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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。 
  
 春の風物詩、選抜高校野球2016が盛り上がりを見せていますね！高校 
野球は『青春』の代名詞。甲子園に行くだけでもすごい事なのに、全国 
制覇を目標に頑張っている球児の真剣勝負には毎度胸に熱いものを感じて 
しまいます。今年はどこの学校が優勝するのでしょうね！決勝のある31日、 
甲子園に素晴らしいサクラが咲きますように・・・☆ 
  
 さて、今回も注目の新商品や新着カタログ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。 
  
                   パリジェンヌ 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☆ 
  
  
＼シャンジュ橋♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫ ★  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://qq4q.biz/sNB3 
 ☆Lesson2☆→ http://qq4q.biz/sNB7 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1，無線LANルータは、なるべく宅内の(A. 隅)or(B. 中心)に設置する。 
 2，(A. 無線LANルータ)or(B. Wi-Fi)は業界団体が認証した無線LAN機器が表示出来るブランド。 
  
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5名様に桜に関するものをプレゼント☆ 
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☆ 4月1日〆切) 
  
***前回の解答***  
 1，弱電盤は複雑な配線を避け、施工上の(A. ミス)を減らす。 
 2，マルチメディアコンセントは電源・LAN・TV等が(A. 1つ)にまとまっている。 
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『福祉機器カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1001 
■クリナップ(株) 『rakuera〈ラクエラ〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1002 
■(株)コロナ 『多機能加湿装置 2016 ナノフィール〈nano feel〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1003 
■サンウエーブ工業（株式会社LIXIL) 『システムキッチン アレスタ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1004 
■積水化学工業(株) 『戸建て住宅用 給水・給湯システム配管』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1005  
■クボタシーアイ(株) 『建築設備配管用カタログ〈給水/給湯・高温排水/排気・通気/換気〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1006 
■(株)栗本鐵工所 『スパイラルダクト総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1007 
■(株)オーミヤ 『オーミヤ総合カタログ Vol.22』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1008 
■ケイミュー(株) 『金属サイディング はる一番 2016』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1009 
  
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/new20160323-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ この春大注目のピッカピカ新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎(株)ハウステック 『戸建住宅向システムバスルーム「フェリテプラス」』 ◆4月1日発売予定 
  …新型浴槽、新機能床を搭載し「フェリテ」シリーズのラインナップを充実！ 
  http://www.housetec.co.jp/company/news/2016/03/felite-plus.html 
  
◎リンナイ(株) 『業務用ガス給湯器エコジョーズ「RUXC-SE5000シリーズ」』 
  …スリムボディで省スペース設置が可能、業界最高水準の熱効率・超低NOxも実現！ 
  http://www.rinnai.co.jp/releases/2015/1008/  ◆4月1日発売予定 
  
◎(株)荏原製作所 『家庭用深井戸水中ポンプユニット エバラフレッシャーミニ』 
  …高効率な電力変換を実現！ ◆2月発売 
  http://www.yaskawa.co.jp/newsrelease/product/14463 
  
◎東芝燃料電池システム(株) 『定格出力700Ｗ水素燃料電池システム』 
  …世界最高水準の発電効率55％を実現！ ◆3月8日発売 
  http://www.toshiba.co.jp/product/fc/whatsnew/news/20160308.htm 
  
  
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/new20160323-2 
  
【おすすめ新商品PDF】 ダウンロードして使ってネ☆ 
  ◆3月第3週分 http://qq4q.biz/sNBD 
  ◆3月第4週分 http://qq4q.biz/sNBG 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇     ★ 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◇◆ 
  
 ●4月14日(木) 10:00～17:00 
     『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
 ●4月27日(水) 10:00～15:00 
     『システムバス現調研修』 15名 2,000円 
 ●5月11日(水) 10:00～17:00 
     『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
 ●5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 
 ●5月24日(火) 10:00～15:00 
     『便器・ウオシュレット設置研修』 15名 4,000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.104－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
            題名： 挨拶、いろいろ。 
  
 先日、私の所属するパリのジョギングクラブ(日本人向け)で、送別会＆ 
飲み会があって参加して来ました。1年限定でパリに来ていた彫刻家ご夫婦 
が日本に帰国されるので、最後にみんなで集まってワイワイやったんです。 
  
 このクラブに入ってから色んな方々と知り合いになりました。嫁いだ方や 
駐在員さんが一番多い気がするんですけど、中には私みたいに学生も居るし 
パリで仕事を見つけて働いているという人も居るし、色々です。そんな中、 
この日に初めてお目に掛かる女性がいたのですが、「はじめまして、作曲 
で留学しているみみ子♪です」と私が挨拶をすると、「平面のアツコです」 
という言葉が返って来たんです。「平面のアツコ」、顔の凹凸が無いって 
コトですか？？突然のご挨拶に、笑いを取ろうとしているのか、はたまた 
ド天然なのか、それとも何かの挑戦状なのか・・・うーむ。。すると彫刻家 
の奥様たまえさんが、「そうなの、美術の世界では絵を描く人たちは平面 
とか二次元って言って、私たち彫刻の場合は立体とか三次元って言うんだ」 
と説明してくれました。ほぅ、なるほど。そんな業界用語？があったとは！ 
そりゃそうだよね、初対面でいきなり自虐ネタを放り込んで来る人なんて 
そんなに居ないよね(笑)アツコさん、お品のある控えめな女性だったから、 
きっと同じ芸術系だから通じると思ったんでしょうね。 
  
 でもそう言えば思い出したんですけど、私が日本で所属している若手作曲家 
グループがあって、大体2年前後に1度くらいの間隔で新作室内楽を発表する 
演奏会を開いていて、その度に少しずつメンバーが入れ替わるのでまずは 
全員で集まって挨拶をするんです。んで、もう10年くらい前なんですけど、 
真顔で「初めまして、結婚して離婚した◯田です。」と言って名刺を渡して 
来た人が居まして、どう解釈していいやら戸惑いました。つまり旧姓に戻った 
と言いたかったみたいなのですが、初対面なんだから余計な事を言わなければ 
バツ1も知られずに済んだのに、全くおもしろい人が居るもんです(笑)これを 
機に、私も何か変な序詞付きの挨拶文句を考えようかなぁ。 
 ○チーズもワインも苦手なパリジェンヌ みみ子♪です。 
 ○五線上にオタマジャクシを配置するのが専門のみみ子♪です。 
ん～、どっちもイマイチ。。誰かとっておきのを考えて下さいまし～！！ 
 ～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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2016年4月13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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