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ITOHサービスマンたより 

諏訪湖の日の出 



 
 

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 

 あまり好きな動物はいないですねぇ、苦
手な生き物は蚊とかですかね、夏の寝苦
しい中、耳元でブーンと来られると寒気が
しますっ！ 

 あと犬も吠えられることがあるので無理 

ですね、昔、追いかけまわされたことが 

トラウマになってます。（涙） 
動物は遠くから眺めているのが自分には
あってるのかもしれません・・・。 

 好きな動物は？ 

即答で犬です。もうどう考えても犬です。ﾜ
ﾝﾁｬﾝｻｲｺｰです!！ 

 鉄板は【柴犬】ですが、【ｸﾞﾚｰﾄﾋﾟﾚﾆｰｽﾞ】
も素敵ですﾜﾝ。最近は【ｻﾓｴﾄﾞ】に萌えて
ます。ZIPPEIで有名になった犬種ですね。 

 老後は、ﾜﾝﾁｬﾝに囲まれて暮らしたいと
思う今日この頃であります。 

嫌いな虫は？ 

蜂です。中学生の頃に山で刺された時に
腕が2倍くらいに腫れました。 

家族にも伝えず、病院にもいかないで耐え
たので、何に刺されたのかも分かりません
が、アナフィラキシーショックという存在を
知り、「次刺されたらやばい！？」というの
が脳裏を横切り、蜂だけは恐れています。 

 私の好きな動物は猫です。 

親戚がたくさん猫を飼っていて、子供の頃
から猫に慣れ親しんでいたせいもあって、
猫をみてると和みます。 

 

いつかスコティッシュフォールドという耳の
垂れた猫を飼ってみたい・・・。 

好きな生き物？ 

動物園、水族館等で動物や魚たちを見て
いるのは、好きです、基本的に生き物を見
るのが好きですね。 

 

今は貸家のため、何も飼っていませんが 

子供ころには、犬と猫を飼っていました、 

どちらも、いい子たちでした。 

 好きな動物は百獣の王！ライオンです。 

実際に飼うことはできませんが・・・・ 
 （故）手塚治大先生のジャングル大帝を 

支持しておりましたので強くたくましく正義
の象徴というイメージが強いです。 

 

今の日本にもレオの様なリーダー 

がいてくれたらいいのになぁと思 

ってしまいますね。 

実際飼うなら猫かな～ 



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 

『あなたの好きな動物や苦手な生き物は何で
すか？』と、田中サービスマンが聞きました。 

好きな動物 犬ですね。 

子供の頃の写真に、秋田犬に、親父の手
作り木製ソリーに兄弟が乗ってひぱっられ
いる姿がありました。 

 優しい大人しい犬でした。 

 

苦手な生き物は：ニョロニョロした生き物、
例えば、蛇とかミミズですね。 

お魚好きです！食べるのも好きですが、
釣るのは、大好きです。川の妖精・山女魚
は、綺麗ですね！ 

・・・少し、意味合い違いました。 

 

蛇年ですが、蛇が苦手です。川で泳いで
いた時、上流から蛇が流れてきたときは、
逃げるに逃げられなくて、アタフタしました。 

怖かった～。 

好きな動物は猫です。 

というよりも猫が最近好きになりました。 

なぜかというと嫁が無類の猫好きで影響
があったからです。(笑) 

 

野良猫などを見ていると何もせずゆっくり
と一日過ごしているのでうらやましく思う今
日この頃です。(笑) 

好きな昆虫  カブトムシです。 

子供の頃は、友達と山に行って探し回って
いました。 

息子が低学年の頃は一緒に林の中を探し
ていましたが、最近は探し回るパワーがなく
なりました。 

 

嫌いな昆虫は、スズメバチです。 

流石に、この蜂だけは最悪です。息子がさ
されて一時おおさわぎになってしまいました。 

好きな動物？愛犬です。夢々（チワワ）で
す。むむと読みます。 

仕事から帰るとすっ飛んできて、とても癒
されます。 

今では家族同然です。 

 

怖いもの？スズメ蜂です。こいつはとても
凶暴で逃げるが勝ちです。 

蜂の中でも群を抜いて恐ろしいです。 



角煮ラーメン かごしま屋 

饗場新治サービスマンの 

おいしいランチのご紹介 

最近こってり系が流行っている中であっさり系の角煮 

ラーメンのお店を発見しました。 

少しわかりにくいところにあるのですが相澤病院の前の 

遅い道に入っているところにあります。 

深志神社の近くといった方がわかりやすいかもです。 

こってりしているのかなと思っていたら以外とあっさりして 

います。 

物足りなさを角煮のでかさでカバーしています。 

角煮はくせになる味です。 

 

味噌、 とんこつ、 醤油の角煮ラーメンがあります。 

もし近くによることがあれば一度食べてみてください。 

 

場所 ： 長野県松本市深志３−８−１８ 相澤病院近く 
営業時間 ： 11:30～14:3017:00～21:00 
予算 ： 600円～1,000円 



宮入輝晃サービスマンの 

なんでも通信 

きれいな木曽川へ釣りにお出かけしませんか？ 

                                                           
  

アマゴ（タナビラ） 

      

 

                                    

体長制限：15ｃｍ  

遊漁期間：3月1日～9月30日 

ア ユ  

                          

              

 

遊漁期間：解禁日
～9月30日 

イワナ(ヤマトイワナ）  

          

 

                               

体長制限：15ｃｍ  

遊漁期間：3月1日～9月30日 

ア 
ユ 

年間遊漁料／8,400円  

日釣遊漁料／2,100円  

現場鑑札券／2,800円 

雑 
魚 

年間遊漁料／5,250円  

日釣遊漁料／1,050円 

現場鑑札券／1,750円 

遊漁証の販売所は、R１９号沿線ならびに各支流の入口でお求め下さい。 

また、販売所の場所は遊漁旗のあるコンビニで釣り餌と共に売ってます。 

私は、長野県内や近県の川へ釣りに出かけています。その
中でも、木曽川水系が最も綺麗な水だと思います。釣れれば
最高ですが、釣れなくてもとても気持ちがいいです。 
支流がたくさんありますので、どのポイントへ行こうか迷っ
ちゃいます。 
キャッチ＆リリース区間の西野川もありますので、初心者の
方も釣りやすいかもしれませんよ！ 
解禁したものの、少しまだ寒いので 
天気の良い日に ＼（○＾ω ＾○）／ 



原田優サービスマンの 

技術情報 

Microsoft Office 2010の使用ガイドソフトがあります Microsoft Office 2010の使用ガイドソフトがあります 

Microsoft Office 2010になり画面と操作性が大きく変わり
ました。 

以前のバージョンで「メニュー」と「ツールバー」の操作に
慣れている方は、「タブ」と「リボン」の操作に戸惑うことが
多ことでしょう。今まで使い慣れていたコマンドはどこに
行ったのか？？？探すだけで時間がかかり作業効率が
下がってしまいます。 

そこで、Office2003 の操作が、Office2010ではどういう操
作になるかを動画で教えてくれる「インタラクティブ コマン
ド リファレンス ガイド」をご紹介します。 

このツールを起動すると、まずOffice 2003の画面が表示
されコマンド実行すると、Office 2010の画面に変わり対応
するコマンドの場所を教えてくれるというものです。 

http://support.microsoft.com/gp/beginnerpageexcel2010/ja 

インタラクティブコマンドリファレンスガイドダウンロードは下記URLです。 



森山喜重サービスマンの 

製品情報 

事務所にあって良く使う道具 ホッチキス の紹介。 

納品の時に、実際に使わせて頂きましたが、本
当に軽い力で綴じられて、針もフラットになてい
ました。ちょっと感動して欲しくなりました。 

下記の商品は、40枚まで綴じられるホッチキス
です。希望小売価格：¥ 1,500(税抜） 

●希望小売価格：￥4,400（税込￥4,620） 

ペーパレス化と言ってもまだまだ紙文書を手渡しする事とがあります
よね。ちょっと紙の枚数が多くなると小型（10号針）のホッチキスでは、

綴じられない。ダブルクリップか、少し大きなホッチキスで綴じますよ
ね。実はこの商品、お客様から問い合わせを頂いて発売前から探し
た商品です。軽い力で綴じられて、紙の量が、少ない時は、針が斜
めに綴じるので、重ねても針の部分で厚くならない優れもの を紹介
させてもらいます。 



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 


