


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

小林サービスマンが

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

最近行った石川県の千里浜なぎさドライブ
ウェイはよかったです。浜辺を8ｋｍほど車
で走れます。海水浴やBBQも出来るみた

いです。波打ち際を走っている車を多く見
ましたが、ちゃんと洗わないと錆びてしま
いそうで心配です。

う～みよ～おれのう～みよぉ～♪
一番良かったのはワイキキビーチですね！
昼間は透き通る海水がとてもきれいで最高！

夕暮れは下の写真のようにこれぞサンセット
ビーチって感じです！！11年前の新婚旅行
で行ったのですが
楽しくて本当に
帰りたくない！
と思いましたよ。

入社したばかりの頃同期のメンバーで
行った白浜の海がすごくきれいでしたね。

子供時代や学生時代は海といえば上越の
海にしか行ったことがなくてあまりのビーチ
の美しさに感動したのを覚えています。
そういえば最近全然

海に行ってないので
今年こそは・・・！

昔はよく、上越の堤防に釣りに行きました
ね。夕方出掛けて、朝帰ってくるっていう不
健康パターンです。

どうやら他人とは違うフィッシングスキルが
あるらしく、アジなどの定番はあまり釣れま
せんでした。地元の人に聞いてもなんじゃそ
りゃ？見たことないよそれって言われるもの
も…

若い頃に、新潟県北部の「笹川流れ」が
きれいだと教えてもらい、ドライブ気分で

出かけましたが、さすがに新潟と山形の
県境までは遠くて挫折してしまいました。

今でも機会があれば、行ってみたい場所
になっています。

もう何年も前の話ですが、ツーリングで砂浜にテ
ントを張って寝ていた時に、夜中に青いﾗｲﾄをク
ルクルさせて近づいてきた警備用の船に起こさ
れた記憶があります。場所は、たぶん、四国のど
っかの県でしょう？

なんでだろうと すぅーと考えていたら、もし、満
潮になったらどうするの？と 夜が明けてから、
民宿のおじさんに 言われた事がありますね。何
事もなくよかった。馬鹿な事をしていますねぇ。

原田優1



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

「海にまつわるエトセトラはありますか？」

海へはここ数年毎年１回以上は行きます、

子供達を海水浴に連れて行くためです。沖縄
や海外の綺麗な海に連れて行ければいいの
ですが、なかなか現実は・・・・・・・

数年前に行った石川県にある「海の丘倶楽
部」の食事はＳＢＣラジオで聞いていたとおり
で、量も多くありましたし予想していた以上に
美味しかったです。

子供の頃はよく、家族で佐渡へ毎年のように
行ってましたね。タコをとりに沖へタコ壺をひき
あげにいったなんてことが思い出されますな。

あとは、去年新潟の海を見ながらカニを食べ
たことかな。夕方だったので、海に沈む夕日が
綺麗でした。

海にまつわるエトセトラということですが、
去年は新潟の海に３回ほど行きました、
1回はBBQをやっている途中で雨が降ってしま
い少し残念な感じになってしまいました。
そういえば一昨年も雨が降った気が、、、

日頃の行いが悪いのでしょうか？

今年も行きたいとは思いますが、一緒に行く人
はいるかな？おとなしく近くのプールだけになり
そうな気がします。

佐渡島へ毎年のように釣りへ出かけています。
本土では感じることのできない自然が拡がってい
て、磯釣りのロケーションとして最高です！魚影も
濃く、サイズも良型が多いですよ！
ただ、、、マイカー乗船のフェリー代が通常です

と高級ホテル並みの料金なので、佐渡汽船ホー
ムページに掲載されている割引情報が条件にうま
くハマればラッキーです。ぜひ1度、佐渡へ出かけ
てみてはいかがですか。

なかなか海にいけないこのごろですが高校の修
学旅行で行った沖縄の海はきれいだったなと思
い出にあります。今年、娘が生まれたので大き
くなったら一緒に海に行きたいなと夢はあります。
できれば沖縄に連れて行ってあげたいなと思いま
す。そのために、頑張って仕事しなければいけな
と思っている今日このごろです。佐渡も4年前に行
っていいとこだなと思いました。

海と言えば、昔友達と買ったばかりの車で遊びに
行って、海の何処かにカギ財布をなくし、体が日焼
けで猛烈に痛いなか、やっとの思いの帰り道、人通
りのない真暗の峠で車がパンクし、当時携帯も何も
ない時代だったもので助けも呼べず、学校のみん
なや、親に心配迷惑をかけ、ちょっととした騒ぎに・
・。

今となっては笑い話ですが、自分が親になってみ
て、やっと親の気持ちがわかりますね。



饗場サービスマンの
おいしいランチのご紹介

手打ちそば 山がた

7月にも入り、夏も本格的になってきました。熱い時期に

食べたくなるのが冷たいそばかなと思います。こないだ
そんな気持ちで昼によってみたそば屋の紹介をさせて
頂きます。駅前通りの東京電力の建物の裏にこじんまり
とたたずんでいます。ランチもやっていますのでお昼時
になると近辺のサラリーマンがちらほらとやってきます。

また、座敷もあるためお酒等飲まれる方にはいいかもで
す。仕事中は、NGですが(笑)最近、そばの食べ方も指

示してくる有名店（個人的にはあまり好きではない）はあ
りますがここはそういうこともなくおいしく食べることがで
きます。

長野県松本市中央４－４－３７ 松本駅
から1029m



中田サービスマンの
なんでも通信

2014 FIFA ワールドカップ ブラジル大会

毎度毎度サッカーの話題になっていま
すが、
2014年ブラジルワールドカップが6/12

の開幕戦ブラジル対クロアチア戦から早
くも一ヵ月近く経ちました。

総当たりのグループリーグが終わり決
勝トーナメント進出の16ヶ国決まりさらに
決勝トーナメント一回戦も終わりベスト8
が決まりました！

開幕してからあっという間に過ぎた気
がします。

日本代表は今大会は残念ながらグループステージ敗退という結果でした、日本中
盛り上がりましたが、やはり世界の壁は厚かったんですね、、、

ザッケローニ監督は退任してしまったので新しい監督に代わるので次回４年後は
もっと上まで行けることを期待しましょう！

話を大会全体に戻しまして、今大会はヨー
ロッパの強豪国が早々に敗退、南米チーム
が下馬評を覆して躍進するなど正直私が大
会前に予想していた結果とは違う状況になり
ました。

予想できないからこそ真剣勝負は面白いと
改めて思いました。

準々決勝、準決勝そして決勝とまだ大会は
残っています！

はたして優勝はどこの国になるのでしょうか
？

南米開催では優勝出来ないジンクスのあるヨ
ーロッパのチームか？自国開催のブラジル
か？その他の南米チームなのか？今大会最
大のダークホースのコスタリカか？
とても楽しみです！

時間帯的には観れる試合は少ないのです
が、見れる試合は出来る限り見て４年に一度
のお祭りを楽しみたいと思います。

決勝トーナメント表



写真画質の実現には、インク滴の微細化や吐出の高
精度化が不可欠です。しかし、従来方式ではインク滴を
微細化すればするほどプリントヘッドの移動による気流
の乱れや、温度変化によるインク粘度変化の影響で、吐
出量や着弾位置にばらつきがありました。FINEのヘッド

では、一度の発泡でヒーターの直下にあるすべてのイン
クが吐出されるため、充填されたインク滴が効率よく押し
出されます。インク滴の速度も従来の1.5倍以上と高速化

され、ヘッドの移動による気流の影響も小さくなり、着弾
精度が向上しました。

インク滴の微細化とプリントの高速化に
は、より多くのノズルをより広い範囲にわ
たって高精度につくり込む技術が必要です
。FINEのプリントヘッドは約20×16mmと
いう親指の先ほどのチップに6,000個以上

のノズルを並べることができます。これは、
キヤノンが得意とする半導体製造技術や
独自の材料技術、斬新なプロセス技術を
駆使して、ヒーターやノズルをウエハーに
一体形成することで作られています。

土屋サービスマンの
技術情報

キヤノン・インクジェットプリンターの搭載技術紹介

今では会社だけではなく家庭でも多くご利用して頂いているインクプリンター！！
インクプリンターには各社独自の技術が沢山詰まっています
今回はキヤノンインクジェットプリンターの搭載技術を紹介。

FINE（Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering）

キヤノンは、インクジェットプリンターの基本メカニズムを発明後、新発想を加えながら独自技術を育てて
きました。その基幹技術が「FINE」です。FINEのインク吐出メカニズムとプリントヘッド製造技術により、
印刷品質の画質、階調性、画像安定性が飛躍的に向上しています。

微細なインク滴をコントロール

最小1pl※1のインク滴を正確に吐出するメカニズム

ナノ精度の半導体露光装置を用いたヘッド製造技術

プリントヘッド部およびノズルの拡大図

FINEの吐出方式



森山サービスマンの
製品情報

PLUS プラス株式会社 「コンパクト裁断機 PK-113」 きれいに裁断できます。

■コピー用紙（64g/㎡使用時）約60枚を片
手で一度に切断 !

てこの原理を応用し、当社のホッチキスや
パンチにも搭載している独自機構「パワーア
シストメカニズム」を断裁機に採用。さらに刃
をよりシャープに仕上げた新設計の鋭角刃
により、女性でも約60枚のコピー用紙を、片

手だけで一度に切ることができる軽い切れ
味を実現しました。「断裁機は初めて使う」と
いう方にもお奨めです。

［「コンパクト断裁機 PK-113」の
製品特長］

■軽量＆コンパクト設計

従来機種の使いやすさはそのままに、デ
ザインをスマートに一新しました。トレーを
開閉式にすることで、パソコンデスクの上
にも置ける省スペースタイプ（設置面必要
寸法：トレー収納時455×105mm）を実現

しました。また機構の工夫や、材質を鉄か
らアルミやABS樹脂に変更するなど、当社
従来品と比較し、本体質量比約60％※の

軽量化を図りました。取っ手付きで持ち運
びにも便利です

■刃に指が触れない、新開発の安心・安
全設計 !

用紙の出入口には指が刃先に触れない
安全カバーが付いています。替刃の交換
も刃先に触れず、安全に取り替え可能な
安心・安全設計。お子様のいるご家庭・学
校やビジネスユースにも最適です

■紙ズレが少なく、きれいな切り口

ハンドルを下ろすのと連動して紙押さえが
しっかりと用紙を固定し、内蔵されている
刃全体が降りて紙を押すように裁断。用
紙を手で押さえる必要がなく、切り口がま
っすぐに裁断できます。

価格 ￥32,000円(税抜)











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


