


 
 

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 

森 山 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 

 みんなといろいろカブリそうですがやはりガ
リガリ君ですね～！最近はリッチという高級
モデルもあったりして楽しいですね！カフェオ
レ＆ゼリーが好きでよく食べてましたが最近
コンビニで見かけないんですよね・・・。 

 高校時代は部活帰りにみんなで駄菓子屋
によって三種（コーラ、ソーダ、グレープ 

フルーツ）を食べるというのが 

チームメートたちの間で 

はやってました（笑） 
  

好きなアイスは、お口の恋人ロッテから発売
されている「爽」です。今日、コンビニに寄っ
たら桃味が新発売されていました。細かい氷
の粒がほどよい食感で美味しいです。 

ちょっと値段が高いですがハーゲンダッツの
クリスピーサンドは味が濃厚でたまーーーに
食べます。 

 アイスはもっぱらハーゲン
ダッツです。アイスミルクやラク
トアイスでは満足できない体に
なってしまったようです… 

 

 夏になると嫁と小布施の「トゥ
エル」にジェラートを食べに行
きます。搾りたて牛乳＆ラズベ
リーヨーグルトのダブルがおす
すめ！ 

外回りで 暑い日に 体を
クールダウンしたい時に、
手軽に食べられるガリガリ
君です。 

 今年は、まだ 1本しか食
べていませんが… 

 

また、少し贅沢をするなら、
ハーゲンダッツを 

良く食べるアイスにしたい
です。 

 

ここ数年は、子供とアイスを食べる機会が多く
なっています。 

大きいアイスは食べるのがしんどいので、５個
～１０個くらいはいったパックのアイスが冷蔵
庫に入っています。 

お気に入りはホームランバー 

ですが、当たりのホームランに 

出会ったことがありません。 

 いつも何を買うか迷ったら2択になります。 

１．チョコモナカ ジャンボ 

２．雪見だいふく 

 

真夏になるとかき氷的なのが最高ですが、 

通年でみると圧倒的に上記2種の消費量が 

多いですね。 



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 

『この夏に もっとも食べるであろう アイスは何ですか？

又は、好きなアイスは何ですか？』 

食べるアイスですか？ 

最近は値段の高いアイス食べます。 

やっぱり高いアイスは美味しいのが沢山あり
ますね。 

失敗するとムカつきますが・・。 

銘柄は思いつきませんが、エスキモーは何
でも美味いとおもいます。 

ロングセラーはやっぱそれなりの味がありま
すね！ 

 

夏の時期、昔から食べているアイスと言えば 

種類豊富なガリガリ君です。６０円という格安
な上にいろいろな味が楽しめます。 

この間食べたガリガリ君キウイ味で久しぶり
に当り棒がでました。(笑)昔は駄菓子屋等で
交換できましたがコンビニで交換できるのか 

わからないのでずっともってます。(笑) 

ガリガリ君リッチのコーンポタージュ味は 

ノーコメントです。(笑) 

暑い日の夕方、会社に戻る途中でついつい
コンビニに寄ってしまいます。そして、ソフトク
リームっぽい形をしたアイスクリームを買っち
ゃいます。本当は、大好きなソフトクリームが
食べたいのですが、手軽なコンビニでクール
ダウンしています。(^-^)  

 

最近、おなかが出てきたので 

今年はガマンしなくちゃ。。。 

よく食べるアイスは 

シャトレーゼのアイ
スが多いです。 

種類も多く、値段も
お手ごろですから。 

１個ずつ買うのでは
なく、何個か入って
いる１袋ごと買って
いきます。 

良く食べてるアイスと言えば、あの吉川晃司
が吹っ切れた感じのＣＭでお馴染みの「チョ
コモナカジャーンボ」ですかな。 

モナカのパリパリ感と中のバニラと板チョコの
絶妙な味わいがグーです。 

あと、最近は白くまアイス 

にはまっております。 

 

 最近よく食べているのは、セブンイレブンで
売っている『ムース』という商品で、ムースを凍
らせたような感じの物です。 

 アイスなのに溶けても水っぽくならず大丈夫
です、私は溶けてやわらかくなった時の食感
が好きなので、わざと時間を置いてから食べ
たりしてます。 

 私の小学生時代にも 

こういう給食がありました 

懐かしいです。 



土 屋 サービスマンの 
おいしいランチのご紹介 

頓珍館 

とんちんめん 大盛 
７９０円＋２５０円 

場所 佐久市中込1-22-9 
      中込駅よりすぐ 
TEL    0267-62-0391 

 JR小海線の中込駅近くにあります『頓珍館』は、佐久に昔
からあるラーメン屋さんだそうです。 

 佐久地区を担当していた先輩社員からも美味しいと評判
を聞いていたのですが、なかなかタイミングが合わず今年に
なって初めて食べてみました。 

  店内が、さほど大きくないためかもしれませんが、昼時に
店に入ったら長い行列ができていました。 

 店内を見渡すと、大多数の人が注文しているのは、「とん
ちんめん」か「かつ丼」です。私は、「とんちんめん」の大盛り
を注文しました。麺２玉の大盛りだけあって、かなりのボ
リュームで食べ応えがあり、チャーシューも厚く美味しくて、
大満足でした。 



田 中 サービスマンの 
なんでも通信 

社員旅行（焼津黒潮温泉と駿河路の旅）行ってきました。 

久能山東照宮は徳川家康公を東照大神として祀る神社です。 

東照宮は久能山、日光の他にも全国各地に数多く鎮座して
いますが、久能山東照宮はそれらの東照宮の中でも最初に
創建された神社です。 

徳川家康公を東照大神として祀る東照宮の歴史は、ここ静
岡の地から始まったそうです。 

本当は表参道の長い石段を登って参拝すればよかったんで
すが、今回の旅行はロープウェイで楽ちんでした。 

 

ガイドさん曰く、石段は1159段あり「いちいちご苦労さん」と 

呼ばれてるそうですが、私が苦労して行った記憶のある金毘
羅さんより長いとは知りませんでした。 

『美保の松原』 

富士山と美保の松原が世界遺産になりましたね。 

最初は三保の松原を除外するっていう方向性でしたが、 

多くの方々の努力の結果、三保の松原と富士山という 

日本が誇る美しい景観が世界に認められたというのは、 

とても嬉しい結果ですね。 

当日はあいにくの小雨で、海辺から富士山がうっすらと
しか見れませんでした・・。残 

みんなで松の羽衣の前で集合写真！ちっちゃ 

6/15.16と一泊二日でしたが、この他にも清水港で買い物
したり、登呂遺跡へ行ったり広重美術館を見学したりしまし
た。個人的には泊まったホテルの料理がとても豪華で美
味しかったです！ 

ほとんど寝ないでサッカーブラジル戦まで観てしまって、帰
り道は眠かったですが、とても楽しい旅行になりました。ま
た行きたいと思います。 

『焼津黒潮温泉』 

『久能山東照宮』 



伊 藤 サービスマンの 
技術情報 

IR-ADVシリーズ  長尺原稿、長尺プリントの対応  

機種 
ファクス/送信 コピー プリント* 

対応 対応サイズ 対応 対応サイズ 対応 対応サイズ 

iR-ADV C9000系 
/C9200系 

標準 630mm サービス対応 630mm サービス対応 330.2×630.0mm 

iR-ADV C7000系 
/C7200系 

標準 630mm サービス対応 630mm サービス対応 330.2×630.0mm 

iR-ADV C5000系
/5200系 

標準 630mm サービス対応 630mm サービス対応 320.0×1200.0mm 

iR-ADV C2000系
/2200系 

（2218F-V含む） 
標準 630mm サービス対応 630mm サービス対応 320.0×1200.0mm 

iR-ADV 6000系/6200
系 

標準 630mm サービス対応 630mm サービス対応 297.0×630.0mm 

iR-ADV 4000系 標準 630mm サービス対応 630mm サービス対応 297.0×630.0mm 

IR-ADVシリーズは、長尺原稿の読込、長尺プリントに対応しております。 
●長尺原稿/長尺プリント機種対応一覧 

●ファックス/送信時の長尺原稿選択方法 

※サービス対応：サービス担当者による設定が必要です。   ※*対応ドライバ：LIPSLX/PS拡張キット/PSプリントサーバー 

※長尺紙は手差しトレイに一枚ずつセットして下さい。   ※長尺原稿を選択する場合は、原稿をフィーダにセットして下さい
。 

●コピー時の長尺原稿選択方法 

●プリント時の長尺原稿選択方法 

１．原稿をセットして宛先を指定したあと、読取サイズボタンを押します。 
2．読取サイズを選択します。 

３．｢長尺原稿」を押します。 

サービス設定後 

コピー画面→その他の機能画面→｢長尺原稿」ボタンを選択 

本体側：サービス設定後 

１．用紙を手差しにセットします。 

２．「ユーザー設定サイズ」→画面上のテンキーを使用して、 

  mm単位で用紙サイズ（Ｘ軸/Y軸）を入力します。 

プリンタドライバー側： 
１．ユーザー設定用紙に長尺用紙サイズを登録します。 

  プロパティ→ページ設定→ユーザー設定用紙→用紙サイズを登録 

２．出力用紙サイズに１．で登録したユーザー設定用紙を指定します。 

※詳しい内容については、担当者にお聞き下さい。 



   饗 場 サービスマンの 
製品情報 

カラーエイナーファイルＥＸの御紹介 



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/ 


