
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
  
       e設備News   2017.04.26 No.130 
  
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 
  
 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。 
  
 今週はフランスの大統領選挙で賑わうスタートでしたね。日本とは 
違って国民全体が非常に政治に興味を持っていて、常に政治について 
議論している国なので、選挙に対する意気込みの違いを感じました。 
自分の国の事ではないけど、今回はEUの未来が懸かっているので私も 
興味が湧いて沢山のニュースを読んでいます。次回のメルマガ配信日には 
新大統領が決まっているんですね。今年のGWはテレビに噛り付きだ！ 
  
 さて、今回も注目の新商品や新着カタログ、展示会案内など情報満載で 
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) 
  
  【FB】 https://www.facebook.com/esetsubi 
 「いいね！」よろしくお願いします☆ 
  
  
＼新大久保♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫  ★  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://ur0.biz/D6Za 
 ☆Lesson2☆→ http://ur0.biz/D6Z5 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1，誘導灯には(A. 白熱灯)or(B. LED)の採用が増えている。 
 2，誘導音付き誘導灯は公共性の(A. 高い)or(B. 低い)場所に設定する。 
  
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名様にアムステルダムのお土産をプレゼント！ 
何が届くのかは当たってからのお楽しみ♪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☆ 
 5月8日〆切) 
  
  
***前回の解答*** 
 1，非常時用照明器具は(A. ２種類)ある。 
 2，誘導灯の設置は(A. 消防署)と協議して決める。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『ベッセル式洗面器&おすすめ商品カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2161 
■タカラスタンダード(株) 『タカラスタンダードニュース』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2162 
■大建工業(株) 『2017.06 新製品ダイジェスト』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2163 
■カナディアン・ソーラー・ジャパン(株) 『住宅用太陽光発電システム QUORCA』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2164 
■(株)ハーマン 『 ハーマン ビルトインコンロ総合カタログ ［システムキッチン用｜2017.I］』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2165  
■セラトレーディング(株) 『2016 Additional Collections』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2166 
■日立アプライアンス(株) 『エコキュート 総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2167 
■積水化学工業(株) 『単管式排水システム』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2168 
■タカヤマ金属(株) 『TAKAYAMA 主力商品カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2169 
  
  
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/new20170426-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ 今月注目の新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎TOTO(株) 『新吐水方式「コンフォートウエーブ」搭載シャワー』 
  …適度な刺激のある浴び心地で「節水」を実現！ ◆5月1日発売予定 
  http://www.toto.co.jp/company/press/2017/04/pdf/20170403.pdf 
  
◎パナソニック(株) 『【住宅用】創蓄連携システム 「パワーステーションS」』 ◆4月5日発売 
  …従来比約1/3のコンパクトサイズと省施工化により、リフォーム需要に対応！ 
  http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/02/jn170220-1/jn170220-1.html 
  
◎タカラスタンダード(株) 『薄型レンジフード 「VUAタイプ」』 
  …操作部の厚みが60mmと薄くデザイン性に優れた形状！ ◆4月3日発売 
  http://www.takara-standard.co.jp/topicsnews/2017/03/press-release-20170329-01.php 
  
◎アイカ工業(株) 『こども用トイレブース「まなブース」』 ◆4月15日発売 
  …こども達が安全に楽しく排泄行動をまなぶことができる空間に！ 
  http://www.aica.co.jp/news/products/2017/04/post-78.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/new20170426-2 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇      ★ 「Japan IT Week 春 2017」開催のお知らせ  ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
     IoT、クラウド、モバイル、セキュリティ等を網羅した、 
         ＼＼＼ 日本最大のIT専門展示会 ／／／ 
  
 ◆ ソフトウェア＆アプリ開発展 
 ◆ 組み込み技術開発技術展 
 ◆ 情報セキュリティEXPO【春】 
 ◆ データセンター展【春】 
 ◆ モバイル活用展【春】 
 ◆ 通販ソリューション展【春】 
 ◆ 店舗ITソリューション展【春】 
 ◆ ビッグデータ活用展【春】 
 ◆ データストレージEXPO 
 ◆ Web&デジタル マーケティング EXPO【春】 
 ◆ クラウド コンピューティングEXPO【春】 
 ◆ IoT/M2M展【春】 
 ◆ モバイル端末・周辺機器展 
  
上記の13展を一挙に開催いたします！ 
  
 【期日】2017年5月10日(水)～12日(金)10時～18時(最終日17時まで) 
 【会場】東京ビッグサイト 東1-8ホール、西1・3・4ホール 
 【入場】無料(招待状必須) http://www.japan-it.jp/haru/inv_gate/ 
  
 HPはこちら→ http://www.japan-it.jp/ 
  
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ♯♭♪ おしゃべり みみ子♪のきまぐれ日記 ♪♭♯ －No.130－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
          題名： 65年も連れ添ったので 
  
 前回の日記でマラソンの練習が出来なかった理由の1つに「家族の都合」 
と書きましたが、今日はその事について書こうと思います。まず3/27朝、 
近所に住むお婆ちゃんが階段から落ちて救急搬送されました。首を骨折し、 
脳内出血もし、良く生きてたなぁと思う程のケガでしたが案外口は達者な 
ままで今も入院治療を続けています。相変わらずボケてはいますが・・・ 
  
 これに一番ショックを受けたのはおじいちゃんでした。最初は救急車を 
呼んで搬送中に助手席に乗せて貰えた事を自慢気に話していたのですが、 
88歳にして初の一人暮らしは相当堪えた様で、お見舞いに連れて行くと 
お婆ちゃんの横を片時も離れないで「オレ1人じゃつまらないから早く良く 
なってよ！」と話し掛けていたんです。その姿を見ると何だか可哀想で、 
青いウサギの様に「寂し過ぎて死んでしまうわ」になるんじゃないかと 
心配で、私とママで協力し合って毎日お見舞いに連れて行っていました。 
  
 4/4の15時半、この日は私の係の日で、約束の時間におじいちゃんを迎え 
に行ったのですが、いつもなら玄関で待っているのに居ない。あれれ？妙な 
胸騒ぎがして家の中に入ってみると、何とおじいちゃんがトイレの中で倒れて 
いたんです。パニックになりつつも3日前に咽頭炎で数年ぶりにお世話になっ 
た近所のクリニックの存在を思い出して、猛ダッシュで助けを求めに行って 
先生に来て頂いたところ、「脳梗塞の初期症状だからすぐに救急車を呼びな 
さい」と言われ、8日ぶりにまた救急車がやって来ました。そしてお婆ちゃん 
の待つ病院へ搬送。検査の結果、やはり脳梗塞でした。調べなきゃ分からな 
かった血管ボロボロの現実でしたが、引き金はお婆ちゃんの事でのショック 
だったようです。「そこまでショックだったのかー！」と家族はビックリでし 
たが、家→病院に場所が変わったものの「一緒に居たい」というおじいちゃん 
の願いはめでたく叶い、病院の計らいで2人は同じ病棟の目と鼻の先の部屋に 
なり、今は院内通い婚になっています。 
  
 と言っても4日の事を全く覚えていないおじいちゃんは「誰かと間違われて 
入院させられてるんだよ」と勝手にミステリー事件の当事者になっていて、 
酸素チューブは勝手に外し、ベッドから転落しないようにお腹周りに付けら 
れたベルトをスプーンを巧に使って外そうとしたり、なかなかの問題児です。 
そして極めつけにボケました。ま、そんなこんなでも2人共助かりはしたので、 
今後転院や施設に入ることになってもどうにか一緒に行かれると良いなと思い 
ます。65年も連れ添ったんだもんね、やっぱり一緒がいいよね！と感じました。 
  ～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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5月10日(水)を予定しております。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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