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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、【好きな料理は、何ですか？】
と質問してみました。
簡単レシピで美味しくいただける料

理や、お嫁さんやお袋さんが作ってく
れる好きな料理をご紹介させていただ
きます！

好きな料理 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

以前、お客さんの社長がお昼に作ってくれ
た料理？なのですが。そうめんを茹でる、
めんつゆを普通に作る、そこにさばの味噌
煮の缶詰を好みに合わして入れる！、と
いうのを頂きました。
これからの時期めんつゆと薬味だけでは
味に飽きてしまうという方は試してみてくだ
さい。美味しかったですよ！！！

私は母が昔から作るポテトサラダですか
ね。スーパーなどで売っているものよりポ
テトが細かく、マヨネーズの量が多めなの
が特徴です！
ハンバーグや焼肉などの脂っこいおかず
と一緒にいただくと絶品です！
あ～、書いているうちに食べたくなってキタ
～～～！！

いやあ、やはり愛妻の作った鳥の唐揚げ
ですね。 子供たちも大好きで「今日何食
べたい？」と聞くと唐揚げの確率が激高で
す！
やはりキンキンに冷えたビールのお供に
最高の組み合わせですし、ご飯のおかず
としても最強ですね。
しかしビールの飲み過ぎには気を付けな
いと足が・・・・・

鳥唐揚

ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ

味噌煮そうめん

好きな料理というかマイブームというか、
手作りピッツァですね。
生地からソースまでオール手作り！
石釜オーブンで焼き上げる！
出来立てを頂くのがサイコーです!!!
あ、嫁じゃなく私の手作りですがね…

ピッツァ

私の好物は大和芋の磯辺揚げです。
レシピは、
山芋をひとすくいずつ海苔に乗せ､ 二つ折

りにして180℃の油で揚げる｡

というようなかんじでとても簡単です。

大和芋の磯辺揚げ



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

自分は料理は一切しないのでレシピなどよ
く判りませんが、祖母の作ってくれた味飯が
好きです。
祖母から母に受け継いでも、それなりに美
味しいですが、同じ作り方なのに、なぜか
祖母の作った味にはかないません。
料理は奥が深い・・。自分でも食べるばかり
じゃなくたまには料理挑戦してみよっかな
～っと思うこの頃です。
って言うだけですがっ！Σ(￣Д￣;)ﾔﾊﾞｯ

好きな食べ物は と言うより 旨いと思った
のは、
居酒屋で食べた 長芋をそうめん状にして
めんつゆを付けて 食べる 一品です。
田中氏が 転勤してきた頃 食べました。
そこの居酒屋の裏メニューなので、名前は
分かりません。しかし、残念ながらその居
酒屋は、無くなってしまいました。

特に好きな料理ということもありませんが
肉料理なんかが好きですね。夏に向かっ
てBBQと一緒にビールとか最高ですね。

ヴィヴァ！

肉の絨毯！

味飯 長芋そうめん

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ

好きな料理は、いろいろありますね。
これからの季節では、そうめんや冷やし中
華が食べたくなってきます。
あと苦手な料理がありまして、辛い系がど
うも苦手です。甘いものはいいのですが、。

好きな料理ですか・・・。いろいろありますが、最近うち
の嫁さんが、週一くらいで作ってくれる「鶏のさっぱり
煮」に、はまっています。ミツカンのCMでもちらっと紹介

された料理です。
初めて作ってもらって食べたときは、子供といっしょに
「おいしー！」と言葉が出てしまいました。
私は、すっぱい系のものが結構好きなので、この酸味
の利いたたれが、鶏肉とゆでたまごとブロッコリーにか
らんで、なんとも言えない味が癖になっています。今で
は思考を重ね、我が家独自の味となりつつある！？
レシピは、こちらのURLで公開されています。
http://www.mizkan.co.jp/k-plus/i/recipe_01.html
鶏肉、酢の好きな方はトライしてみては・・。

鶏のさっぱり煮冷やし中華

好き嫌いはない方ですが、私の母親が作
るポテトサラダは最高にうまいと思います。
自分で作らないのでレシピはわかりません
がコンビ二や定食屋などでだされているポ
テトサラダには玉ねぎが入っていて食べれ
ないのですがこのポテトサラダは食べれま
す。
母親の愛情を感じる一品です。

ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ



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

☆★原田サービスマンのランチ紹介★☆

豊田飯山インターを降りて
飯山市街へ向かうと右側に
見えてきます。

唐揚げ定食（普通盛り） ¥900－ 親子丼 ¥700－

お腹を空かしてから来店してください！！
分かりづらいかも知れませんが、かなりボ
リュームがあります。というか、何を頼んで
もボリュームがあります！

ご飯が終わっても唐揚げが三つ残ります
(笑）
残してしまった場合は、店員さんに言えば、
お持ち帰り用の容器を出してくれるので、気
軽に来店してみてください。

小さい頃、お袋が作ってくれるクリームシ
チューが大好きでした。時々、ボクも挑戦し
てみますが、ホワイトソースを焦がしイマイ
チな出来栄えです。
邪道ではありますが、カレーライスみたいに
ごはんの上へシチューをかけちゃいます。
これ、最高ですよ！・・・ボクだけ！？
ぜひ、お試しください。

ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ

料理番組で紹介した料理を、かみさんが
実践したらおいしかったので一家で好きに
なった料理です。

調理方法は、鶏肉にマヨネーズを絡めて
マッシュポテトを上からまぶし、電子レンジ
で15分ほど加熱してマッシュポテトが狐色
になったら出来上がりという簡単料理です。

ﾁｷﾝ＆ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ



☆★高橋サービスマンのゴルフレポート☆★

なんでも通信

ゴルフの楽しい季節になってきました！
先日行われた、いとうゴルフコンペの様子を紹介したいと
思いま～す！

定期的に開催されるこのいとうコンペ。今回参加したのは
小出、田中、高橋、宮入サービスマンを含めた7名です。

雨、曇り、霧の多いこのいとうコンペですが今回はすばら
しい快晴！！

みんなリラックスモードで楽しんできました～。

しかし、私高橋サービスマンのスコアの方はというとあま
りパッとせず…。

そんな中、宮入サービスマンはやってくれました。

自己最高記録を樹立！

何打だったかと言うと大台切りとだけ言っておきます（笑）

大台切りおめでとう！宮入
さん！工具のドライバーさ
ばきもうまいがゴルフのドラ
イバー使いもすばらし
い！？

田中サービスマンも
楽しんでま～す。

会場は望月サニーカントリーです。美しい高原で緑
豊かな自然の中でのプレーは最高でした！

〒384-2204 
長野県佐久市協和3491 TEL 0267-54-2121 
FAX 0267-54-2525 E-mail info@sunny-cc.co.jp

あれっ・・・空振り！？

天気はいいけど、
暑かったんです
よ～（汗）



OA機器の便利機能

ﾊﾟｿｺﾝから、複合機へﾌｧｸｽの宛先登録方法

①ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰの
ｱﾄﾞﾚｽﾊﾞｰに複合機の
IPｱﾄﾞﾚｽを入力します。

②ｱﾄﾞﾚｽを選択します。

③宛先表のいずれ
かを選択します。

④新規宛先の登録
を選択します。

⑤フｧクスを選択します。

⑦OKを選択します。

⑥宛先表・ﾌﾘｶﾞﾅ・ﾌｧ
ｸｽ番号を入力します。
注）全角・半角

複合機へ登録！
出来上がりです。

【リモートUI】という機能で、パソコンから複合機の状況確認・設定変更が出来ます。
その中でも、ファクスの宛先登録はとても便利です。

登録したデータをパソコンへバックアップする事も出来ます。操作方法は、お気軽
にお問い合わせください。



製品情報
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対策！ UPS（無停電電源装置）の導入

１．パソコン内のデータが壊れる

２．ネットワーク機器の故障

３．プリンタやスキャナなどの周辺
機器の故障

ノイズ、周波数変動、瞬時電圧低下などその他

他の機器からの影響による急な電圧変動急な電圧変動

電線路の点検や工事などによる停電人為的な要因による停電

雷、暴風雨、雪、地震など自然災害による停電

さらに必見！！UPSでPC・周辺機器を守ります

UPSが過電圧から守ります

電源アダプタ

雷による被害が急増しています。

落雷はもちろんのこと直接落雷し
なくても、電位差による障害も発
生しています。

「やっておけばよかった」とならな
いように、今のうちから対策をして
おきましょう

停電時、パソコンの電
源が急に切れると故障
の恐れがあります。

UPSは停電時、一時的
に電力供給をしてくれ、
安全にシャットダウン
することができます。

他にもこんな効果が・・



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/

お客様への「より質の高いサービス」を目指し、
キヤノン製複写機をご愛用のお客様を対象に
インターネットによるアンケートを実施させて頂きます。
（期間：６月下旬～７月末日）

ご多忙の折、恐縮では御座いますがダイレクトメールが
届きましたら、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お客様の声をお聞かせ下さい

キヤノン複写機ご愛用のお客様へ


