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ITOHサービスマンたより 

夢農場（池田町） 



 
 

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 

ぼくらのサービスマン 

これを書いている今もかなり暑いです。 

今年の夏も長きにわたり暑いんでしょう 

きっと！クールビズでなんとか凌いでます。 

 

今、考えているのは家にいるより、外にで
るのが節電になるのかなぁと思います。 

たとえばショッピングモールだったり 

アミューズメントパークだったり、各家庭で
電気を使うより少なくて済みそう、これだけ
では甘いかもしれませんが・・・ 

 これといって考えてなかったのですが、
やはり使わない部屋の電気をまめに消し
てます。 

 また、HOME-ECOというPCの電力を抑
えるソフトをインストールしてます。 

 このソフトは、パソコンにインストールす
るだけで、利用実態を学習して節電設定
を自動で最適化し、消費電力削減の動作
を行うソフトです。 

ちりも積もればなんとやらで、こまめな節
電をしたいです。使ってない電化製品は主
電源を切るとか、コンセントを抜くとかです
ね。 

意外に、会社のＰＣのモニターを切るのを
忘れてしまうので、外出時や退社時には
電源を切るように気をつけます。 

後は、夜更かしをしないで早く寝ることで
すね・・・ 

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 

今年の暑さを少しでもやわらげようと、窓
に簾をかけました。今のところ効果があり
ますが、本格的な暑さにどれくらいの効果
があるか未知数です。 

 

また、今年こそはグリーンカーテンと思っ
ていましたが、やらずに終わりそうです。 

趣味の園芸でパッションフルーツを紹介し
たそうなので来年は挑戦してみたいと思っ
ています。 

今年の暑さがどの位なのかは、未知数で
すが転勤して来て、会社で借りたアパート
の場所の標高が、841m にあり昨年は、
エアコンを使用せず、扇風機で過ごせまし
た。 

 

 今年は、暑くても、扇子かうちわで 過ご
せるか、チャレンジしてみます。 

夏が 比較的涼しいのですが、冬場は、寒
さが堪えます。 

 節電が騒がれている今日この頃に、オー
ル電化のアパートに引っ越してしまいまし
て…いままでより、電気をたくさん消費して
しるかもしれない… 

 

っと思いきや！ 

引っ越す前よりも電気代が大幅ダウン！ 

節電できているかもしれないって思ってま
す。 



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 

『今年の節電対策に何をしますか？』 
と、望月サービスマンが聞きました。 

NEW FACE 

上田支店  中田真人 

はじめまして、今回からサービスマンたよりに
参加させていただきます、新人の中田真人（な
かた まさと）です、よろしくお願いします。次回
から少しずつ自己紹介していきます。節電とい
うことで、個人的な話になりますが、去年の夏
は夜寝る時、扇風機を使っていて寝る前にタイ
マーを入れ忘れ朝まで扇風機の電源がついて
いた事がありました、今年はしっかりタイマーを
入れて扇風機にも夜は寝てもらうようにします。 

節電と言われるとどのようなことをしようか
と考えてしまうのが現状です。 

使わない時は使わないというのが一番早
くできることじゃないかなと思います。 

 

この夏冷房を使わず扇風機で我慢するな
どこの夏は少し我慢して頑張るしかないよ
うなきがします。(笑) 

 

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 

特に考えてはいないのですが 

まめの使わない電気を消すくらいですか
ね？ 

 

あとは去年買わなかった簾を今年は買う
かそれとも葦簀を買うかで迷っています。 

 

葦簀は冬の間置く場所に困るので、簾か
な？？ 

今のところ、節電対策は具体的にはあまり
考えていないです。 

 

とりあえず、今年の夏は節電の意味も込
め、冷房器具にあまり頼らないよう、暑さ
に負けないための生活と、今年も我が家
秘伝の梅漬けクエン酸パワー？！で乗り
切ります。 

エアコンを使わない！ 

（・・・そもそも無いんです・・・） 
待機消費電力を抑えるべく、温水洗浄便
座のスイッチを切るなど、不必要な電化製
品のコンセントを抜く！ 

夜遅くまで照明をつけてテレビを見てない
で、早寝早起きをする！ 

 

我慢できなくなったら、プールへＧＯ！デス 

すみません・・。 

世の中、節電節電言われる中、恥ずかし
ながらこれといって特別実行してません。 

 

家では「電気つけっぱなし！」ってたまに
怒られているので、使ったところの電気類
は切るように意識してます。 

 

窓に簾・・。ん～良いかも！ 

最近、隣近所付けてるの多いな～。 



土屋サービスマンの 

おいしいランチのご紹介 

住所 ：長野県南佐久郡小海町豊里2014-1 

電話 ：0267-92-3330 

営業 ：11時～14時30分（LO）、17時～21時
（LO20時50分） 
定休日 ：水曜日 

ざるラーメンセット 

８００円 

ラーメンセット 

７５０円 

佐久市から国道１４１号線を走って行き、JR小海駅を過ぎ 

松原湖入口の信号機の少し手前の国道沿いにあるお店
です。 

このお店のすべてのメニューがボリューム満点です。 

種類も豊富で毎回悩みます！他人の食べてるものが 

とてもおいしそうに見えてきます。 

 

メニューの
中にこのよ
うなものもあ
ります。 

小海町  どんぶりや  風とり 

http://r.tabelog.com/nagano/A2003/A200302/20002345/dtlphotolst/P5234393/?ityp=1
http://r.tabelog.com/nagano/A2003/A200302/20002345/dtlphotolst/P5234505/?ityp=1


森山サービスマンの 

なんでも通信 

LAWSON Wi-Fiを利用できる方 

・Ponta会員の方限定のサービスです。 

・対応端末はスマートフォンAndroid

端末、iPhone端末となります。 

・ローソンアプリのダウンロードが必要
です。 

※ドコモ、au、SoftBank等のAndroid

バージョン2.1以上。一部コンテンツは
Android OSバージョン2.1以下ではご
利用いただけない場合があります。 

※iOSバージョン4.1以上(iPhone3G

以前、iPod touch第三世代以前は対
象外となります。) iPad等でもインス
トールは可能ですが、正常に作動しな
い場合があります。 

※Android版アプリの「写真の撮影」
許可は、LAWSON Wi-Fi限定コンテ
ンツでAR機能を利用するために使用
します。 

 

 

この度、会社からiPadを貸与させて
頂き、iPadをどのように仕事に有効
活用しようか考えている時に、色々
なアプリを試してみたりしている中、
ローソンでiPoneにもWiFi接続が対
応した事を知りまして紹介させて頂き
ます。Android端末は、少し前から対
応していたようです。長野県内では、
まだ利用できる店舗が少ないのが残
念です。詳しくは、
http://www.lawson.co.jp/ponta/stati

c/wifi/index.html#menu または、
Lason wi-Fiで検索を。 

今の所、重宝しているアプリは、
GoodReader です。紙データを
PDF化して読んだり、元々PDFの
データを取り込んで閲覧していま
す。EvernoteとDropboxは、今の
所 勉強中です。 

便利なアプリを見つけましたら、
お客様に ご紹介いたします。 

また、当社で、iPadの取扱いがで
きますので声を掛けてください。 

http://www.lawson.co.jp/ponta/static/wifi/index.html
http://www.lawson.co.jp/ponta/static/wifi/index.html


宮入サービスマンの 

技術情報 

ムダを減らして 
らくらくコスト削減!! 

いきなり紙で出力せずに、 

複合機でプリントジョブを一旦ストップ!  

もしプリントしたことを忘れてしまっても 

ムダな放置プリントは生まれません！ 

もし設定ミスをしていても、 

タッチパネルで出力前に確認できます！ 

必要なものだけを「えらんで」出力し、 

間違ったもの、不要なものは削除できます！ 

imageRUNNER ADVANCEとえらんでマイプリントで 

劇的改善！  標準価格  ￥40,000 

Canon ADVANCE シリーズのオプション機能 



饗場サービスマンの 

製品情報 

カードプリンタのご紹介 

社員証や学生証、診察券や会員証など、プラスチックカードの利用シーンは様々。そこ
で求められてくるのが、カード発行までのスピードです。たとえばショップのメンバーズ
カードを発行するにしても、これまではお客様に必要事項を書いていただき後日送付と
いうことが当たり前でした。一方カードプリンタを導入すれば、その場でカードを発行、
お渡しが可能に。もう、「お届け先不明」や「封を開けられずに捨てられてしまう」といっ
た心配はいりません。 

 

また、カードプリンタを導入することで1枚からの印刷がとても手軽に。1枚だけのため
に高単価の印刷会社に手間をかけて依頼することもありません。中途入社者用の社員
証作成などの用途にも最適です。 

 

グラシスID150はどなたでも簡単にプラスチックカードを作成できるカードプリンタ。
付属のデザイン用ソフトウェアの画面上で仕上がりを確認しながら、はじめての方
でも思い通りにカードを作成できます。 
 

詳しいことは当社まで！ 



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/ 

キヤノンマーケティングジャパン認定 
AAA サービス店 

 
京セラミタジャパン認定 

サービス店 
 

エプソン販売認定 
サービス店 


