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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。 
  
 お盆休みは如何お過ごしでしたか？今年は台風の影響で、西日本方面に 
帰省されたり、西日本からお出かけになる方々には波乱のお休みとなって 
しまいました。。お盆に出かけるだけでも疲れるのに、天候で予定変更を 
余儀なくされたら、堪ったもんじゃないですよね。そんな、台風に巻き込 
まれて疲労困憊でお盆休みが終わってしまった不運な方々に対し、皆さま 
のお勤め先が優しい会社であって欲しい、と願うばかりです。 
  
 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) 
  
  
  
＼菊川♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫  ★  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/0Tx7 
 ☆Lesson2☆→ http://urx2.nu/0UEk 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1, 遮熱塗料を塗ると、屋根の温度を(A. 10～15度)or(B. 15～20度)低くすることができる。 
 2, ラッカー系木材保護塗料は、VOCの排出量が(A. 高い)or(B. 低い)。 
  
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、前回好評だった冷感タオルを追加でプレゼント！ 
みみ子♪も愛用していますが、これを首に巻くと巻かないとでは、ランニングの 
時のバテ感が全然違います！暑がりの方、熱の高い方におすすめです！ 
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 8月30日金曜日) 
  
***前回の解答*** 
 1, グラスウールは環境負荷が(B. 小さい)。 
 2, ロックウールは伸縮性に(B. 弱い)。 
  
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■ダイキン工業(株)『業務用換気機器 総合カタログ (ベンティエール)』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2721 
■(株)ノーリツ 『システムキッチン レシピアプラス資料集 2019.I』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2722 
■リンナイ(株)『レンジフード 総合カタログ 2019 I』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2723 
■ナスラック(株) 『ステンレスキッチン セスパ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2724 
■大建工業(株) 『医療施設用 製品カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2725 
■パーパス(株)『ふろ給湯器・給湯暖房用熱源機対応リモコン 2019.I』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2726 
■(株)富士通ゼネラル 『ルームエアコン 住宅設備用カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2727 
■ケイミュー(株)『セラディール・親水16カタログ 寒冷地域用』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2728 
■オーケー器材(株) 『空調用結露防止層付ドレン配管 断熱ドレン』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2729 
  
※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/new20190821-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ 令和も！気になるピカピカ新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎(株)ノーリツ 『ガスビルトインコンロ「PROGRE（プログレ）」』 
  …業界初！「燻製モード」「低温調理モード」搭載のグリル！ ◆8月20日発売 
  https://www.noritz.co.jp/company/news/2019/20190710-003827.html 
  
◎大建工業(株)『おもいやりキッズドア 吊戸・片引 自閉機能付など』  ◆8月21日発売 
  …機能性と安全面に配慮した幼保施設向け製品のラインアップを強化☆ 
  https://www.nikkei.com/article/DGXLRSP516035_S9A800C1000000/?au=11 
  
◎パナソニック(株)ライフソリューションズ社 『配光調整機能付 演出照明「TOLSO BeAm Free」』 
  …設置後でもシーンに合わせて自由に配光を調整できる！  ◆8月1日発売 
  https://news.panasonic.com/jp/press/data/2019/05/jn190521-3/jn190521-3.html 
  
◎日立金属(株) 『開閉速度可変型電動セグメントボールバルブ』  ◆8月発売 
  …設備の使用条件に合わせて、最適な速度でバルブの開閉速度を自動操作で作動！ 
  http://www.hitachi-metals.co.jp/press/news/2019/n0799.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/new20190821-2 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 「東京 みらい市 2019」開催のお知らせ！！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ＼＼＼ みらい市はみんなの市！四位一体で事業拡大を！ ／／／ 
  
 今年も7つのみらいをキーワードに、より快適な社会を目指します。 
 【1】環境・エネルギー (省エネ、創エネ、蓄エネ) 
 【2】中古住宅流通・リフォーム (リフォームと中古住宅の流通の活性化) 
 【3】健康・快適 (高齢者対応、医療、介護) 
 【4】安全・安心 (耐震、防災、復興) 
 【5】地域活性化 (国から地方へ、エリア体制とサポート) 
 【6】グローバル化 (TPP) 
 【7】IT技術の活用 (ネット社会への対応、電子取引) 
  
 展示場は、情報収集・引合・見積～納入・現場管理・回収・アフター 
メンテまでスマートで確実なビジネスをサポート、また最新のアプリ 
ケーションソフトもご提案する『みらいタウン』。建材、住設、電機、温水、 
管材、給水等の人気メーカー様やトップメーカー様の人気商材や新製品を 
ご紹介する『商材展示タウン』。年々進化を続ける専門機材や仕事に欠かせ 
ないあれやこれ、家電も健康も、アクセサリーも...何でも揃う『工具・販売 
タウン』など！女性の視点が活かした充実の企画、時短、快適、炊き比べなど 
快適な住まい方をご提案する『エコdeカフェ』も、今年ももちろんあります！ 
 また、各種セミナーや相談コーナーなどもご用意していますので、今年も 
是非みらい市にご期待下さい！たくさんの方々のご来場をお待ちしています。 
  
 【期日】2019年8月23日(金)・24日(土) 両日とも9:30～17:00 
 【会場】東京ビッグサイト 青海展示棟A・Bホール 
 【HP】  https://www.hat.co.jp/themes/hat/images/company/mirai2109_1.pdf 
  
※チラシでは24日の終了時間が16時となっていますが、両日とも17時までです。 
  
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 ♯♭♪ おしゃべり みみ子♪のきまぐれ日記 ♪♭♯ －No.186－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
          題名： 恥を瞬時に消化する方法 
  
 昨日、イオンのトイレに入った時のこと。大きな商業施設だと個室が 
何個も並ぶ大きなトイレが当たり前ですが、入口から遠いところにも必ず 
ひっそりとした小規模のトイレってありますよね。その小規模の方に入っ 
たんです。歩きながら考え事をしていたので、心ここに在らず。２つしか 
ない個室の手前に入って用を足して、何となくため息をつきながら出て 
来て、洗面台で手を洗って。で、そのまま出れば良かったのですが、トイレ 
に行く前に飲んだドリンクに入っていた細かく砕かれたチョコレートが、 
口の中に残っていて何となく気持ちが悪かったので、洗面台に来たついで 
に歯磨きをすることにしたんです。歯は清潔が一番ですからね！ 
  
 この時も常にボーッと考え事をしていて、何となーく目の前の鏡を見つつ 
歯磨きをしていたら、私が使わなかった方の個室から何と60代後半くらい 
のオジサンが、セカンドバッグを小脇に抱えて出て来て、視線を逸らすよう 
にそそくさと売り場に戻って行ったではありませんか！「え、何で個室から 
男性が！？こんなところで何してたんだろう？あのセカンドバッグも、逃 
げるような感じも怪しい。てか！トイレ入ったのに手を洗わないんかい！ 
汚ったないなぁ！！」と一瞬で色々考えてしまって、本当はああ見えて女性 
だったのかも？とか、単なる変態か？とか、さっきまで別のことで頭の中が 
いっぱいだったのに、急にグルグルま～わる～、ま～わる～よ…♪ 変にドキ 
ドキしちゃって、歯磨きを終えて私もトイレを出ようとしたその時、入り口 
で別の男性と遭遇！「は！？またですか！？」と思った瞬間、目に飛び込ん 
で来たのは、5mくらい先の女子トイレのマーク。という事は、私が今通ろう 
としているトイレの入り口には、そう、男子トイレのマーク。間違えたのは 
私だったんです。さっきのセカンドバッグは、恐らく私を見て自分が間違え 
て女子トイレに入ったのだと思って慌てて出て行ったのでしょう。 
  
 久々に顔がボボーッ！と熱くなり、めちゃくちゃ恥ずかしくなりました。 
一瞬「この場から消えたい！」と本気で思いましたが、冷静に思い出すと 
私の失態を知っているのはたったの2人。しかも1人はまだトイレの中。 
ならば...深呼吸をして落ち着いて、何事も無かったかのように店内を歩き 
始めたら、案外すぐにマインドコントロールに成功し、恥が消化されていき 
ました。そうか、変に騒がなければ恥って直ぐに『喉元過ぎれば熱さを忘れ 
る』ものだったのね(笑)赤っ恥をかいた時はぜひ参考にして見てください！ 
～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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9月11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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