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 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。 
  
 一昨日辺りから梅雨らしい空模様になって、いよいよ冴えない日々が 
始まりました。洗濯物が乾かなかったり、湿気で髪がモサモサしたりと 
何かと憂鬱な時期ですが、気分だけは落とさずに過ごしたいですね！ 
  
 さて、今回も新着カタログやおすすめ新商品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☆ 
  
  
＼池袋♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫  ★  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://urx.mobi/E5pR 
 ☆Lesson2☆→ http://urx.mobi/E5pS 
 ☆Lesson3☆→ http://urx.mobi/E5pU 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1, 高さ(A. 21)or(B. 31)mを超える建築物には非常用エレベーターの 
   設置義務がある。 
 2, 非常用エレベーターは(A. 2)or(B. 3)基内ごとに耐火構造で区画する。 
  
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、先日パリでみみ子♪自ら購入した、有名な 
「奇跡のメイダユ(メダル)」をプレゼント！奇跡を信じ、世界中から人々が 
やって来る奇跡のメダイユ教会はカトリック礼拝堂ですが、カトリックでなく 
ても信じる心があれば奇跡は起きるそうなので、本気で運気を上げたい方は 
ぜひご応募下さい！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☆ 
(6月23日金曜日〆切) 
  
  
***前回の解答*** 
 1，火災を感知する方法は(B. 3)タイプある。 
 2， 受信機は防災センターに設置(A. して良い)。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『システムドレッサー エスクア』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2191 
■積水ホームテクノ(株) 『介護・自立支援設備 Wells』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2192 
■トーヨーキッチンアンドリビング(株) 『ビジュアルブック2016』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2193 
■(株)メトス 『介護用浴槽・システムバス 総合カタログ2017-2018 個粋』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2194 
■(株)キッツ 『KELMO EX SERIES ボールバルブ/バタブライバルブ用 電動式アクチェータEXシリーズ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2195  
■新日鐵住金(株) 『厚板/総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2196 
■テラル(株) 『キャビネット型加圧給水ポンプユニット CXV』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2197 
■(株)TOZEN 『TOZEN 製品カタログ 2016』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2198 
■(株)川西水道機器 『SKXシリーズ スッポンMジョイントシリーズ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2199 
  
  
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/new20170614-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ 今月注目の新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎TOTO(株) 『水栓金具 10シリーズ』 ◆5月発売 
  …感性工学を取り入れたシャワーと水栓本体の美しいデザイン！ 
  http://www.toto.co.jp/company/press/2017/05/31_003592.htm 
  
◎三和シヤッター(株) 『ガラス防火戸「ファイヤードＳ“ステンレス開き戸タイプ”」』 
  …高い防火・安全性能を備えた耐熱合わせガラスを採用！ ◆5月15日発売 
  https://www.sanwa-ss.co.jp/info/p-list/000836.html 
  
◎アイカ工業(株) 『人工大理石ボウル「ラバトリーボウル」』 
  …新デザイン３タイプ追加と取付け加工費など値下！ ◆5月発売 
  http://www.aica.co.jp/news/products/2017/06/-no118k12-201767-3-2288-9891703-12.php 
  
◎積水化学工業(株) 『インフラ老朽化対策製品群「インフラガード(TM)」シリーズ』 
  …鉄道、道路などのインフラ施設の長寿命化を可能に！ ◆6月発売 
  http://www.sekisui.co.jp/news/2017/1304518_29186.html 
  
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/new20170614-2 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇      ★ 「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。 
  
●6月16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 
●7月11日(火) 10:00～15:00 
    『システムバス現調研修』 15名 4,000円 
●8月22日(火) 10:00～15:00 
    『便器・ウオシュレット設置研修』 15名 4,000円 
●9月6日(水) 10:00～17:00 
    『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
●9月12日(火) 10:00～14:00 
    『配管接続研修』 10名 4,000円 
  
※正午をまたぐ研修ですので、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！ 
  
  
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ♯♭♪ おしゃべり みみ子♪のきまぐれ日記 ♪♭♯ －No.133－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
           題名：ウイルス性疣贅＝イボ 
  
 毎度妙な病気に掛かる私、脚がむずむずしたり、肛門が激痛に見舞われ 
たり、若いのに帯状疱疹でお尻にブツブツができたり。気になる今回の 
患部は左足の裏です。1年くらい前からタコではない謎のブツブツが現れ、 
徐々にそれが増えていって、遂に歩くと痛みが出て来るようになりました。 
お風呂に入った後に見てみると、そのブツブツがふやけるようで白くな 
っているんです。そんなのが群生していたらさすがに気持ち悪い・・・。 
  
 ネット調べによると、どうも「ウィルス性イボ」らしい。でも病院に行っ 
てもなかなか完治はしないとも書いてあったので、市販のイボコロリを貼っ 
て見たりもしたのですが、どんなに皮がベロリと剥けてもあっという間に 
元通り！で、仕方なくこの度皮膚科の門を叩いて見ました。するとルーペで 
患部を見た先生が「あ～、イボですね」と。当然想定通りです。ところが！ 
「液体窒素で焼くしかないですね。じゃベッドにうつ伏せになって」。で 
ドキドキする間も無くいきなり液体窒素綿棒をジュ～っと押し付けられて、 
「ちょっと冷たいですよ～。氷を持った時みたいな感じかな～？」と先生と 
看護師さんが子供騙しとしか思えない口調で説明して来たんですけど、そん 
な軽い感覚で済む訳無いじゃないですか!?だって液体窒素を皮膚に当てると 
火傷するんですよ！これが想像以上に痛い上に、患部が広く点在していた 
ので、焼かれる範囲も広くてとにかく痛い。当然「痛いです！」と言うと、 
宥める気は全く無いらしく、「そんなに焼いてないけどね」と冷たい先生の 
一言が返って来ました。あたしゃこれから満員電車に揺られて痛い足で踏ん 
張りながら帰らなきゃならないんですよ！ 
  
 とりあえず拷問と思える治療は耐えたのですが、ヒリヒリする足を押さえ 
て顔を歪めていると、「完治するまで長期で掛かるよ。しばらく毎週焼き 
ますから通って来て下さい。」と。こんな事毎週やるんですか…。本当に 
ショックで1年も放置していた事を心から悔いました。やっぱり何でも早い 
うちに治療した方が、時間もお金も痛みも最小限で済んで良いに決まって 
ますよね。トホホ。。。免疫力がアップすると治りが早いそうなので、 
しっかり食べて寝て1日も早くおさらば出来る様に頑張ります。 
 ～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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6月28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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