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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、【役立つ便利グッズ】を弊社
サービスマン13名に紹介してもらい
ました。ご参考ください！

便利グッズ 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

少し前のことです。仕事柄運転中に電話し
たいのでコード式の携帯用イヤホンマイク
を使っていたのですが、よくコネクタの抜
差しを行っていたところ、携帯側のコネクタ
ごと引き抜いてしまい、携帯電話を買い替
えなくてはならなくなり
泣きましたが、現在は
コードレスのヘッドセット
で非常に快適になりました

富士フィルムのデジカメです。
ＣＡＮＯＮを紹介したいのですが・・・・・
他にはない機能で赤外線送信ができます。
その場で、友人に画像を送ってあげること
が出来て便利です。
今のところ富士フィルムの
一部の製品しかありません。
これで防水があれば
個人的には 高です。

ひかりTVですかね。月額定額チューナー
付きで3150円からですが、いつでも好きな
映画をハイビジョンで見られる
しレンタルではないから返却も
必要ないのでとても便利です。

近は好きなスペインリーグの
サッカーを見まくっていますっ！
見逃したテレビ番組をみるのも
いいですね！！

我が家では、カフェポッドが非常に重宝しております。

※カフェポッド[エスプレッソポッド]とは、本来技術と経験を要するエ

スプレッソ抽出を劇的に簡単にしたシステム、カフェポッドシステム
[ESE=Easy Serving Espresso]で使用されるソフトの名称です。

エスプレッソマシンを購入し、
初めのうちは挽いた豆を詰め
て…均して…抽出!! なんてや
ってたんですが…
カフェポッドを知ってからは手軽に
エスプレッソを楽しんでます♪

カード等の収納ケースです。
今は、店や病院レジャー施設などを利用
すると大抵カードを渡されますけどたくさん
ありすぎていざ利用するときここのカード
「どこにしまったっけ？」というようなことが
しばしば・・・
ですが、これを使い出して
からはそういうこともなくなっ
たので重宝しています。



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

サービスの点検中、ライトを使う機会があ
りますが、 近このライトを使うようになり
ました。かなり、明るいです。ビックリ！
値段も 105円 使い捨て感覚で使用して
ます。（電池交換すると
本体が買えるので）。

また、残暑が続きますが、
足が群れにくいソックス
5本指ソックス
愛用しています。

夏は終盤ですが・・
便利と言うか使ってみたい物！
TVでやってました。
『－5度の泡スプレー』
肌に泡で巻ける冷却スプレー！
・熱中症よぼうに！
・スポーツに！
・いつでもどこでも使えて便利！
ムース状なのでお肌に優しく、速乾性が高
くカンタンに剥がせるようです。使用後は燃
えるゴミとして処理できるらしい。
野外の作業、ゴルフ等に試したい！！

なんと言ってもipod touchでしょうかね。
公衆無線LANを使えば野外でもネットに
繋げられます。音楽聴いたり動画見たり
メモも保存できるし、電卓にもなる。
また、色んなソフトを追加
できるので色々と
お世話になってます

家の中で意外と役立っているのが、電池
チェッカーです。目覚まし時計など電池を
使っている物の動きかおかしくなった時に、
電池の残量がわかるので、
電池切れなのか、故障した
のか、切り分けができるの
で、助けられています。

携帯電話などに入れている音楽を車で聞く
のに、何かいい方法はないかなと、人に聞い
たり模索して、行き着いたグッズがＦＭトラン
スミッターというものです。簡単に言うと、携
帯電話やiPodなどの音楽機器からでる音を
ＦＭラジオを利用して、車のスピーカから音を
だす事ができるという物です。いろいろなお
店に様々なＦＭトランスミッタ
ーが売られていますが、私の
は、携帯電話の充電も同時
にできるので便利です。

近便利だなーと思っているのがPS3の
DVD機能だと思います。今、ブルーレイな
ど 新の機器がでていますがこの機能だ
けはすばらしいと思います。私は、DVDは
見れればよいという考えで
すのでいいと思います。(笑)
便利グッズといえないと
思いますが(笑)



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

宮入サービスマン 毎週 通ってます♪

役立つ便利グッズとしてはシリコン製調理
器具のルクエ「スチームケース」です。

耐熱温度が260℃まであるためレンジ、
オーブン使用に耐えることが出来ます。
価格は5,000円ぐらいと多少高めですが、

火を使わなくて調理が
出来るため子供やお年寄
りに易しいかと思います。

便利なホチキスを２つご紹介させていただ
きます。

①中綴じホチキス
製本印刷した時に
『HD-10DB』 ¥3,150-

②倍も綴じられるホチキス
2枚～40枚まで綴じられる
『Vaimo11』 ¥1,470-

【ごはん家 いちばん食堂 諏訪店】
長野県諏訪市沖田町5-27
(諏訪ステーションパーク内)
予約電話番号 0266-71-1436
営業時間●11:00～22:30
定休日●年中無休

宮崎名物とり南蛮定食
780円

あっさりムネ肉を新鮮たま
ごにサッとくぐらせカラッと
揚げた一品！

長崎トルコライス
1,040円

トルコライスは、詳細不明 でも
基本はドライカレーにナポリタ
ン・チキンカツ・デミソース B級
グルメなら外せない一品！

私は、諏訪ステーションパーク内の『いちばん食堂』で
毎週のようにお昼を頂いてます。

定食の種類が豊富で、何よりもごはんがおいしいです。
そして、そのおいしいごはんが、おかわり自由なのが
嬉しいです♪

おススメは、日替わりランチ 620円、とり南蛮定食 780
円です。

店頭に、女性限定ドリンクバー無料なんて看板もあり
ましたヨ。



なんでも通信

望月サービスマン発見！？
不法投棄防止の赤い鳥居

上伊那地方の一般道を走っているとよく目立つのが、赤い小さな鳥居である。飯島町と
伊那市の間でよく見られる景色ではあるが、立てられている場所はたいがい路肩がちょっ
と広くて空き地のようになっていて、車を乗り入れようとすれば乗り入れられるような場所
や、沢沿いのカーブである。飯島町で立っているものは、鳥居が単独に立っているが、伊
那市で見かけるものは、たいがい横に立て看板が並立している。この鳥居を置くことでゴ
ミを捨てないようにという意図がある。

「不法投棄禁止」の看板だけでは効き目がないから、こうして鳥居も並立しているのだろ
うか。鳥居を立てることでゴミ捨て防止になるという話は、時に新聞などにも話題で報じら
れることもあった。その背景に神様が存在していると認識すれば、不法投棄がやりずらい。
しかし、防止目的で立てられていると知れば関係ないように思えるのだが、ゴミを捨てよう
とする人間には〝怖い〟存在なのかもしれない。ちょっと不思議な感じである。『ウィキペ
ディア（Wikipedia）』の鳥居の項でも、「住宅街や空き地などに高さ10～15センチほどの
小さな鳥居が設置されている場合がある。簡素なものは薄い板きれをコンクリートブロッ
ク塀に貼り付けただけものや、塀に赤ペンキで塗られただけのものである場合もある。こ
のような小鳥居はゴミの不法投棄を避けるために設置されたもので、鳥居を聖界の入り
口として恐れ敬う人間心理を利用したものであり、不法投棄が激減したという実例がある
という。

ちなみに実際の鳥居をそのまま模するのは恐れ多いという理由で、下の横棒（貫）が上
の横棒（笠木）よりも長くなったものを利用することもあるという。」などと書かれている。し
かし、ご利益があるのは、まだゴミ捨て防止に立てられているという認識が少ないからで、
あちこちに立ってしまったら効き目は薄れてしまうのかもしれない。



OA機器の便利機能

複合機ﾃﾞｰﾀをFAXﾄﾞﾗｲﾊﾞｰで活用

紙に出さずにFAX送信するときに、ご使用いただいているFAXドライバー
【2010_01掲載】のアドレス帳へ、バックアップﾟした複合機のデータ【2010_07掲

載】を取り込む操作方法をご説明させていただきます。

①FAXﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの印

刷設定を開きます。

②ﾌｧｲﾙ読み込
みをｸﾘｯｸします。

③ﾌｧｲﾙの種類を
すべてのﾌｧｲﾙに
変更します。

④前号でﾊﾞｯｸｱｯ
ﾌﾟしたﾃﾞｰﾀを選択
します。

⑤ｱﾄﾞﾚｽ帳が取
り込まれます。

⑥送信する際にｱﾄﾞﾚｽ
帳から選択します。

⑦一覧に追加す
れば、FAX番号

入力不要です。



製品情報



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/


