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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。 
  
 すっかり秋が深まって来て、近頃は衛星から日本列島を見ると全体的 
に茶色く紅葉して来ているんだそうです。今年は真夏が長過ぎて、この 
先一体どうなるんだろう？と心配になった時期もありますが、そろそろ 
紅葉狩りシーズンを迎える地域もあって、何だかんだ今年も日本の魅力を 
満喫できそうで何よりです。景色がゆっくり色付いて行く今が私は大好き 
なので、毎日車窓から秋を感じられて幸せです♪秋、最高！ 
  
 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) 
  
  
＼吉原♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫  ★  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://ur2.link/MKpE 
 ☆Lesson2☆→ http://ur2.link/MKpH 
  
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1, ヒートポンプは(A. 大きい)or(B. 少ない)エネルギーで大きな熱エネルギーを得られる。 
 2, ヒートポンプは物質の気化と(A. 膨張)or(B. 凝縮)による熱移動で冷暖房で活用できる。 
  
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名様に紅葉にちなんだものをプレゼント！ 
クイズの答え、メルマガの感想、お名前、ご住所を明記の上、ご応募ください。 
たくさんのご応募をお待ちしています。(〆切 11月2日金曜日) 
  
***前回の解答*** 
 1, (B. 水の流れ)と落差があれば24時間の通年発電が可能。 
 2, 渓流に沈めるだけの手軽な発電機が(A. ある)。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『高齢者住宅・施設向け商品カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2521 
■パナソニック(株) 『パナソニックバスルーム オフローラ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2522 
■サンポット(株) 『2018 温水暖房システム 融雪システム』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2523 
■トーヨーキッチンアンドリビング(株) 『Tiles - Home Decor』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2524 
■ゼンシン(株) 『Flexible Tube』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2525 
■(株)長谷川鋳工所 『建築・衛生設備資材』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2526 
■日本ダイヤバルブ(株) 『新サンプリング型 バイオクリーンダイヤフラム弁』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2527 
■(株)テクノフレックス 『消火設備用製品総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2528 
■積水化学工業(株) 『エスロハイパーAW』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2529 
  
※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/new20181024-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ 今話題の気になるピカピカ新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎パナソニック(株) 『IHクッキングヒータービルトインタイプ「Xシリーズ」』 ◆10月1日発売 
  …グリル天井面に平面ヒーターを採用、業界最高の庫内高さを実現 ☆ 
  https://news.panasonic.com/jp/press/data/2018/05/jn180531-1/jn180531-1.html 
  
◎リンナイ(株) 『ガスふろ給湯器 RUF-SE シリーズ』 ◆10月1日発売 
  …無線LANモジュール内蔵リモコン MBC-302VC(A)対応！ 
  https://www.rinnai.co.jp/releases/2018/0903/ 
  
◎大建工業(株) 『トリニティ階段』◆10月22日発売 
  …床材と合わせた色柄で、室内をコーディネート！ 
  https://www.daiken.jp/news/detail/20181017175416.html 
  
◎YKK AP(株) 『エクスティアラ ルーフ』 ◆10月10日発売 
  …住宅とエクステリアをつなぐ新コンセプトの大型屋根！ 
  http://www.ykkap.co.jp/company/japanese/news/detail.html?s=20181003_2 
  
  
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/new20181024-2 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇  ★「第9回 Japan IT Week 秋」開催のお知らせ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
 下半期 最大級のIT専門展。クラウド、セキュリティ、IoT、ビッグデータ、 
デジタルマーケティングなど、最新のITテクノロジーが一堂に出展します。 
前回（2017年）に比べ100社増の、過去最多750社*が出展。開催以来、 
8年連続で出展社が増えている理由の一つに、『当年度予算の使途を検討中の 
方や、次年度予算案を策定中の方とじっくり商談ができる場』として高い 
評価を得ているのが挙げられます。 
  
 また、展示会だけでなく、併催の「Japan IT Week セミナー」も見どころ 
満載。5Gの本格的な導入に向けたキャリア各社の取組みや、国内外における 
最新FA事例など、注目テーマを中心に連日開催する。他にも、ビッグデータ 
活用やクラウド、AI分野で話題のテーマを集めた全30セッションのセミナー 
は必聴となっています。 
  
構成展示会： 
 第9回 クラウド コンピューティングEXPO【秋】 
 第8回 情報セキュリティEXPO【秋】 
 第8回 Web＆デジタル マーケティングEXPO【秋】 
 第8回 モバイル活用展【秋】 
 第7回 ビッグデータ活用展【秋】 
 第7回 データセンター展【秋】 
 第6回 通販ソリューション展【秋】 
 第4回 IoT／M2M展【秋】 
 第2回 店舗ITソリューション展【秋】 
 第2回 AI・業務自動化展【秋】 
  
  
  【期日】2018年10月24日(水)～26日(金) 10:00～18:00(最終日のみ17:00)  
  【会場】幕張メッセ 
  【HP】  https://www.cloud-japan.jp/aki/Home/ 
  【入場】招待券事前申し込みで無料 
  
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ♯♭♪ おしゃべり みみ子♪のきまぐれ日記 ♪♭♯ －No.166－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
           題名： スマホ非携帯の日 
  
 この前の土曜日、最近日記登場率の高いFちゃんと有楽町駅で16時15分 
に待ち合わせをしていて、電車に乗ってから「さて、詳しい場所でも決める 
かな」と思って鞄をゴソゴソやり始めて気付いたんです、「スマホが無い」 
と。つい数秒前までのまったりした時間は何処へやら、あの広い有楽町駅 
で会えるかどうかの心配と、どうしたらFちゃんに伝言ができるだろうか？ 
を考え、もう一気に頭はフル回転です。「親に電話して代わりに伝えて貰 
おう！いやいや、親はFちゃんの連絡先知らないじゃん!!」「○○ちゃんに 
お願いしよっかな。って、その子の連絡先がまず分からないじゃん!!」。 
  
 スマホ1台無いだけで想像以上に不便でした。あれこれ考えた末、公衆 
電話を使うことにしたのですが、そういえば公衆電話ってドコ…？ 結局 
3人に尋ねて何とか見つけ、誰だか親切な人が電話機の上に置いておいて 
くれたテレカをありがたく使い、これからFちゃんと一緒に行く為に予約 
を入れていたお店に電話しました。これで伝言が頼める…☆そう思った 
矢先に受話器から聞こえて来たのは「この番号はお客様のご都合により 
お繋ぎできません」。まさかの公衆電話からの着信拒否でありましたー！ 
駅の全ての改札を探すも出会えず、こうなったらお店に行って電話を借りる 
しかない！しかし予約時間はもうすぐ！焦る私は泣きたい気持ちでいっぱい 
ですが、全力で走る私の体は涙ではなく汗でぐっちょり。そんなこんなで 
お店で電話をお借りしたところで、LINEが既読にならないことから私の 
状況を判断してくれたFちゃんが機転を利かせ、1人でお店に来てくれた 
お陰で無事に会え、私は安堵と申し訳なさで本気で泣きたくなりました。 
  
 持つべきものは親友。Fちゃんは全く怒りもせず理解してくれたけど、 
これが知り合って日が浅い間柄だったら一気に信用を失くしていたんじゃ 
ないだろうか？自分も相手も持ち歩いていると思っているのに、割と急 
な用事で連絡を取りたい時に無反応だと焦りと怒りが込み上げて来て、私 
ならスマホを忘れた相手のうっかりに腹立たしささえ感じると思うのです。 
スマホってほんと魔法の機械ですよ。けど、この1台にどれだけ自分が頼り 
過ぎているのかも痛感したので、せめて頻繁に連絡を取る人の電話番号くら 
いは手帳に書いておくべきだと反省しました。アナログメモ、最高です。 
  
～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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11月14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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