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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。 
  
 気が付けばもう12月。今年も残すところあと3週間となりました。 
今年こそはきちんと年末の大掃除をしようと今のところは思っています 
が、部屋の中を見渡すと最早何がゴミで何が要るものなのかが分からな 
くて、相当ものが溜まっています。断捨離してスッキリ新年を迎えたい 
けれど、この数年越しの希望は今年どうにかできるでしょうか？毎年 
きちんと大掃除をされている方、断捨離の極意を教えて下さい!! 
  
 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☆ 
  
  
＼辻堂♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫  ★  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.blue/HmJp 
 ☆Lesson2☆→ http://urx.blue/HmKb 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1, エレベーター事故防止の為(A. 2009)or(B. 1999)年に建築基準法が改正。 
 2, エレベーター内に(A. 防災キャビネット)or(B. 防災頭巾)の設置例が増加。 
  
答えが判かったらe設備運営事務局 esetsubi-pro-kanri@hat.co.jp まで！ 
今回は正解者全員に、みみ子♪から新年のご挨拶！ 
  
 『年女 みみ子♪のあいさつ 貴重だよ 次の戌年 居るか分からん』 
  
という訳で、年女みみ子♪の気合の入った年賀状で新年を迎えたい方、 
どしどしご応募ください！みみ子♪への年賀状も受け付けております。 
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☆ 
(12月15日金曜日〆切) 
  
***前回の解答*** 
 1, 小荷物専用昇降機は人間の乗用(B. 禁止)。 
 2, (B. ロープ式)は機械室を持たない機械室レスタイプが主流。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■(株)コロナ 『石油温水暖房システム』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2311 
■(株)ジャパンコーラー 『THE BOLD LOOK OF KOHLER 2017-2018』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2312 
■(株)ノーリツ『ガス給湯機器 資料集[業者様用]2017.III』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2313 
■アイオ産業(株) 『AIO 総合カタログ2017.12〈Vol.1〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2314 
■積水化学工業(株) 『エスロンバルブ総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2315  
■アズビル金門(株) 『2017 水道メーター総合カタログ 価格表』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2316 
■ユーシー産業(株) 『製品総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2317 
■ヤマトプロテック(株) 『防災システムカタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2318 
■(株)アンレット 『3葉アンレットルーツブロワ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2319 
  
※カタログリクエストがありましたら是非ご一報下さい！ 
  
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/new20171206-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ 今月注目の新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎デンソー(株) 『家庭用自然冷媒CO2 ヒートポンプ給湯機「エコキュート」』 
  …屋外でも給湯することができる「外でも給湯」機能を搭載 ！ 
    ◆11月28日発売 
  https://www.denso.com/jp/ja/news/news-releases/2017/20171005-01/ 
  
◎パナソニック(株) 『施設向け熱線センサー付自動スイッチ「微動検知形」』 
  …会議室や打ち合わせコーナーでも省エネ・便利！  ◆11月29日発売 
  http://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/11/jn171129-1/jn171129-1.html 
  
◎シャープ(株) 『無線LAN内蔵「プラズマクラスターエアコン」Xシリーズ』 
  …『プラズマクラスターNEXT』搭載！  ◆11月29日発売 
  http://www.sharp.co.jp/corporate/news/171129-b.html 
  
◎アイリスオーヤマ(株) 『サーキュレーター衣類乾燥除湿機』 
  …除湿機＋サーキュレーターで業界最大クラスの風量を実現！ 
  ◆11月21日発売 
  https://www.irisohyama.co.jp/news/2017/1121.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/new20171206-2 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇ ★「第2回 住宅・都市イノベーション総合展」開催のお知らせ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 住宅、ビル、都市開発を網羅した総合展。まもなく東京展が始まります！ 
 建築・設備・IoTなど最新技術が一堂に集結。 
  
ー同時開催ー 
 ・第2回 [高性能] 建材 EXPO 
 ・第2回 [高性能] 住宅設備 EXPO 
 ・第2回 [高性能] 照明 EXPO 
 ・第2回 スマートビルディング EXPO 
 ・第2回 [次世代] 都市開発 EXPO 
  
  【期日】2017年12月13日(水)～15日(金)10:00～18:00 
  【会場】東京ビッグサイト 東6-8ホール 
  【HP】  http://www.urban-innovation.jp/ 
  【入場】5,000円（招待状持参者無料） 
      
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ♯♭♪ おしゃべり みみ子♪のきまぐれ日記 ♪♭♯ －No.145－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
           題名：大阪マラソン2017 
  
 11月26日、秋晴れで清々しい青空の下、大阪マラソンに参加して来ま 
した。去年から契約している格安SIM『mineo』のコミュニティサイト 
「マイネ王」で、ある日「今年も大阪マラソンのスポンサー枠を10名様分 
確保しました！走りたい方は意気込みを書いて応募して来てください！」 
というお知らせが流れ、初めてmineoを運営しているケイ・オプティコム 
がメインスポンサーだと知りました。タダで走れるならぜひ！と思い、 
熱いメッセージを添えて応募すると、当選者への連絡予定日を3日過ぎた 
頃に連絡が来たんです。「みみ子さん当選しましたが、茨城から本当に来 
ます？」と。変な確認の仕方だなぁと思ったのですが、後にそれが連絡が 
取れない誰かのお陰で繰り上げ当選したからだと判り、めでたく約50倍の 
中出走権を手にする事ができました！相変わらず運はクジで消費です(笑) 
  
 という訳で、底々ハデで「 mineo マイネオ」の文字がバーン！と入った 
マイネオTシャツを着て、他の9名の方々とマイネ王ランナーとして大阪の 
街を走り抜けたのであります。土地勘が無いので目に飛び込んで来る全ての 
ものが新鮮で、普通に観光で歩いていたなら絶対に写真は撮らないであろう 
大阪取引所や中之島の中央公会堂、ビルが邪魔で全体が見えない京セラドー 
ムを走りながら記念撮影。そうこうしているうちに尿意を催して、列んだ 
トイレで信じられないくらいのロスタイムを得ることになり、かなり後ろの 
方になってしまいました。そこから焦って走るも、心から楽しみにしていた 
32.5kmの「まいどエイド」での豪華な給食は店じまい寸前になっていて、 
たこ焼きもコロッケも売り切れ。辛うじて残っていたのはパイン缶とらっ 
きょうだけでした。って、どっちも関東で買えるやないか～い！ 
  
 こんな感じで給食に関しては残念でしたが、それでもボランティアの方々 
や沿道の声援、運営の方々のお陰で怪我なく元気に最後まで走り切る事が 
できました。終わってしまえばあっという間。完走メダルとフィニッシャー 
タオルを貰ったら達成感で満足しか残らなくて、また走りないなと思うから 
不思議なものです。で、次は3月の名古屋！次こそは名古屋の美味しいものを 
しっかり食べられるように走力をつけて挑みたいと思います！リベンジだ！ 
～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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12月20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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