


長野市、戸隠、信州新町

地区担当

長野支店 小林 修

長野市南部、千曲市

地区担当

長野支店 小出隆太

長野市内地区担当

長野支店 高橋英男

上伊那、下伊那地区担当

南信支店 望月一宏

上伊那、諏訪地区担当

南信支店 森山喜重

森山サービスマンが

サービスマン１２名に聞きました

飯山、中野、須坂、

信濃町地区担当

長野支店 原田 優

現在、トヨタのシエンタを乗っているのです
が、ランクアップしてエスティマが欲しいで
すね。ただ予算的に・・・・・
昔、欲しかったのはマツダのＡＺ-1です。
軽自動車のガルウィング！！！！
しかし、ＦＦしかないので雪国
としては命取りなので断念。

今は家族がいるのでトヨタ ヴォクシーに乗っ

ていますが、もう十年以上たったし故障も多く
今年こそは買い替えたい！まだ子供が小さ
いのでもう1度ミニバンにしようと思いますが、

昔みたいに絶対ほしい車がなくてどれにしよ
うか悩み中です。この際ハイブリッド車かな~
幼いころは、カウンタック・ランボルギーニが

すごくかっこいいと
思いました。ミニカー
なら買えたけど・・・

今年の5月に車を買い換えました。

以前は古いエスティマに乗っていたのです
が燃費が悪すぎて非常に不経済ということ
で今度はスズキのハスラーにしました！

軽自動車ですがとても車内が広くていい感
じです。また、高速道路もターボ車にしたの
で軽く踏んでも素晴らしい加速でした！
外見も結構

お気に入りです（笑）

現在、ルノー カングーに乗っています。

我が家は、車購入の決定権が私にないんで
嫁が決めるのですが、基準はひとつ！
見た目の「かわいさ」のみです。
とはいえ、私もカングーに魅了
されてしまいまして、次もこれ
でしょう。パワー不足な所は
ありますが、それに以上に
かわいいんです、うちの子。

道楽で許されるのであれば、トヨタ スポ
ーツ800を手に入れたいです。

子供の頃から憧れの車で、雑誌なので特
集があると、思わず買ってしまうことがあ
ります。独身時代は購入を考えましたが
、家庭をもったことで夢の車になりつつあ
ります。

つい先日、中古で購入した、日産 グロリアを車検に

通そうと思い車屋さんに概算見積りを出してまらいま
した。ザーッと見ただけで、25万はかかりますね…
もう少し良く見れば、もうちょっとかな… 初年度 登

録から20年経過し部品も無いも物も出てきていると

の事。今回車検をとっても、次回の車検までに、どこ
が痛むかわからないし、今後の事も考えて、10年落
ちの 軽の箱者に変えました。 さすがに、3,000ccの
トルクに比べれば出だしが ……
いつかは、キャンピングカーに乗って、国内をゆっく

り旅をしたいと夢をみています。



松本地区担当

松本支店 饗場新治

木曽、松本、塩尻

地区担当

松本支店 宮入輝晃

松本、大北地区担当

松本支店 田中信吾

上田地区担当

上田支店 中田真人

佐久、軽井沢地区担当

上田支店 土屋 賢

上小地区担当

上田支店 伊藤康浩

「どんな車が好きですか？
または、憧れている車はなんですか？」

今乗っている車で現状は満足しているの
で今しばらくはこの車で乗り続けて行く考えで
す、お金も無いので。

ただ、お金に余裕があって家族から同意が
得られるのなら、2003年に発売されたマツダ
のロードスタークーペを買い
たいですね。個人の趣味
の車になってしまうので、
まず無理だろな・・・・・

現在、我が愛車レガシィ（２代目）に乗ってお
ります。当時、ツーリングワゴンで280馬力の

パワーと水平対向のボクサーエンジン音にひ
かれ、独身時代に買ってから結婚して子供が
いても乗り続けております。燃費も悪く、維持
費もかかるので、維持費の安い軽に買い替え
たいところですが、長年の愛着もあり、以外に
大きな故障も無く乗り続けているので、乗れる
ところまで乗ってみようと限界に挑戦中です。
まっ、買い替える予算も厳しいので・・・。

今現在はダイハツのMOVEに乗っています、

今年その車で車泊しながら岩手県近くまで遠出
して来ました。

一人でのドライブだったのでちょっと寂しかった
ですが、とてもいい気分転換になりました！

軽自動車はあまり遠出に向いてないと聞いた
事がありますが、、、

色々と余裕が無くまだまだ乗り換えられないの
で、遠出もしつつ大切にしていこうと思います。

河原に入れるような４WDのディーゼル車が好きで、
平成８年登録のボロに乗り続けています。
久しぶりに会う友達には、「まだ乗ってるの!?」って
馬鹿にされます。
多少のキズなど気にせず河原や山道に入れるの
で使えるクルマですが、やっぱり、ピカピカの新車
に憧れますね。
宝くじでも買おうかなぁ～♪

友人や周りの人を見ていると車にこだわりがある
人が多いですが私は乗れればいいという人間です
ので何でもいいです。(笑)
働き始めて初めてローンくんで買ったスズキの
ジムニーくんはまだ健在です。あとは、亡くなった
祖父の形見でトヨタのアリオンに乗っています。
今年は娘が生まれたのでいずれはファミリーカー
にしたいですが予算は…..(泣)
頑張らないといけないですね。

我が家の車、今月車検でしたが、リコールや改善
対策やら、何やらで、色々あってエンジン載替えま
でやるはめに・・。

ファミリーカーのミニバンですが乗ってしまえば気に
入ってます。昔は音楽ガンガンでしたが、今では歌
のお兄さんお姉さんのＤＶＤかアニメばかり流れて
おります。

お客さんとハイブリッドと電気自動車の話しました
がどうなんでしょうね？
我が家の車もそろそろ乗りかえようかな～♪



土屋サービスマンの
おいしいランチのご紹介

御食事処 栄食堂

昼時にお店に入ろうとするとほぼ毎回
店の前の駐車場は満車になっている人
気店です。

私はいつも時間を昼時から少しずらして
行くようにしています。

肉うどんが有名なのですが、私は日替
わりランチを毎回頼んでいます、大盛り
にしても値段は変わらず600円（税込）の
ままなのが大変魅力的なので！！

日替わりランチ
暑い時期にはそうめん

日替わりランチ
通常は二品のおかず

住所 〒386-0401
上田市塩川1480 

営業時間 11:30～14:00
17:00～20:30

電話番号 0268-35-1378



田中サービスマンの
なんでも通信

プラレールという世界

プラレールとは？

男子だったら子供の頃、誰もが遊んだであろう、プラスチック汽車のおもちゃ。
ﾚｰﾙを自由につないで走らせるあれです。

自分も子供の頃家にあって遊んだ思い出がありますが、知っていますか、今現在も売っていて、
なんと５０年間以上人気があるようです。今まさに自分の子供も電車に夢中です。
たかが子供のおもちゃと侮なかれ、これがなかなか凄いんです！懐かしくなって子供と一緒に
あそんでいると、大人の自分もついつい夢中になってしまいます。
平面から立体へとか、橋脚を使ったり、部品の組み合わせで、夢が膨らむ仕組みなんです！何
車両も走らせたいとか、線路もアイディア次第自由に出来るから、次から次へと関連部品が欲
しくなってしまいます。お金がどんどんかかります。
この手のマニア、大人でも結構沢山いるみたいで、すごいみたいですね色々と・・。
それにしても、子供のおもちゃに見たマーケティングの妙、さすがはタカラトミーって思って
しまう自分もなんですけど・・・。
もう何とか系新幹線やら、はやぶさ？やら、Ｅ○○系だとか家に電車だらけです。うちの子は
Ｔシャツにも電車です(^^)

プラレール博もあって行ってきました。
トーマスシリーズも豊富



伊藤サービスマンの
技術情報

IR-ADVシリーズ FAXの誤送信防止・セキュリ強化対策

キヤノン複合機 IR-ADVシリーズの設定の中に、FAXの誤送信抑止・セキュリティ強化の対策とし
て以下の７つの代表的な機能があります。用途に合わせて設定して下さい。

機能 ユーザー設定 サービス設定

宛先表の暗証番号 〇 -

アクセス番号の利用 〇 -

新規宛先指示制限 〇 -

FAX番号入力時の確認入力 〇 -

●宛先/同報送信確認ポップアップ - ※ 〇

FAXの同報送信禁止 - ※ 〇

設定の履歴（リダイヤル）禁止 - ※ 〇

※IR-ADV C2220/4200シリーズのみユーザー設定可能

●宛先／同報送信確認ポップアップ ※iR-ADV C2200/4200シリーズのFAX搭載機のみユーザ設定可能

スタートボタンを押下した際に、FAX宛先が含まれていると、確認のポップアップを表示する機能です。
宛先確認後に、送信開始することにより、誤送信を抑止します。

【設定】 ※iR-ADV C2200/4200シリーズのファクス搭載機のみ

1.（設定／登録）→［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設
定］→［ファクス宛先を含む場合に確認画面を表示］を選択しま
す。

上記機能から宛先/同報送信確認ポップアップの設定をご紹介します。

2.表示画面から「ON」を選択します。
ONを選択すると、下部に「同報送信時のみ」、「すべて」が表示さ
れるため、どちらかを選択します。

同報送信時のみ ： 同報送信の宛先にファクスが含まれる場合のみ確認画面を表示します。
すべて ： 全送信の宛先にファクスが含まれる場合に確認画面を表示します。

【用途】 宛先選択時や複数宛先選択時のミスによる誤送信を抑止したい場合に設定

※その他の機能設定、用途は 担当営業、サービスにご相談下さい



饗場サービスマンの
製品情報

大量に用紙を裁断できます。



本 社 〒381-0024 長野市南長池498-1 TEL 026（221）4101 FAX 026（221）5313
長 野 支 店 〒381-0024 長野市南長池498-1 TEL 026（221）4300 FAX 026（221）4610
上 田 支 店 〒386-0016 上田市国分1-1-9 TEL 0268（24）4300 FAX 0268（24）4136
松 本 支 店 〒399-0005 松本市野溝木工1-5-1 TEL 0263（26）5900 FAX 0263（26）5904
南 信 支 店 〒399-4511 上伊那郡南箕輪村5675-5 TEL 0265（76）2100 FAX 0265（76）2102
東京営業所 〒113-0033 文京区本郷3-29-11ｾｲﾙ本郷3F TEL 03（5805）2791 FAX 03（5805）2793

URL  http://www.itoh.co.jp/ ITOHサービスマンHP http://techservice.jimdo.com/

キヤノンマーケティングジャパン認定

ＡＡＡサービス店

京セラドキュメントソリューションズ認定

サービス店

エプソン販売認定

サービス店


