ができました。私の目指 
す「交流型メルマガ」という新しいスタイルも徐々に定着しまして、色々 
な方々から応援メールやお手紙を頂いたりして、今年はとても充実した 
気持ちを持つ事ができました。本当にありがとうございます！ 
 来年も更にご満足頂けるサイトを運営するべくスタッフ一同精進して 
参りますので、これからもe設備PROをどうぞよろしくお願い致します！ 
  
 さて、クリスマスイヴの今日も新着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☆ 
  
━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…* ━…*━…* 
  
        10月のe設備総合計閲覧数は・・・149,517 頁！！ 
  
今年もたくさんのご利用をありがとうございました！夢の10万超えが案外 
あっさり達成出来て驚きの日々でしたが、この結果に満足せず来年は更 
に皆さんに喜んでご利用頂けるサイトをお送りしたいと思います！ 
  
＼ジングルベール♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫ ★  ク イ ズ で プ レ ゼ ン ト ★ 
┗┻┛ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
  
 ☆Lesson1☆→ http://bit.ly/IOGrGF 
 ☆Lesson2☆→ http://bit.ly/1cMMS4G 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
  1，第3種ホルムアルデヒド発散建築材料を内装に使う場合、床面積の(A.2)or(B.3)倍まで。 
  2，シックハウス対策として全ての建築物が(A.機械換気)or(B.自動換気)設備の設置が義務。 
  
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！ 
今回はe設備メルマガ配信50回記念につき、正解者全員に干支のアレをプレゼント☆ 
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☆ 1月10日〆切) 
  
***前回の解答*** 
 1，住宅には(A.2)時間に一度換気可能な24時間換気システムが必要。 
 2，第2種・3種ホルムアルデヒド発散建築材料には使用(B.面積)制限がある。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★今週のおすすめ新着カタログ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『ネオレストカタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p461 
■パナソニック(株) 『創畜連携システム〈住宅用〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p462 
■(株)ノーリツ 『太陽エネルギー総合カタログ 2013.IV』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p463 
■(株)コロナ 『石油給湯機器 2013 総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p464 
■(株)富士通ゼネラル 『温水ルームヒーター ホットマン』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p465 
■積水化学工業(株) 『熱膨張耐火材 フィブロック』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p466 
■(株)長谷川鋳工所 『建築・衛生設備資材 No.30-1 』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p467 
■因幡電機産業(株) 『総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p468 
■(株)永島製作所 『突合せ溶接式管継手＆タイニージョイント』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p469 
  
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/new1224-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★注目の新商品！★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎パナソニック(株) 『【産業・住宅用】リチウムイオン蓄電システム                          
蓄電容量：5kWh スタンドアロンタイプ』 12月20日発売 
  …高容量リチウムイオン電池を採用し、当社従来比約2分の1の価格を実現！ 
   http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/11/jn131118-1/jn131118-1.html 
  
◎パナソニック(株) 『業務用エコキュート ハイブリッドタイプ』 ◆12月21日発売 
  …電気と他熱源とのハイブリッド給湯で、省スペース・省コストを実現！ 
   http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/12/jn131204-1/jn131204-1.html 
  
◎(株)LIXIL 『防火戸ＦＧ-Ｅ ジエスタ』 ◆12月9日発売 
  …優れた防火性能と高断熱性能を両立！ 
   http://newsrelease.lixil.co.jp/news/2013/010_door_1205_01.html 
  
◎YKK AP(株) 『高断熱樹脂窓「APW330」』 ◆12月2日発売 
  …通風効果により室内平均速度は５倍、体感温度は－1.4℃相当の効果を実現！ 
   http://www.ykkap.co.jp/company/japanese/news/2013/20131202.asp 
    
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/new1224-2 
  
【おすすめ新商品PDF】 ダウンロードして使ってネ☆ 
  ◆12月第4週分  http://bit.ly/1gK23lY 
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇  ★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◇◆ 
  
 1月16日(木) 9:30～17:00 『省エネ施工講習設計者向け』 30名 2千円 
 2月4日(火) 10:00～14:00 『システムバス現調研修』 15名 1千円 
 2月14日(金) 9:30～17:00 『エアコン施工研修』 10名 7千円 
 3月4日(火) 10:00～14:00 『配管接続研修』 10名 3千円 
 3月14日(金) 10:00～17:00 『エアコン施工研修』 10名 7千円   
 4月4日(金) 10:00～14:00 『便器・ウオシュレット設置研修』 10名 3千円  
 ※正午をまたがる研修は、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 
 【2014年前半のエコリフォームセンター定期研修スケジュールもご覧頂けます】 
  
◎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.50－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
               題名： いざ、ソチ五輪へ！ 
  
 いや～、感動の3連休でした！もちろんフィギュアスケートの話題です！一昨日 
右手から血を流しながらも脚の怪我と戦って滑り抜いた高橋大輔選手には悲壮 
感が漂っていて、絶対的エースの涙のインタビューに言葉に出来ない悲しさで胸 
がいっぱいになった方も多かったのではないかと思います。不調の高橋選手で終 
わって欲しくない・・・日本中がきっとそう思っていたはず。 
  
 決戦から一夜明け、夢は繋がりましたね！全日本選手権の結果だけではなく、 
GPシリーズや世界ランク、シーズンベストの結果なども選考基準の対象になると 
いう事で、冷静に考えれば世界ランク3位でNHK杯も優勝している高橋選手が選 
ばれて然るべきなのですが、それでもやっぱり発表の時はドッキンドッキンしてし 
まいました。会場に応援しに行く程の力の籠ったフィギュアファンとかではないん 
ですけど、あんなにしなやかで美しく、品があって優美なスポーツって、溜め息出 
ちゃいますね～。スポーツというか、もはや芸術。本当に美しくて大好きです☆ 
  
 しかし思い起こせば2009年の門下の飲み会の時に先生が「僕高橋くんの大ファ 
ンでね、彼は男から見ても色気があって美しくて繊細で、惚れちゃうよぉ！」と滑り 
出しのポーズをマネしながら熱ーーく語っていた事を考えると、既に完成された状 
態で更に今日までトップを走り(滑り？)続けて来たっていう事でしょ。これって相当 
凄い事ですよね。努力って誰でもある程度はできる事だけど、努力をし続ける事っ 
てとても大変だし、犠牲にする事も多いし、特にメンタルが卓越していないと不可 
能だと思います。ましてや国を背負うトップアスリートの立場はプレッシャーも半端 
無いはず。その中で不慮の怪我と戦い、それでも自分らしさを求めて4回転に2度 
も挑んだ姿勢には強く心打たれるものがありました。こんな素晴らしい選手がオリ 
ンピックに選ばれて本当に良かった！ソチでは完全復活した高橋選手の最強の 
演技がきっと見られる事でしょう。今からオリンピック開幕が凄く凄く楽しみです！ 
  
 ところで高橋選手に比べて、私は一体この5年でどれだけの努力と進歩をしただ 
ろうか・・・。それこそ不完全燃焼でもっともっと努力出来たんじゃないかと思える 
事ばかり。そんな自分がとても情けなくて悔しいですが、2014年は今までで一番 
大きな目標に向かって精一杯の努力をしようと心に決めたので、久方ぶりの“死ぬ 
気で挑む精神”復活させます！厄年なんかに負けずに頑張るぞー！！ 
  
   ☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～ 
 という訳で、これにて2013年の配信も完了！読者の皆様、本当にありがとうござ 
いました！どうぞ良いお年をお迎え下さいませ。そしてまた来年、1月14日(火)に 
元気にお会いしましょう！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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