


 
 

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 

 小 林 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 

 昔のアイドルっていいますと、浅香唯ですか
ねぇ。小学生の頃ですか…歳がばれる… 

隠してるわけじゃないですけど。 

 

今は、絢香ですか（アイドルではないか…） 
歌唱力に惹かれます！ 

活動再開して喜ばしい限りでございます。休
止前は、嫁とコンサートにも行きました。 

生歌いいっｽﾖ！ 

ガッキーこと新垣結衣です！！ 

あの笑顔と透明感はダントツですね！ 

ここ数年はドラマを見なくなったのですが、
ガッキーがでているドラマだけは録画して見
ています。 

舘ひろしと人格が入れ替わる「パパとムスメ
の7日間」はおもしろいですよ。 

今期放送している「空飛ぶ広報室」も航空自
衛隊の裏側みたいな感じで分かりやすく表
現しているので見て見てはいかがですか？ 

ちょうど私の世代ですと、昭
和のアイドル 中森明菜にな
りますね。今も YouTubeで 

中森明菜 キヤノンファミ
リーコピアで検索するとヒット
しますが、「わが家に コ
ピーがやってきた。」 '86 キ
ヤノン ファミリーコピアFC-3 

新登場のCMです。 

お時間のある時に ご覧に
なってみて下さい。 

アイドルではありませんが、May j.さんが最近
のお気に入りです。関ジャニの仕分け∞の採
点カラオケ対決で見かけて、その歌唱力に魅
了されました。 

 昔好きだったというと松田聖子ですね。親
曰くはテレビで松田聖子が出ていると釘づけ
になってみていたそうです。 

 

 今はAKB48の大島優子がいいですね！  

去年は東京ドームのコンサートに応募しまし
たが結局ダメでした・・・。 

 今年こそはリベンジで見に行きたいッス！ 

 中学時代は二代目スケバン刑事 南野陽子。  

高校時代は  「目と目で通じ合う～♪」で 

おなじみ工藤静香さまがどゎい好きでしたね。 

 部屋中ポスターだらけにしていた事が今で
は猛烈に恥ずかしいです。後にも先にも1番
惚れたアイドルでしょう！ 

さすがにだいぶおばさんになって 

ますが・・・ 
あっ！森高千里もとても好きだっ 

たな～ 

 



松本、塩尻地区担当 

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 

『好きな女性アイドルは誰ですか？ 
今でも過去でも、はまったアイドルは？』 

好きだったアイドルを思い返していく中で１０
代後半位に「ＴＰＤ」をよく聞いていたり、当時
だからDVDではなくビデオでコンサート映像を
見ていたのを思い出しました。 

懐かしいですね。 

今もテレビで見かけるのは、篠原涼子で他の 

メンバーはどうしているのかな？ 

 好きなアイドルがいなかったので、私の地元、
上田にホーム劇場のあるご当地アイドル 

 「アップル学園」を紹介したいと思ったんですが、
私自身詳しくないので、HPを見てみますと 

「第一回熱闘アイドル甲子園」というので準優勝し
たそうです！ 興味のある方は検索してみてくだ
さい 
  

最近はご当地アイドルが全国的に増えてきてい
るらしいです、意外と皆さん近くにもいたりするか
もしれないですね。 

 好きな女性アイドルですか・・。 

若かりし頃を思い返してみると、アイドルでは
ないんですが、LINDBARGの渡瀬マキです
かね。実は、最初はアイドルだったですよ。 

当時は、コンサートにも行きましたね。 

 

最近はあまり曲も聞かなくなりましたなあ。 

今は、二児のお母さんで、ソロ活動などなど 

がんばってるみたい。 

きれいな女性はみんな好きです！っていう
と女子に女好きって批判されそうですが・・。 

アイドルって言われても、わかりませんが昔
は「本田美奈子」がきれいな女性だなぁっと
当時子供だった頃に思ったことが印象に
残ってます。 

 

よく美人は三日で飽きる？って言いますが
ん～ あきません！！ 

好きなアイドルと言われると特に思い浮かば
ないですがご当地のアイドルとしてオトメコー
ポレーションなどが最近よく耳にします。うち
の嫁も好きみたいです。(笑)最近のアイドル
はアイドルらしくないような感じですけどもこの
子達はアイドルって感じですなんとなく。(笑) 

ラジオ等でメンバーのなるみちゃんはよくでて
います。 

こんな感じですかね。 

上戸彩さん、カワイイですね！ 

EXILE・HIROさんとの結婚発表をテレビで
見たとき、なぜか悲しい気持ちになりました。 

「結婚しちゃうんだ～」と・・・。 

 

ハマってるほどではありませんが、 

結婚しても今まで通り、ドラマや 

CMに出演してほしいですね。 



饗 場 サービスマンの 
おいしいランチのご紹介 

たけしや 南店 

私の住んでいるアパートの近くに焼きそばの専門の定食屋 

があります。非常にわかりにくいところにあります。地元の人 

は意外とご存じだとおもいますが。(笑) 

一番の特徴が焼きそばの麺がうどん並みに太く、もちもち 

とした触感でなんともいえません。あとは、目玉焼きが乗って 

いたりするものもあります。そば飯もなかなかうまいです。 

ちらっとよって見るのもいいかもです。 

 

 

場所 長野県松本市寿小赤753-8 饗場さんのアパート近く 

 

               たけしや 南店 

 

 



  中 田 サービスマンの 
なんでも通信 

ヨーロッパチャンピオンズリーグ 

 サッカーが好きなので、サッカーのことを書かせてもらいます。 

 香川選手がイングランドリーグ、マンチェスターユナイテッドで
活躍しているので、最近テレビでも取り上げられるようになって
きた、ヨーロッパサッカーですが、そのヨーロッパで一番のチー
ムを決める大会がヨーロッパチャンピオンズリーグです。 

 年に一度開催される大会で、W杯で優勝したスペインを初め
各国の強豪で争われる大会です。 

 今年はもうじき決勝ですが、香川選手の所属するマンチェス
ター・ユナイテッドは決勝トーナメント一回戦で敗退してしまいま
した。残念、、、 

決勝戦は毎年日本でも生中継されます 

、ただ生中継ですので、日本時間だと朝の 

3時とか４時とかになってしまうので正直見 

れないです、というか今年も放送あるのかな？ 

日本ではあまり見ることの 

出来ないヨーロッパサッカーですが、ニュース番組とか
ではハイライトも流されることもあります。 
 

 Jリーグや日本代表戦にはない面白さがあります。機
会があれば是非見てみてください！ 

ちなみに、サッカーとはアメリカ英語で、ヨーロッパでは
フットボールと呼ばれています、よくある「FC」はフット
ボールクラブの略です。 



土 屋 サービスマンの 
技術情報 

環境マークについて 

エコマーク 

エコマークは、様々な商品・製品及びサービスの中で「生産」から「廃棄」にわたるラ 

イフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境改善に役立つと認められた 

商品につけられる環境ラベルです。 

エネルギースター 

国際エネルギースタープログラムは、日米両政府合意の下、1995年10月から実施さ 

れ、現在ではEU、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、台湾など世界7ヶ国・地 

域で実施されているオフィス機器の国際的な省エネルギー制度です。製品の稼働、 

スリープ、オン時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた上位25％の製品が 

適合となるように基準が設定され、この基準を満たす製品に国際エネルギースターロ 

ゴの使用が認められています。 

グリーン購入とは、企業や個人が製品やサービスを購入する際、環境負荷がより 

小さいものを優先して購入することです。 

循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取り組み」に加え、「需要面 

からの取り組みが重要である」という観点から、循環型社会形成推進基本法の個別 

法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購 

入法）」が2000年に制定されました。 

グリーン購入法 

RoHS指令 

EUによる電子・電気機器における特定有害物質の使用制限指令で、環境保全の 

ためのWEEE指令とともに公布され、2006年7月に施行されました。この指令を 

もとに欧州各国が国内法を制定し、具体的な法規制を行いました。RoHS指令では 

6つの有害物質含有量の規制基準が示されており、基準を満たさない製品はEU 

圏内では販売することができません。 

キヤノン複合機のカタログに記載されている環境マークの 

内容の説明です。カタログを見て気になっていた方は確認を！ 



   森 山 サービスマンの 
製品情報 

時代はクラウドへ 

PowerShot SX280HS iR C2230F 



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 


