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ITOHサービスマンたより 

中川村葛島（かつらしま）からの中央アルプス 



 
 

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 

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 

ぼくらのサービスマン 

今年のGWは横浜のコスモワールドに行く
予定です。とても混んでるとは思うのです
がディズニーランドや、富士急ハイランドよ
りは空いているんじゃないかという淡い期
待をしているのですが・・・。 

  

その他には特に予定はないので多分ゆっ
くり過ごすと思います！ 

軽井沢の「子供王国」に行こうと思ってい
ます。多分。混んでいるんだろうな・・・・・ 
後は行き当たりばったりで出かけます。 

 

その他には、 

まだタイヤ交換もしてないし・・・・ 
衣住の衣替えもやりたいし・・・・ 
以外にやりたいことがありそうです！ 

子供たちを映画に連れて行く予定です 

どこの映画館に連れていくか思案中です
が・・・・・ 
 

あとは実家に行って農作業ですね。 

 

ゆっくりと過ごす時間は、雨が降れば出来
るかな？ 

 

とりあえずの予定はこんな感じです。 

 

まず、タイヤ交換、洗車、部屋の片付け。 

 

あとは、小諸へ弁当もって花見、別所で温
泉つかって・・・くらいです。 

 

あとは、未定・・・。 

今年のゴールデンウィークは？ 

もう終わってしまいましたが遠くには行か
ずに、近場にありますスポーツからリラク
ゼーションまで複合エンターテイメント空間 

「ラウンドワン」に家族みんなで行きました。 

結構やれることがいっぱいあるので忙しく 

過ごしましたが、1番は子供広場の片隅に 

置いてあるマッサージチェアが無料なんで 

気持ちよくお子守できました。 

うちは夫婦ともに混んでる所が苦手でして、 

仲良くゴルフにでも行きますかな！ 

あ、去年といっしょか… 

 

今年は、５月中旬に引っ越しが控えている
のでその準備＆大掃除をガッツリやる！ 

ってな予定です。 



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 

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 

『連休に何をしますか？または、何をしたいで
すか？』と、森山サービスマンが聞きました。 

ゴールデンウイークにやりたい事として 

 

1.21年目を迎えるマイカーの屋根の塗装
が、大分色褪せてしまったので、塗装に
チャレンジしたい。 

 

2. iTunes で購入しておいた電子書籍をよ
みあさる。 

 

3.部屋の片づけおよび断舎利 

毎年連休は、氷見・能登へクロダイ釣りへ
出かけます。 

 

釣れない釣りではありますが、釣れなくて
も、「来いっ！来いっ！」とウキをじっと見
ているだけで楽しいです。 

 

でも、やっぱり釣れると嬉しいですね！ 

今年のＧＷは、家の中の片付けをします。 

大晦日のときには寒さを理由に怠けました
ので、暖かくなったこの時期に障子の張替
え、押入れの整理をする予定です。 

 

また、時間ができれば読書時間 

にあてたいと考えています。 

 

 

すでにGW終わってしまってますが、軽井
沢と近場の公園に家族ででかけました。 

 

自分の買い物は一切なしですが家族の買
い物は沢山させられました。 

 

休み明けの仕事は毎年相変わらずエンジ
ンのかかりが遅い田中です・・。スンマセン 

今年は、ディズニーランドとディズニーシー
に嫁とでかけました。 

小学校1年生の時に家族といったきりなの
でとても新鮮でした。(笑) 

 

ディズニーシーは初めてなので楽しかった
です。 

 

たまには、いいもんですね。(笑) 

 



小出隆太サービスマンの 

おいしいランチのご紹介 

グーギーズカフェ長野南店 

郵便番号 388-8003 

住所 長野県 長野市 篠ノ井小森字福王寺572-2  

電話番号 026-293-3005 

移動販売車等（シトロエンバス＆ワーゲンバス、スパルタン）で、長野県内を中心に出店しています。 

フード＆ドリンク販売やアメリカントイの販売など、希少な車両とカーデザインでイベントを盛り上げる
車両としても活躍しています。 

あなたのお住まいの近くにも現れるかもしれませんよ♪ 

 

昼からガッツリ食べたい!! 

って方にはここがおすすめです。 

アメリカンスタイルの店内で、信州黒毛和牛肉を
100％使用したハンバーグステーキやハンバー
ガー・本格窯焼ピザなどが食べられます。 

グーギーズカフェ千曲店 

郵便番号 389-0805  

住所 長野県 千曲市 上徳間237-2 

電話番号 026-276-7188 

個人的には、フローズンヨーグルトが好きです。 

近々飲むヨーグルトが発売されるそうで、期待しています！ 

フローズンヨーグルトのお店は県内外に何店舗がありますよ。 

【グーギーズベリーヨーグルト】でお探しアレ☆ 



田中信吾サービスマンの 

なんでも通信 

新しいipadで仕事と遊びに！ 

紙を使ったプロセスをなくしたり、情報にリアルタイムでアクセスできるようにしたり、オフィスでの 

一般的な作業の効率を向上させるアプリケーションで、日々の業務を合理化できる。 

様々なタスクを使用してして、iPadが仕事、プライベート大活躍です。 

弊社サービスマンもこれからipad現在検討中です。 

技術情報などのデータベース、顧客情報、各種オンラインでの 

必要情報の閲覧、など様々な機能を使いこなせればとても便利にな
ると思います。 

 

今後お客様のところへipadもって伺うかもしれません。 

 

いや～それにしても時代の進化はすごいですね！ 

Appleはセンスもすばらしい・・・。 



伊藤康浩サービスマンの 

技術情報 

出力の管理や制御が出来る「部門別 ID管理」機能 

月々の使用枚数を部門毎に管理したい、使用枚数などを制限したい時に、簡易的に
設定ができる機能です。 

●設定方法手順 （機種はADV Cシリーズの画面と設定方法になります。） 

設定/登録ボタン→管理設定ボタン→ユーザー設定ボ
タン→部門別ID管理ボタンを押します 

 

左の画面に変わりますので、ONボタン→暗証番号の
登録ボタンを押します。 

画面が切り替わったら、左下の登録ボタ
ンを押します。 

部門IDと暗証番号をテンキーで入力します。 

※暗証番号を登録しないで運用もできます。 

 

その下にある制限のON/OFFと制限面数の
設定ボタンをおします。 

制限面数を設定します。 

制限したい項目でONボタン→そのとなりの□ボタンを押
した後、テンキーで、白黒やカラーのコピー、プリントの制
限数値を入れてOKボタンを押し登録します。 

※機種によって設定手順が異なるまたは出来ない場合があります。 担当営業また
はサービスへご相談ください。 

コピー画面に戻ると部門IDと暗証番号入力画面になります。登録し
た番号を入力しコピーやプリントする事で管理制限され、ID番号毎の
使用枚数を確認、プリントアウトする事が出来ます。 



望月一宏サービスマンの 

製品情報 

電設業界、電子デバイス業界、製造業の皆さまへ朗報 

ダイレクト高速印字！ 

（端子台のマーキングに活用） 

印字間隔は2～150mm 

補正単位は0.01%まで設定可能！ 
（※Mk2500のみ対応） 

（配電盤内の装置などのﾗﾍﾞﾙに） （ネットワークケーブルに） 

透明ラミネートで印字面を 
保護するため文字が消えない！ 

（ｹｰﾌﾞﾙに取り付けたｽﾘｰﾌﾞに） 

通電したまま、ケーブル 

マーキングのメンテが可能！ 

１台５役！豊富なマテリアル印字で現場を助けます 

記名板アタッチメント
（3471A033） 

標準価格（税別） 11,000円 

プレゼント製品 

対象製品1点ご購入につきもれなく下記製品をプレゼントします。 

記名板に印字する時に使用 

記名板用リボンICカセット黒（40m） 付き 

買い替え対象製品 

ＭＡＲＫ ＯＮＥ（TM-35J）   

  ＭＡＲＫ ＴＷＯ（KP-512J） 

＜キヤノン ケーブルIDプリンター＞ 

Ｍｋ２５００ （ 3382B011 ） 

※ MARK ONE STD./ MARK ONE PROII/ MARK ONE PROは対
象外です。 

（NEW MARK ONEを含む） 

商品名 補修用性能部品の保有期限 

MARK ONE 2004年12月 

MARK TWO 2008年  3月 

NEW MARK ONE 2007年12月 

MARK ONE PRO 2011年  3月 

（配電盤内の装置などのﾗﾍﾞﾙに） 

1.3mmから6.0mmフォント 

で印字可能！ 



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 

伊香保温泉旅行にて 


