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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。 
  
 真冬です。先日の北海道の陸別で最低気温記録を更新！！という 
ニュースを見て、私初めて知りました、日本に氷点下31.8度にまで下がる 
地域がある事を!! 北海道＝寒い というイメージはもちろんありましたが、 
毎年道民の皆さんは過酷すぎる環境に耐え抜いていたのですね。最近バイト 
先のマルチエアコンの効きが悪くて、「東京だけど寒冷地仕様のものに 
替えないとダメなんじゃん？」なんて文句を言っていたけど、本当の寒冷地 
にお住いの皆さまの苦労なんてちっとも分かっておらず、軽はずみな感じ 
で「寒冷地使用じゃないと」なんて生ぬるいこと言ってすみませんでした！ 
と心から反省しています。北海道の皆さん、寒さに負けず頑張って下さい！ 
  
 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) 
  
  
＼清水♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫  ★  ク イ ズ で プ レ ゼ ン ト ★ 
┗┻┛ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
  
下記のミニ動画をご覧下さい。 
 ☆Lesson1☆→ http://urx2.nu/QfuI 
 ☆Lesson2☆→ http://urx2.nu/QfuG 
 ☆Lesson3☆→ http://urx3.nu/Qguq 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1, 建築確認申請の受付後の大きな不適合事項は申請取り下げに(A. なりうる)or(B. ならない)。 
 2, 東京都は床面積(A. 3万m2)or(B. 5万m2)以上の都市計画時に地域冷暖房導入の要請がある。 
  
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名様にひな祭りグッズをプレゼント！ 
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 2月22日金曜日) 
  
***前回の解答*** 
 1, 設備設計図の作成時、プロットを立てて(A. 最短)ルートを結ぶ。 
 2, 床面積が(A. 10)m2を超える建物は増改築にも建築確認申請が必要。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■(株)タカショー 『「ガーデンエクステリア総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2591 
■(株)エービーシー商会 『インサルパック 簡易型ウレタンフォーム』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2592 
■ケイミュー(株)『屋根材総合カタログ2019』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2593 
■シーケー金属(株) 『プレシールe白継手』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2594 
■JFEスチール(株) 『一般構造用鋼管』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2595 
■テラル(株) 『クーラントポンプ総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2596 
■(株)ヨシタケ 『テクニカルガイドブック Ver.09』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2597 
■ジャパン・エンヂニアリング(株) 『SUSメイト』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2598 
■積水化学工業(株)『建物配管用 エスロンパイプ 総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2599 
  
※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/new20190213-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ 気になるピカピカ新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎TOTO(株) 『マイクロ波センサー壁掛小便器セット』  ◆2月1日発売 
  …ターゲットマーク(LED)で小便器まわりの衛生性向上をサポート！ 
  https://jp.toto.com/products/public/urinal/restroom_item_01/index.htm 
  
◎パナソニック(株) 『システムバス「MR(エムアール)」シリーズ』  ◆2月21日発売予定 
  …床、壁の施工時間を約40%短縮。マンションリフォーム向け製品を強化！ 
  https://news.panasonic.com/jp/press/data/2019/01/jn190116-1/jn190116-1.html 
  
◎YKK AP(株) 『APW330 ジョイント窓』 ◆2月4日発売 
  … 樹脂窓を自由に組合せて、室内空間や外観ファサードをデザイン！ 
  https://www.ykkap.co.jp/company/japanese/news/detail.html?s=20190204 
  
◎(株)ノーリツ 『音声で浴槽自動洗浄』 ◆3月1日発売予定 
  …IoT給湯器リモコンが3月からスマートスピーカーにも対応！ 
  https://www.noritz.co.jp/company/news/2019/20190122-003429.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/new20190213-2 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇              「スマートエネルギーWeek 2019」開催のお知らせ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
 省・創・蓄エネに加え、スマートシティ、再エネ資源リサイクルに関する 
技術・製品・サービスが出展する、新エネルギー業界の国際商談展です。 
具体的課題を持った専門家と商談する絶好の場です。 
  
－構成展示会  
 ◯第15回［国際］水素・燃料電池展 ～FC EXPO 2019～ 
 ◯第12回［国際］太陽電池展 ～PV EXPO 2019～ 
 ◯第10回 太陽光発電システム施工展 
 ◯第10回［国際］二次電池展 ～バッテリー ジャパン～ 
 ◯第9回［国際］スマートグリッド EXPO 
 ◯第7回［国際］風力発電展 ～WIND EXPO 2019～ 
 ◯第4回［国際］バイオマス展 ～ 燃料・発電システム・熱利用技術 などが出展 ～ 
 ◯第3回［次世代］火力発電 EXPO 
 ◯第1回 資源リサイクル EXPO 
  
  【期日】2019年2月27日(水)～3月1日(金) 10:00～17:00(最終日のみ18:00) 
  【会場】東京ビッグサイト 
  【HP】  https://www.wsew.jp/ja-jp.html 
  【入場   無料(サイトより事前来場登録の場合は無料)  
  
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ♯♭♪ おしゃべり みみ子♪のきまぐれ日記 ♪♭♯ －No.173－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
       題名： 池江璃花子選手にエールを送りたい 
  
 昨日、世界中に池江璃花子選手のニュースを聞いて言葉を失った人が 
たくさん居ただろう。私は、すごくファンで水泳の結果は全てチェック！ 
という部類ではないけれど、若くてどんどん日本新記録を塗り替えて行く 
彼女の笑顔をテレビで見るたびに、純粋に「すごいな～！」「日本の宝 
だよな～！！」と思っていました。来年のオリンピックも一番金メダルに 
近い選手で、きっとご本人も夢に向かって更に努力していた矢先の大病。 
親戚でも何でもないけれど、ニュース速報を見た時はとにかくショックで 
ショックで信じられなくて、何故池江さんなの…？と思ってしまいました。 
  
 早期に発見できたことは不幸中の幸いではあるのだろうと思うけれど、 
だけど、、やっぱり神様って居ないんでしょうかね…。連日野田市で両親 
から虐待されて命を落としてしまった心愛さんの悲痛なニュースが流れて 
いて、新たな事実が出て来るたびに心が締め付けられる思いで涙が出る 
のですが、そこに今度は池江さん。あんなに強くて自信に満ち溢れていて 
大人っぽいけれど、まだ18歳の女の子。人間の命に優劣はつけてはいけ 
ないという人もいると思うけど、でもどうしても私は思ってしまいます。 
心愛さんを虐待し命を奪ってしまった残虐な父親が、池江さんの代わりに 
大病を患って苦しめば良いのに。そしたら心愛さんも虐待から逃げられた 
かもしれないのに、と。だから、やっぱり神様はいないのかな……。 
昨夜のニュース番組は本当に聞いているのが辛かったです。 
  
 こういう時、自分が毎日元気に過ごせていることってどれだけ有難くて 
幸せなことなのだろう、と気付かされます。そしてやっぱり健康診断は 
必須ですし、もしも不調を感じたら「風邪かな？」と放っておかないで 
ちゃんと病院を受診する事が、病気から自分を守る有効な方法なのだろう 
と感じます。ここ数年、面倒臭いとかちょっと怖い、自分は大丈夫だろう 
という根拠のない自信にかまけて健康診断を特に受けていませんでしたが、 
そういうどうでも良い理由は捨てて、今年はしっかり受診しようと思います。 
そして生きていることの幸せを教えてくれた池江璃花子選手の素敵な笑顔が、 
1日も早く世界中に再び届きますように！心からご快復をお祈りしています。 
～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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2月27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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