


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 

原 田 サービスマンが 

サービスマン１２名に聞きました

まずは、健康第一です！！ 

それに次いで、趣味であるカメラの腕を磨くた
めに沢山出掛けて、いい写真を撮りたいと思い
ます。 

 

そして「SONY-α7」を購入するために節約、貯
金を心がけたいです。 

子供が県外で１人暮らしを始めますので、 

家族が健康で１年無事に過ごすことです。 

 

もう一つは、今年は結婚２０年の節目になりま
すので、カミさんとささやかなお祝いが出来れ
ばと思っています。 

 

 今年の抱負はダイエットですかね！ 

年を取るにつれてやはりおなか周りが気になっ
てきてだらしない体になってきているので体重を
あと4kgくらいは減らしたいです。  

 

 あとゴルフのスコアを伸ばす！とかですかね。
最近サッカーチームのゴルフコンペは2回連続
最下位でちょっと情けないので来年はブービー
目指して頑張ります（笑） 

 どうやら今年は前厄とやらに当たる年だそう
で。厄除けしたほうがいいんじゃない？と言わ
れつつもやらず。あ！そういえば、な～んとなく
ツキに見放されているような… 

  

 と、いうことで体重を減らそうと思います！ 

うん♪前厄とか全く関係ないね。 

今年の抱負といたしましては 

 

“腰痛退治！” 
 

 昨年は1年間腰痛知らずで過ごせるかと
思っていましたが最後の最後、12月30日に 

洗面所で咳き込んだだけでギックリ発症っ！ 

ほんと情けなかったです。やはり無運動が体
の衰えを高速化させている！？ 

今年はゴルフから始めようかな～ 

去年は、体調を崩し点滴をお医者さんにお願
いして2.3回点滴をしてもらったのですが、 

(15分で終わる簡単な点滴)  

 

今年は、健康に気をつけて丈夫な体作りをし
ようと思っていたところ、今月の2回の大雪の
雪かきで汗をかき、着替えが無い為、そのま
ま、仕事をしてたら、体調を崩す。 あぁ、なん
てこったい！！ 

飯山、中野、須坂、 

信濃町地区担当 

長野支店 原田 優 



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 

「今年の抱負、夢は何ですか？」 

今年2014年の抱負、夢ですが 
 抱負は、今年になってすでに怪我をしてし
まったので、早く治して、もう怪我、病気をしな
いよう気を付けていきたいです。 
 
夢は、今年こそ自分の入っているフットサル
チームでなんの大会でもいいので優勝したい
です！ 
 あっでもその前に怪我を治さなくては… 
やっぱり健康第一ですね 

２０１４年は、自分に新しく家族が増えるので 

その分いままで以上に仕事プライベートで頑
張っていかないといけないと決意しています。 

 

今年は、健康で仕事ができることと支えてくれ
る家族に感謝をし、その恩にこたえられるよう
に精進していきたいと思います。 

ちなみに予定日は、1月末です。(笑) 

最近、運動不足なので、「今年は運動しよう！」 
と思っていたのですが、今のところ、お腹の脂肪は
そのままです。ダメですねぇ、自分に甘くて・・・。 
 
「今年こそ、禁煙するぞ！」なんてとても言えませ
ん。自分に甘いので・・・。 
 
今年の抱負は、「自分に厳しく、人にやさしく」 
これですね。 

とりあえず目標は仕事をやめる。かな？ 
現実はとても無理ですが。 
 
今年の抱負は、去年より今年！ 
何事においても去年より今年を充実させたい。 
昔は良かった。と言いたくないので、 
 
今、この時を一番にが目標です。 

 今年自分は厄年なので、一年、家族ともに
無事に過ごす事を心がけて行こうと思います。 

 

あと、年々体力も落ちてきたので、運動を習
慣化なんて考えておりますが・・・。 

 

まずは健康に気を付けよう！！ 

今年の抱負は 

 『健康に気を付けて無理のない範囲で、運
動をし始めていく』です。 

 

去年の12月に腰を痛めてしまい、日々の体
力作りの大切を痛感しましたし、やはり人間
は、体が資本だという事も思い知らされまし
たので。 



小 林 サービスマンの 
おいしいランチのご紹介 

特選黒豚とんかつが絶品！  かりん亭のご紹介 

長野支店 小林修です。  
 最近、たまにはゆっくりとランチ 

したいと思ったときにちょくちょくお
邪魔しているお店の紹介です。 

なんせ個室タイプなのでリラックス
できちゃいます！ 

おススメはもちろんトンカツですが
実はラーメンもいけますよ～ 

お試しあれ！ 

 

私が行くのは長野南店ですが県下には東信方面にも何店舗
かあるようですのでお近くのお店へ行ってみてくださいネ 



   高 橋 サービスマンの 
なんでも通信 

ガンバレ！長野パルセイロ！！ 

 高橋サービスマンからは長野市で活動しているサッカーチーム長野パルセイロ
について紹介したいと思います！ 

私、 高橋は趣味がサッカーなので自分でもプレーするのが好きなのですが見に行
くのはあまりしていませんでした。ですがひょんなことから2011年からパルセイロ
の試合を見に行くようになりました。始めは暇つぶしで試しに見に行ってみたので
すが見に行くうちにドンドンハマっていきました。リーグのカテゴリーはまだJ2の下
の当時JFL（2014からはJ3)ですがいつも自分でプレーしている草サッカーで見て
いる周りの人たちとは全然レベルが違っていて高かったんです。また、接戦になっ
てからの勝ち越しゴールや同点ゴールは興奮すること請け合いです！ 

 

  また、どんなサッカーをやるかというとズバリ、パスサッカーで、見ていてとてもう
まいし、すごいなと思うことが多くて楽しいです。2013年に美濃部監督が就任して
からそのサッカーがさらに洗練されました！ 

結果JFL初制覇し、天皇杯もJリーグのチームを2チーム（名古屋グランパス、ギラ
ヴァンツ北九州）も破る大金星を達成しました。 

今シーズンもさらに選手を補強しているのでもっと素晴らしいサッカーを見せてくれ
ることでしょう。 

今年は佐久での試合の他に長野市内でもホームゲームがあるので皆さん是非ス
タジアムに足を運んでみてはいかがでしょうか～！ 

美濃部監督 

以前、日本代表の 

柿谷選手を育てた 

実績もあるんですよ！ 

 

パルセイロの絶対的エース 

宇野沢 祐次選手 

２０１３年シーズンはＪＦＬ得点王 

ベストイレブン、ＭＶＰの３冠獲得 

しました！ 

大島 嵩弘選手 

パルセイロの不動のセンターバック 

守備の要としてチームに安定感を 

もたらしてくれます！ 

 



 饗 場 サービスマンの 
技術情報 

湿気による紙詰まりの対策 

この寒い時期に、担当サービスマンから紙詰りの原因として用紙の湿気がよくお話し
でてくると思います。 
 
私も何度もお問い合わせ頂きますが、いろいろと調べていたら対策みたいなものがイ
ンターネットで乗っていましたので参考にしてみてはどうでしょうか! 

①用紙の方向の変更による対策 

 

左の写真の様に「A4」サイズでお使いの場合は、用紙が赤い線のようにカールしていま
せんか？ 

もし左の写真の様に沿っている場合は、右の様に 「A4」 サイズから ⇒ 

 「A4R」 サイズに変更してみて下さい。コピース ピードは落ちますが、これにより改善
できる場合がございます。 

②紙詰まりの対策としてカセット内に乾燥剤を入れる 

乾燥剤は、写真のように、市販のお菓子や海苔などに封入されているもので構いません。 

左の写真の赤い○ような、空いたスペースに入れてください。 

 その後、新品の用紙を古い用紙の上に入れてください。  （もしくは、すべてを新品の
用紙に換えてみて下さい。）  

あと用紙の保存方法としては包装紙を捨てずに紙をまた入れて保存するようなことが
ありました。 

用紙の具合の確認をして試してみてはいかかでしょうか？ 

ためされているお客様はいらっしゃるかと思いますが........... 



宮 入 サービスマンの 
製品情報 

カウンター料金不要  A3対応カラー複合機 

COPY FAX 

PRINT SCAN 

NETWORK 

保守サービス付でランニング 
コストはトナー購入費用のみ。 

＊本体と同時に「KGスターターセット-V（トナー4色）」を購入いただ
き、保守契約を締結いただくことで保守サービスをご提供。ご契約
自体に費用は発生いたしません。また、ご契約の際にはオンライン
サポートシステム「NETEYE」への加入が必要です。 

オールイン 
ワン 

保守付 

A3フルカラー 
対応 

見開きもOK!! 

コンパクト 

1177mm 

＊写真はC2218F-Vに、「iR-ADVペ
ディスタル・B1」装着したものです。 

565mm 



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 


