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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、パリジェンヌ みみ子♪です。 
  
 今週末はハロウィンですね～。いつしか日本に浸透したイベントの1つ 
ですが、近年はハロウィンフェスやコスプレフェスなども開催される程 
盛り上がりを見せているそうですね。さすがにコスプレは恥ずかしいから 
カボチャの置物でも飾って、今年は気分を味わってみようかな？ 
  
 さて、今回も今すぐに欲しくなっちゃう注目の新商品＆お役立ち新着 
情報が満載ですので、最後までご愛読の程よろしくお願いします！ 
  
                   パリジェンヌ みみ子♪ 
                    (e設備運営事務局) 
  
  
＼グルネル橋♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫ ★  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://u0u0.net/oMAp 
 ☆Lesson2☆→ http://u0u0.net/oMAq 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1，オール電化住宅とは全てのエネルギーを(A. 電気)(B. ガス)でまかなう住宅。 
 2，家庭で消費されるエネルギーのうち暖房と給湯が全体の(A. 3割)(B. 半分)以上。 
  
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名様に冬に備えたものをプレゼント☆ 
(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☆ 11月6日〆切) 
  
***前回の解答***  
 1，(B. 200)Vコンセントには接地コンセントを採用する。 
 2，広い部屋の中では(B. フロア)コンセントを併用すると良い。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『病院・高齢者施設水まわりブック』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p901 
■ダイキン工業(株) 『店舗・オフィスエアコン スカイエア FIVE STAR ZEAS』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p902 
■東芝キヤリア(株) 『ユニバーサルスマートX』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p903 
■YKK AP(株) 『改修用玄関ドア』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p904 
■ヤンマーエネルギーシステム(株) 『太陽光発電システム』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p905 
■積水化学工業(株) 『水道配水用エスロンパイプ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p906 
■朝日ウッドテック(株) 『建材総合カタログ 2015-2016』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p907 
■フジクリーン工業(株) 『ブロワ 総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p908 
■橋本総業(株) 『2015 みらい百科』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p909 
  
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/new1028-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ この秋大注目のピッカピカ新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎TOTO(株) 『自動水栓「アクアオートＡタイプ」』 ◆10月29日発売 
  …「きれい除菌水」を水栓金具に初搭載！！ 
  http://www.toto.co.jp/company/press/2015/10/05_1.htm 
  
◎パナソニック(株) 『ガスヒートポンプエアコン「GHP XAIR(エグゼア)II」』 
  … 節電と省エネを両立、年間運転効率をさらに向上！  ◆10月1日発売 
  http://news.panasonic.com/press/news/data/2015/05/jn150527-1/jn150527-1.html 
  
◎日立アプライアンス(株)  『住宅用太陽光発電システム向けパワーコンディショナ』 
  …屋外設置用で、高い電力変換効率96.5％を実現 ！ ◆10月1日発売 
  http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2015/09/0902a.html  
  
◎リンナイ(株)  『ハイブリッド給湯・暖房システム』 ◆10月1日発売 
  … 北海道の厳しい寒さに心地よい暖房をおトクにお届け！ 
  http://www.rinnai.co.jp/releases/2015/0930/ 
  
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/new1028-2 
  
【おすすめ新商品PDF】 ダウンロードして使ってネ☆ 
  ◆10月第3週分 http://ur0.pw/oNIn 
  ◆10月第4週分 http://ur0.pw/oNIp 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 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◇◆ 
  
 ●11月13日(金) 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 
 ●11月19日(木) 10:00～15:00 
     『システムバス現調研修』 15名 2,000円 
 ●12月3日(木)  10:00～15:00 
     『便器・ウオシュレット・水栓設置研修』 15名 4,000円 
 ●1月19日(火) 09:30～17:00 
     『住宅省エネルギー技術講習会』 50名 1,000円 
 ●1月26日(火) 10:00～17:00 
     『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
 ●1月27日(水) 10:00～15:00 
     『システムバス現調研修』 15名 2,000円 
 ※正午をまたがる研修ですので、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！ 
  
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  ♯♭♪ パリジェンヌ みみ子♪のきまぐれ日記 ♪ ♭ ♯ －No.94－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
          題名： 芸術の都でオペラ鑑賞 
  
 芸術の秋真っ盛り。10月に入ってパリのオペラサイトからお得な割引情報 
が何度か届いて、モーツァルトのオペラの代表作『ドン・ジョヴァンニ』が 
29－35歳限定で190ユーロの席が50ユーロに!!と書いてあったので、夢の 
ような価格に飛びついて友人と観に行って来ました。こっちに来て初めての 
オペラ、大好きなドン・ジョヴァンニとあって期待は高まるばかりです。 
  
 序曲が始まり、いよいよ開演！どんな演出なんだろ～っと幕が上がるのを 
心待ちにしていると、はい、その時が到来です！ちなみに最初に少し説明を 
しておくと、舞台は1700年頃のセビリア。ドン・ジョヴァンニという女たらし 
の貴族(2000人は抱いたらしい)が主人公で、劇中で色々な女性をあの手この手 
で口説き、最終的には娘をジョヴァンニから守ろうとして刺殺されてしまった 
ある父親の石像に殺されてしまう、というお話。気分は既に1700年代。でも、 
幕が開いたら現代の高層ビルのとあるオフィス。え？何で？？ここはドコ？？ 
  
 そうなんです。これは現代演出。幕が開くまで全く知らなかったのですが、 
パリのオペラ座は原作に基づいたオーソドックスな演出ってやらないそうなん 
です。なので階級によっての衣装も楽しみの1つなのにジョヴァンニがスーツ。 
従者もスーツ。刺されるお父さんもスーツ。しかも外国人はみんな年齢不詳顔。 
なので誰がジョヴァンニなのか良く分からずスタートという有り様。他の登場 
人物もGパンだったり作業着を着ていたり、パチモンのミッキーのお面を着け 
ていたり、もう何じゃこりゃ!?です。そんなこんなで段々集中力が奪われて行 
って50ユーロ中15ユーロ分くらいはウトウトしちゃっていた訳なのですが、 
途中「キャーッ!!」っという奇声でパッと目が覚めて舞台を見ると、村人D 
みたいな名も無き役の女性が全裸に！えぇーっ！何脱いじゃってんのよぉ!? 
その後も重要な役の女性がパンツ一丁に。おいおい・・・これはもうオペラ 
じゃないでしょ。。ジョヴァンニも「女たらし」なんて甘いもんじゃなくて、 
手当たり次第強姦して行くもはや性犯罪者。極めつけは、原作と違う人物に 
刺されて死亡！もう私の知っている『ドン・ジョヴァンニ』ではありません 
でした。いやぁ、斬新と言うか何と表現すべきか、「モーツァルトはきっと 
あの世で泣いているんではなかろうか？」としみじみ考えてしまいました。 
  
 演出って大事ですね。時代に合わせて手を加える事も大切だけど、原作の 
良さを壊してしまう程いじるのはやっぱりダメです。どんなに年月が経とう 
とも、原作者の気持ちを無視した内容は。現代演出がフランスでは支持され 
ているのかどうか、ありえない値引きをしなくちゃ席が埋まらなかった現実が 
真実を物語っていると信じたい、そう思った公演でした。 
  
 ～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～～ 
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！ 
次回の配信は11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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