


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

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

サービスマンが

サービスマン１２名に聞きました

飯山、中野、須坂、

信濃町地区担当

長野支店 原田 優

ワールドカップがブラジルで開催されますね。
11番を背負っている柿谷選手です。
日本では「呪いの11番」としていままで11番を

つけた選手は特に活躍がなく大会を終えてし
まっているようです。世界的にはエースナンバ
ーとして認識されている番号なので是非、点
を取ってもらいたいです。キプロス戦での大久
保人気がすごかったですが、負けて欲しくな
いですね。

今回のサッカーワールドカップでは長友に
注目ですね。先日のキプロス戦は一人で
次元の違う動きだったように感じます。
左サイドバックですがオーバーラップからの

ドリブルで相手をかわしきらないうちに上げる
センタリングは非常に精度が高くてチャンスを
何度も作っていますね！
それと最近自分は岡崎に似ていると言われる

ことがあるので頑張ってほしいです！

日本代表の団体チームのニュースなどで気
になるのが、U-17日本代表（男女問わず）で
すね。
この子たちが力をつけて、さらに大きな大会
へと活躍していければと思いながら応援して
います。
若い選手の日本代表選手の活躍は団体チー
ムに限らず個人競技でも楽しみでもあります
。
やはり、ついつい親の目線で見てしまいます
ね。

スポーツ観戦を殆ど見ないので、名前もな
かなか出てこなかったのですが、以前 め
ざましテレビで放送していた田中陽子 が
印象に残っています。確か、フリーキック
の時、右足で1ゴール、左足で1ゴール

していた映像が記憶に残っています。なん
て、器用な子だろうと思いましたが、最近
TVで見かけませんが どうしているのでし
ょうか？ ご存知の方 教えて下さい。

今年はワールドカップですが、私はあえて同じく
4年に1度行われる野球世界一決定戦WBCの話

をしましょう。 惜しくも３大会連続優勝はできませ
んでしたが、１，２大会での「イチロー選手」が忘れ
られませんね。どの大会も宿敵韓国戦は見てるコ
ッチも本当に痺れます！イチローの頑張りがチー
ム全体を牽引していく姿に感動しまくりです。そし
て試合を決めるのはイチローのバットでした。次大
会はいないかもしれませんが・・・ まだまだ頑張っ
てほしいですね！

今、ホットな話題といえば！サッカーワールドカッ
プですが、実はあまり興味がなく…
楽しみなのは、2017年ワールドベースボールクラ
ッシックですね。3年後となると今期待の若手選手

がどれくらいの実力を身に着けて臨めるかなぁ、
なんて考えちゃいますね。大谷、小川、則本、藤浪
やら山田、中村、今宮、菊池やら…
まぁ、挙げたらキリがないんですが、でっかく育っ
てくれ！若手選手たちよ！



松本地区担当

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

上田地区担当

上田支店 中田真人

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

「あなたが応援している団体競技と注目選手は？」

私はやはり今年W杯があるサッカー男子日本代
表ですね！

大会も近くなってきてテレビとかで取り上げられ
る回数も増えてきたと思います。
私が注目しているのは大久保選手です

ワンチャンスをものに出来るストライカーらしいス
トライカーだと思います。

他の選手が調子が悪そうなのでぜひチームを引っ
張る活躍をしてほしいです！

サッカー日本代表 長友 佑都 選手を応援しま

す。私は、スポーツ観戦をさほどしないのですが、
身長170cmの小さな体でグランドを走り回ってい

る姿がカッコいいなぁと感じます。（ 私も背が低い
ので・・・愛着をもってます ）

ディフェンダーの選手なのに、攻撃にも積極的に
参加しているんですよね！？間違っていましたら
スミマセン。
ガンバレ 長友 選手！

私は卓球やバドミントンなどのメジャーなイメ
ージが少ない日本代表団体戦をよく応援して
います。

卓球は、２０１４年の世界卓球で女子は３１
年ぶりに銀メダル、男子は４大会連続銅メダ
ルを獲得していますし、バドミントンでは、国・
地域別対抗戦のトマス杯男子初優勝！！ユ
ーバー杯女子は準優勝と活躍しています。

世界一を目指して頑張れ！！

そうですねー。注目は、アジア杯に悲願の初
優勝をした、なでしこジャパンですかね。
決勝ゴールの岩清水選手やMVPに輝いた宮間

選手もすごい。でもやっぱり澤選手かな、前に澤
選手もめまいに悩まされていたと聞いて、同じめ
まいで悩まされた私としては、がんばれ！！と
応援したくなります。

サッカー素人なのでベタなコメントでした。

本田です。サッカー日本代表の本田圭祐。

最近の試合ではミスが目立ち不調との声も聞
かれますが、このクラスの選手がＷ杯で活躍
してもらわないと困ります。
ミランの１０番、そして日本が舐められないよう
絶好調の本田をＷ杯で期待します。

本田だけでなく香川、長友、この選手達が引っ
張って世界を驚かせてもらいたいです！

今年は、ワールドカップ等もありスポーツの話
題はたえることはないと思いますが日本代表と
は関係ないですがキングカズこと三浦選手は
どこまで現役を続けるか個人的に興味がりま
す。ブラジルでワールドカップがあるので三浦
選手もみにいくんだろうなと思います。大久保
選手となんか似ているような気がします。

サッカー選手の限界をどこまで伸ばすのか今
後期待してます。(笑)日本代表の選手も負け
ず頑張ってほし
です。



サービスマンの
おいしいランチのご紹介

伊那市 咲来軒（さくらいけん）

住 所 長野県伊那市上牧６９１０‐１
電話番号 ０２６５－７８－１１５２
営業時間 昼の部 １１：３０～１４：００

夜の部 １７：３０～２２：００
定 休 日 水曜日

（※ スープが終わり次第閉店）

2007年創業で、岡谷にある「来々軒」さんの下で働いていた方が、暖
簾分けをしてもらって出来たお店。

個人的にはラーメンがおススメ。

ラーメンだけでは物足りない方は
ミニカツどんのセットで満腹になり
ます。また、かつ丼を狙ってくる方
も結構見かけますので、一度ご賞
味あれ。



サービスマンの
なんでも通信

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」活用術！？

今年からスタートしたNISAですが、若年層も少額から始められるとあって巷で結構
話題になっていますね。これから始めようかなと思っている方必見！あの“株主優
待のプロ”として話題を集める投資家・桐谷さんからの活用術を載せちゃいます！

【活用術（1）株主優待付き銘柄を運用する】

株主優待付き銘柄は、NISA口座でも運用可能。売買益と配当金が非課税になるうえに
優待品がもらえるので、桐谷氏は「メリットは大きいと思う」と話す。また、優待付き銘柄の
特性は、なるべく長期で保有するのが基本。中・長期投資を目的としたNISAとも相性が
良いので、長期保有であれば、高配当銘柄を持ったほうがより有利といえる。

【活用術（2）一点集中買いはしない！】

例えば1単元100万円の銘柄を選んだ場合、ほかの銘柄は運用できなくなるため、「1点
集中買いは適切な投資とは言えない」と桐谷氏は指摘している。非課税枠の上限がすぐ
埋まってしまうような「値がさ株（株価が高い銘柄）」の運用は不向きであると心得よう。

【活用術（3）少額の分散投資で運用する】

10万円未満の割安な優待付き銘柄を複数持つ“分散型投資”を推薦する桐谷氏。「株
価が上がった際に売却して非課税で受け取る方法がおすすめ」とのことで、少額の分散
投資はリスク分散にもつながることから、投資初挑戦の初心者にピッタリといえそうだ。

私自身は親が証券会社に勤めていたので以前から株式投資に手を出してました。
しかし、近年は非常に厳しい状況が続いてまして長い間手つかずです。やはり私に
は少額投資でリスクが小さく、儲けてもそれが非課税なら言うこと無しです。

NISAには割安銘柄による分散型投資がおススメのようです！！



高橋サービスマンの
技術情報

キヤノンの複合機の宛先入力が楽になります！

複合機のファクスの宛先設定の編集って面倒じゃないですか？
そんな時はこのソフトがおすすめです。

iR-ADV/iR 宛先表編集ツール
エクセルデータ（CSVファイル）をうまく使うと編集がとても楽になりますよ！
キヤノンのHPから無償でダウンロードできますのでぜひ1度お試しを！

本ツールは以下のような流れ

① 宛先やファクス番号記入済のエクセルデータを
エクセルのCSV形式で保存して・・・、

② 宛先編集ツールにインポートして・・・

③ アドレスブックファイル形式で
保存すると・・・

④ 複合機につながっているPCから宛先インポート可能！

⑤ さらにPCファクスドライバに宛先表も
インポートできます！



田中サービスマンの
製品情報

カードプリンター CX-G4400のご紹介

※詳しくは担当営業マンへ問い合わせください！

カードプリンターなら年賀状も作成できます

● はがき45枚/分（名刺100枚/分）の高速印刷
●解像度1200dpiの高精細印刷
● カードプリンター専用ソフト「ImageCreate SE」を

オプションでご用意

カードプリンターCX-G4400は、11月1⽇に⽇本郵便から販売される平成26年度年賀は
がき(インクジェット紙)に印刷可能です。（但し、印刷時には注意点があります。ご使
⽤の場合は、裏⾯の取扱い⽅法及びキヤノン ホームページ掲載の年賀はがきの取扱い⽅
法を必ずご確認いただきご利⽤ください）

また、年賀状を作成する際に役⽴つ年賀状デザインサンプルを11月上旬よりキヤノン
ホームページで用意いたします。（デザインサンプルは専用ソフトウェア「ImageCreate SE」で作成）
ぜひご活用ください。
※カードプリンター ホームページ : canon.jp/cardprinter

標準価格 39,800円（税別）

専用ソフトウェア



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 http://techservice.jimdo.com/

キヤノンマーケティングジャパン認定

ＡＡＡサービス店

京セラドキュメントソリューションズ認定

サービス店

エプソン販売認定

サービス店


