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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 

飯山、中野、須坂、   
信濃町地区担当 

長野支店  原田 優 

望 月 サービスマンが 
サービスマン１２名に聞きました 

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 

 本当に宇宙旅行に行けるなら欲張って 

太陽系惑星１周ツアーですかね。 

特に近くで見たいのは土星の輪っかでしょう。 

 

今、毎週土曜日に宇宙戦艦ヤマト２１９９を 

見てますが、子供のころのオリジナル作品も
大好きでしたのでその時に見たアステロイド
ベルトの中央を宇宙船で 

くぐってみたいですね！ 

できればヤマトで・・・ 
 

「宇宙兄弟」という漫画を読んだら月に行って
みたいと思いました。月から地球の写真を
撮ってみたいというのもあります。 

日本のタレント初となる民間人宇宙飛行に挑
戦する岩城滉一さんに注目です！！ 

 

ちなみに小栗旬主演で「宇宙兄弟」の映画も
ありますがコミック派の方は見ないことをお
すすめします・・・ 

宇宙旅行は夢ですね。 

宇宙旅行が可能なら、月旅行へ行ってみたい。 

宇宙兄弟の影響かもしれませんが、月から地
球を眺め、月の地平線から青い星をみたい。 

 銀河鉄道９９９など昔よくアニメを見ていま
したので鉄道での宇宙旅行に憧れますねぇ。 

 色々な惑星を旅してみたいですね！ 

 

でも実際は過酷な 

環境の星がほとんど 

なんでしょうけどね 

・・・（笑） 

もし、宇宙に行けるとしたら、土星のリングと 

衛星を見てみたいです。 

 せっかくなら名前を知っている惑星ではない
ところなんかいいですね。 

未知の生物が存在していた！なんてワクワク
します。 

 

広い宇宙に地球の環境に近い星があって、生
命が誕生している可能性はないわけではな
い！！はず… 



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 

 「あなたは宇宙旅行で、 
どこに行きたいですか？」 

行きたいところは？・・・う～～ん。 

☆ バルタン星！？ ☆ 

☆ こりん星！？ ☆ 

 

北斗七星＜ドゥペ・メラク・フェクダ・メグレス・
アリオト・ミザール・アルカイド＞一周の旅プ
ランが、現代の世界一 

周旅行のように実現す 

る時代が来るかもしれ 

ませんね。 

 やはりまずは、月に行って、それから太陽
系、銀河系をまわって間近でいろんな惑星を
みてみたいですね！ 

あとは、地球と似た惑星に行って、いるかも
知れない宇宙人とあってみたい。 

 

もしかしたらそこには、我々と同じOAサービ
スマンが汗水たらして働いて・・・なんて。 

うっ、宇宙のロマンが崩れて・・・。 

 宇宙旅行ということですが、宇宙で行きたい
ところとしては、今もふくらみ続けているという
宇宙の一番端に行ってみたいです。 

 宇宙の端はどうなっていて、その先には何
があるのか、考えても全然わかるわけ無いん
ですが、 

 ただ、いったい何年かかったらいけるんで
しょうか？ 

 そもそも端はあるのか!? やっぱり宇宙は謎
が多いですね。 

宇宙旅行といえばやはり！ 

月に行きたいです！！ 

 

アポロ17号から41年が経っていますが、その
後有人月面着陸は無いと記憶していますので、 

当時の映像で見た風景と同じ風景なのか、確
認をしたいです。 

 

一番は月から綺麗な地球が見たい。 

宇宙旅行どこ行きたい？ 私も地球は青か
ったって言ってみたいし夢がありますが、体
には相当負担がかかり、飛行士が地球に着
陸したとたんに手足を動かすのが非常に困
難になるそうで、それを表して地球への着陸
を「二度目の誕生」と言うみたいです。 

 

まだまだ宇宙へのロマンには命や健康の代
償があるようですね。 

 

宇宙旅行も実現するのも今の時代でしたらそ
う長くはないと思いますが、まず近くの火星と
かいってみたいです。１９９７年にたしか火星
探査機みたいなものがテレビで放送していた
こともあり簡単に行けそうな感じなので行って
みたいです。 

２００１年宇宙の旅というフレーズも懐かしい
ですね。 

ふざけて２００１年府中の旅みたいなことも 

言ってたような気がします。(笑) 

 



高 橋 サービスマンの 
おいしいランチのご紹介 

All 500円   はやしや 

 私がご紹介させていただきたいお店はこちらの 

「はやしやホルモン館」です。 

 ランチは500円のワンコインで焼き肉定食やしょうが焼き

定食をいただくことができますよ。しかもボリュームたっぷり
で味も最高です！ 

 場所は長野駅から歩いて5.6分くらいだと思いますので近
くにお越しの際はぜひ行ってみてはいかがでしょうか！ 

焼肉定食 

はやしやホルモン館  

 

長野市南千歳2-14-9 

TEL 026-224-7701 

 [月～金] 

12:00～13:00 

17:00～23:00（L.O.22:30） 
[土] 

17:00～23:00（L.O.22:30） 
 

 



森 山 サービスマンの 
なんでも通信 

有線LANから離れた場所でインターネ
ット出張や旅行先のホテルで手軽にWi-

Fi！ 

有線LANによるインターネットサービス
を提供しているホテルに持ち込み、各部
屋に設置されている有線LAN端子に接
続するだけで、手軽にWi-Fi（無線LAN）
通信によるインターネットが使用可能と
なります。 

※ホテルによっては、Webブラウザによ
る認証作業が必要な場合があります。  

 

 

 

 

 

 

300Mbps 

LTE回線より約4倍速い、高速通信！ 

LTE回線の約4倍、3G回線の約32倍の速
さとなる、11bgn 300Mbpsの高速Wi-Fi通
信に対応しているので動画・音楽の再生
や、添付ファイル付きのメールの展開も快
適です。  

※au iPhone5のLTE回線（75Mbps）なら
びに3G回線（9.2Mbps）とWi-Fi接続 

300Mbpsとの理論上の最大値による速度
比較であり、実際の速度は環境により変化
します。  

 

 

超小型本体もACアダプタも持ち運びにラクラク！ 

製品本体もACアダプタも非常に小型なので、持ち運びにもばっちり！ 

※本製品寸法 : 幅約56×奥行き約42×高さ約13.5mm 

※本製品は、別売りのUSB[microB-A]ケーブルをご用意頂くことで、USB給電にも対応します。 

エレコム 11bgn 300Mbpsに対応した 

超小型無線LANRルータ  便利です。 

専用アプリが 

用意されてます 



宮 入 サービスマンの 
技術情報 

「コンテンツダウンロード※」からダウ
ンロードした、立体POPのテンプレート
を選択します。 
 

プリンターにセットされている用紙を
選択します。 

編集したい画像を選択して、入れた
い画像や写真をカテゴリの中から選
択、ダブルクリックで変更します。文
字も挿入します。 

「印刷」を選択。 

同じ商品でも、立体POPに陳列されるだけで、 
ぜんぜん見栄えがちがいます。 
立体POPにキャッチフレーズやメッセージが書き添えてあれば、 
お客さんが手にとる確率はきっと高まるはずです。 
ここでは、立体POPの作成から組み立てまでご紹介します。 

大判プリンター標準添付のポスター簡単作成ソフトで、 

立体POPが作成できます！ 



小 出 サービスマンの 
製品情報 



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 


