


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

饗場サービスマンが

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

昔、金八先生シリーズが好きで見ていました。
いつのシリーズだったか忘れましたが、相田
みつをの詩を取り上げていてそれから相田
みつをも好きになりました。相田さんの詩は
どれも心に響きます。難しい言葉や表現を
使わなかったり、独特の書体がすきです。

「毎日少しずつ
それがなかなかできねんだなあ」

「おれは助けてもらわねェと
生きていけねェ自信がある」

更に
「何も出来ないから助けてもらうんだ」

ワンピースのルフィの言葉ですが、管理職に
なり、何でも自分だけで解決しようとしていた

頃に、これをみて救われたのを覚えています
結局、人は一人じゃ生きられないのです！

「機械を直すのも大事ですがお客様の心を
直してください。」

私がこのコピーサービスの仕事を始めて、
まだ若手の頃にメーカーの技術担当者と同
行したときに言われた言葉でした。 今でも
この言葉を胸にどうすればお客様の心が壊
れないように行動し、話をすればよいかを考
えています。

「乗り越えることのただ１つの方法、それは
あきらめずに頑張り抜くことだ」

十種競技選手 ダン・オブライエン

1990年代（古っ）に活躍した選手なんです

が、「デカスロン」という漫画にも実名で出て
おります。お前は十種競技に向いていると言
われて興味を持った頃の最強万能選手でし
た。安西先生（スラムダンク）の名言に通ず
るものがありますねぇ。

永六輔さんの言葉 「いただきます」

食事の時の「いただきます」は、お魚もお
肉もお野菜も皆生きていたから、その命
をいただくことで「あなたの命を私の命に
させていただきます」と挨拶し、感謝する
こと。

この言葉を聞いたときは、心にずしりとき
ました。

恥ずかしながら、私は 特にこれと言っ
て無いですね。座右の銘 と聞かれても
答えに困る事がありました。

最近、社員全員で読んでいる本の中に
難しい言葉 君子、時中す .一意専心.
長の一念、など 色々ありますが、私に
は難しくて わかりません。秋元康氏作
詞の、「川の流れのように 」がいいです
ね。



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

「偉人、スポーツ選手、尊敬している人物で格
言、名言、好きな言葉」

「この道を行けばどうなるものか 危ぶむな
かれ 危ぶめば道はなし 踏み出せばその一
足が道となり その一足が道となる 迷わず
行けよ 行けばわかるさ」

アントニオ猪木の引退スピーチです。

失敗を恐れて一歩も踏み出せない時はありま
すが、とにかく一歩踏み出してチャレンジする
事がそれが大事 という意味で好きです。

「天才は、1%のひらめきと99%の努力である」

昔聞いた、印象に残っている発明王 トーマス
エジソンの名言です。

エジソンの名言を調べると、沢山残しているみ
たいで、努力や成功といった言葉が多く使わ
れている印象を受けす。
やはり、努力無くして成功はあり得ない・・。
頑張ろう！

「あのＷ杯のカップは黄金で出来ているから
眩しいわけじゃないんだ。

差別も貧富の差もないピッチでの戦いを勝ち
抜いた、豊かで強い心に満ち溢れたサッカー選
手たちが手にした瞬間に輝くんだ。」

これはサッカー元ブラジル代表のリバウド選手
の言葉です。

さまざまな国の人が平等に戦えるスポーツっ
ていいですよね！

私の大好きな長渕剛の名曲「西新宿の親父の唄」
を、「北の国から」で私の大好きな田中邦衛が
「やるなら今しかねぇ」
と口を尖らせて唄っていました。

やるなら今しかねぇ・・・やるなら今しかねぇ・・・
66の親父の口癖は・・・やるなら今しかねぇ・・・

いい詩です。
そして、いい唄です。

サーカー選手の中山雅史選手(通称ゴン中山)が引退
会見をした時に最後に「こんなへたくそな選手をいまま
でサポートして頂き有難うございました。」と言っていた
のが印章に残っています。魂のストライカーとよばれて
気持ちでサッカーをしていたところに憧れます。気持ち
でなんとかできる時代でもないですが私も魂のサービス
マンと呼ばれるぐらい頑張っていきたいと思います。

『生きとし生けるものは皆たおやかである。硬直し
たものは砕けやすく力強い物は転げ落ちる』

この言葉は、ブルース・リーの師匠イップマンの
言葉です。

“たおやか”の意味は、しなやか、しとやか、という
意味です。細かい意味は忘れましたが、どんな事
にも柔軟に適応せよ！ということです。

人は苦難に直面すると、どうしても心は・・たおや
かさに欠けてしまいます。
そんな時こそ、たおやかさを思い出すことですね。



原田サービスマンの
おいしいランチのご紹介

お食事処 ときわや

ときわや
飯山市大字常盤984
TEL       0269-62-3802
営業時間 11:00～14:30

17:00～22:30
定休日 月曜日

今回はお食事処です。普段はお弁当
なのであまり外食をしないのですが、お
弁当がない日に寄らせてもらっています。
地元の方も通っていて遅くいくと座れま
せん。

おすすめは幻のラーメンです。
看板メニューが「幻のラーメン
中華そば」は、現在では中々食
べられない貴重な鶏がら系の
澄み切ったススープとプリプリ
ツルットとした中細めんの

昭和レトトロの日本人の王道
ラーメンです。

注文しているひとをあまり見か
けませんが普通のラーメンの3
倍のすり鉢ラーメンなんてのも
あります。右が普通の塩ラーメ
ンだそうです。￥1550円です。



望月サービスマンの
なんでも通信

神社めぐり 第二回

大町市 竃神社
この社は大町市役所の北側に位置し、国道147号線のかまど神社前信号の角、杉林の

中にあります。この神社の参道には大きな枝垂れ桜があり、春には綺麗な桜を見ることがで
きます。参道では朱の両部鳥居が参拝者を迎え、境内奥には大きな拝殿と優雅な本殿が
建ち、その右側に別宮・仁科天満宮があります。また、境内に相撲神社がありますが、相撲
神社は奈良県桜井市の「相撲発祥の地」にあります相撲神社と、この竃神社の２社だけと
なります。

社頭案内板には、御祭神は軻遇突智命、奥津彦命、奥津姫命とし、鎌倉時代後期、
仁科氏が天正寺の地に居城を構えた時、その北東(鬼門)の方向に創祀され、荒神様と

呼ばれ親しまれてきた三宝荒神社である。仁科氏滅亡後は北原町住民によって護られ、
明治になって王子神社と共に大町の産土神とされる。明治の始めに竈神社と改称した。
例祭に催される奉納相撲は由緒深く、安政年間において相撲土俵免許状を有するは
信濃国内では当社と更埴八幡の武水分神社のみとされ、現在も奉納花火と共に例祭
神事として盛大に催されていると記されています。

拝殿 本殿

相撲神社 別宮・仁科天満宮



小林サービスマンの
技術情報

リモートUIをお使いのお客様へｾｷｭﾘﾃｨ機能強化のご案内

長野支店 小林です。昨今、複合機をはじめとする情報端末がネットワークに接続され、
不正なアクセスが脅威となっております。
これらの脅威に対し、キヤノンimageRUNNERADVANCEシリーズのセキュリティを強化
する為のバージョンアップが11月に行われます。特にリモートUIをご活用いただいている
お客様には見ていただきたい内容になります。変更点は以下の通りです。

ファームウェアのアップデートにより下記3点の仕様が強化されます
（工場出荷時の状態で不正なリモートUIアクセスを防止するための機能強化を行います）

①工場出荷時のリモートUIの設定をOFFに変更

②リモートUIをOFF→ONに変更時にシステム管理暗証番号の
工場出荷時の設定”7654321”からの変更を強制

※上記②の仕様変更対象は、認証設定が「Default Authentication」となります
（IC認証やSSO-H利用時は影響しません）

③一般ユーザーログインの接続制限
※上記、③の仕様変更対象は、

認証が「Default Authentication」かつ「部門別ID管理」がOFFの時となります
（IC認証やSSO-H利用時は影響しません）

現在リモートUIをご利用のお客様に以下の設定を確認していただくことになります。

• リモートUIに一般ユーザーでログインして利用している場合
⇒ 必ず下記の設定が必要となります。

・ 一般ユーザーのアクセス : 「許可する」に変更します
・アクセス暗証番号 :新たに設定して頂きます

上記設定を行わないと一般ユーザでリモートUIへログインできません（管理者では可能）

• システム管理者ID/暗証番号を7654321でご利用されている場合

⇒ 暗証番号の変更を推奨します。しかし、そのままの運用は可能です
変更される場合には、変更後のパスワードの管理をお願いします。

ご不明な点はお気軽にお近くの(株)いとうスタッフにお問い合わせください。



土屋サービスマンの
製品情報

これからの時期にも空気清浄器

仕様・価格等詳しい事は
担当サービスマンにお問合せ下さい



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


