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ITOHサービスマンたより

駒ｹ岳



いつもお世話になっております。
今回の『ぼくらのサービスマン』は、
【紅葉スポット】
を弊社サービスマン13名に紹介しても
らいました。長い夏も過ぎ、山々が色
づき始める季節になりまし
たね。お出かけの際は、
ぜひ、ご参考ください！

紅葉スポット 編

ぼくらのサービスマン
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

戸倉、坂城、上田市

地区担当

上田支店 伊藤竜也

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

地元信濃町には野尻湖周辺、北信五岳な
ど色々スポットはありますが、なんせ見慣
れてしまっています。逆に信州人でも感動
するような場所を教えてください(笑)

私が担当している信州新町に久米路峡が
あります。高速長野道ができてからあまり
国道19号線を使う事がない方も多いと思

いますが、この時期行くたびに山々の景色
が変わり美しいです。

なんでも岩山の中腹には、
佐久間象山手植えの楓が
あるそうです。

鬼無里村
奥裾花自然園
裾花川の源流部に広がる自然探勝公園

です。

昔は、割と近くに住ん
でいたので行きました
が最近は全然行って
ないです。

松川渓谷の山田温泉～七味温泉～山田
牧場の一帯の紅葉は、標高差があるため、
カエデ・ブナ・ナナカマドなどの広葉樹が赤
や黄色に染まるのを、長期間にわたり
楽しむことができますよ。
おすすめです！！

豊野町川谷地区の「つつじ山公園」です。
紅葉もステキですが、ここの「つつじ山の
アカシデ」は長野県指定の天然記念物で
す。
樹齢推定３００年、県下では最も古いとさ
れています。地元の伝承
では上杉謙信お手植えと
云われているそうです。



松本、安曇地区担当

松本支店 村上和幸

松本、塩尻地区担当

松本支店 饗場新治

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

木曽、松本、塩尻地区担当

松本支店 森山喜重
松本、大北地区担当

松本支店 田中信吾

戸隠高原

この時期に戸隠そばの新そばを食べ
に行った時に見た紅葉。

天気とかタイミング
が合うと、とても綺
麗で私は好きです。

仕事で近くまで行ったとき、見た入笠山の
紅葉は心洗われました。
山頂は視界も360度のパノラマが見事です。
登山道やハイキングコースもあります。

ただ最近は熊が出没
するらしいので注意が
必要です。

去年、家族で近場の紅葉を見に出掛け
ようと、突発的に行った所の紹介です。
・東御市の明神池の付近

池の周りを散策しながら、紅葉が楽しめ
ます。
・三才山の紅葉

結構綺麗でした。

あまり紅葉を見に行かないですが昔から
綺麗だなとおもうのが近場の牛伏寺です。
お参りしながらお手軽にみれます。

いつでも見に
行けます。(笑)

大町の高瀬渓谷の紅葉が好きです。
写真のように、ダム湖に映える紅葉は
一見の価値ありです。

他には、山梨の昇
仙峡もお勧めです。

紅葉のスポットですが、木曽郡木曽町三
岳 道の駅三岳に向かう途中の橋から見
る紅葉は、いいと思います。
少し「もみじ」が少なく赤味が
足りませんが、思わず写真を
撮りました。



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 宮入輝晃

おいしいランチのご紹介

望月サービスマンご紹介・・・飯田のカレー屋さん♪

箕輪町松島の伊那西部広域農道沿いに
ある『きぬた農園』のイチョウ並木が好き
です。車の運転中、このイチョウ並木が
目に入ると、毎年「秋が来たなぁ～」と感
じます。
そして、子供の頃、銀杏
を投げあってふざけた事
を思い出します。
臭かったなぁ～（笑）

麓のカレー大原屋 （おおはらや）

長野県飯田市羽場権現978-4

女性に人気のスープカ
レータイプ。
信州味噌を隠し味に使っ
た“あっさり辛ウマ”の
「チキンかれー」

「どっちもカレー」は、
☆炒め玉ねぎをベースにし
た甘口カレーと
☆ピリ辛のチキンカレーの
両方がワンプレートに載っ
てきます。

デザートに「くりぃむ
チーズケーキ」をどうぞ。

南安曇郡池田町の大峰高原にある「大カ
エデ」がお勧めです。樹齢は200年～250
年で昭和22年に発見されましたが、当時
のお開拓団に１ｍほどを残して伐採されて
しまいました。
しかし、現在は13ｍほど
まで成長して私たちに紅
葉を楽しませてくれてい
ます。



なんでも通信

☆☆☆南箕輪村の大芝高原 イルミネーション☆☆☆

とても綺麗ですよ！！ぜひ、お出かけください！



OA機器の便利機能

カラー複合機 【自動階調補正】で色み調整

『カラーで出力したときに、色みが少し悪いけれど、サービスマンに電話するほど
ではないんだけど・・・』そんなとき、ご活用ください。自動で色みを調整します。そ
れでも改善しないときは、担当サービスマンへ ぜひ、ご連絡ください！

①【ﾕｰｻﾞｰﾓｰﾄﾞ】
ﾎﾞﾀﾝを押す。

②【調整／ｸﾘｰﾆﾝ
ｸﾞ】を選択。

③【自動階調補正】
を選択。

④【フル補正】を
選択。

⑤【ﾃｽﾄﾌﾟﾘﾝﾄ】を
選択。→ﾃｽﾄﾌﾟﾘﾝﾄ

が出力される。

⑥原稿台ｶﾞﾗｽ上に
ﾃｽﾄﾌﾟﾘﾝﾄを置いて、
【読込開始】を選択。

⑦ ⑤と⑥を3度、
繰り返して終了。

※機種により、若干異なります。ご了承ください。



【 クリーニングクロス 】 FC5-4430-000 標準価格： ¥231
●コピーにスジが発生した時は、オイルガラスクリーナーを塗布させたクリーニングクロ
スを使用し、⇒に示した細長いガラス面を清掃できます。

製品情報

オフィス機器のクリーニング用品

【 オイルガラスクリーナー 】
FY9-6013-000
標準価格： ¥OPEN
●お客様使用のクリーナーで

す。
原稿台ガラス清掃に最適です。

【 ビュックリン 】
__F-0151-000
標準価格： ¥OPEN 
●サービスマン使用のアル
コールです。
原稿台 ガラス清掃に最適です。

【 エアダスター（逆さOKエコタイプ） 】
CD-31ECO 標準価格： ¥1,155
●環境にやさしいノンフロンタイプです。
●どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。
●オゾン層を破壊することはありません。
●グリーン購入法適合商品です。
（2008.3現在）

※液化ガスによる機器の故障や
凍傷の心配はありません。狭い
場所や裏面の掃除に最適です。



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

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 【試作中】 URL http://techservice.jimdo.com/


