


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 

飯山、中野、須坂、   
信濃町地区担当 

長野支店  原田 優 

 小 出 サービスマンが 
サービスマン１２名に聞きました 

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 

「かくれんぼ」と「鬼ごっこ」をオリンピック種目
にする動きがあるみたいなので、ぜひ正式
種目にしてもらいたいですね。アスリートの
鬼ごっことか身体能力が凄そうですし。 

最近すごいと思った競技がフリースタイル
フットボールですね。去年の世界一が日本人
ということでプレーに見入ってしまいました。
今度10/5に中野市で公演があるみたいなの
で行ってみたいですね。 

オリンピック追加競技として地味ではあります
が「水切り」（水面に向かって回転をかけた石
を投げて、水面で石を跳ねさせる）競技があ
ればワクワクしますね。男子なら遊びで経験
があるはず、競技を見ればきっと熱くなるので
はないでしょうか。 

日本では冬季と合わせて４回目の開催となり、
小さな島国で４回の開催とはあっぱれです。 

「パルクール」見てみたいですね。 

フランス発祥の運動で、走る・跳ぶ・登るなど、
主に“移動”という動作を基本にしたもの。 

ですが、最近は障害物を飛び越えたり、壁を利
用してバク転したりとアクロバットな動きを魅せ
るスポーツのようです。 まあ、あれですなんち
ゅうか「かっけぇ～」です。 

若かりし頃、遊びでこんなようなことしてたよな
ぁ…なんて懐かしくもありますが、今やったら確
実に全治３カ月だな！ 

腕相撲などいかがでしょうか？飲み会の時
にふざけてやり始めるとみんなでやり始めて
誰が一番強いか競い合ったりして思いのほ
か盛り上がったりします！ 

 ちなみに自分は大したことないですが（笑） 
それとサッカーのフリーキック 

精度を競う競技などどうでしょう？ 

超一流選手のフリーキックは 

精度が高すぎて見とれて 

しまいますよ！ 

オリンピック競技として成り立つかはわかりま
せんが、トライアルバイク、ラリー、パラグライ
ダー、ウェイクﾎﾞｰﾄﾞ、サーフィン など 自分で
は、したこのない競技ですが、競技人口が、
少なくて正式種目には、なりえそうもない競技
ばかりですね。 

 日本のお家芸なのか知りませんが「剣道」が 

見てみたいですね。 

 

  「武士道とは死ぬことと見つけたり」 
 

って五右衛門（ルパン三世）も言ってましたし、
現に世界大会もあるようです。昔、「六三四の
剣」で上段の構えに憧れて出来もしないのに
構えて、とってもキレイに胴1本で瞬殺された
ことを思い出しちゃいました(恥) 



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 

２０２０年夏季五輪の開催地が東京に決定！！  
そこで、新たに正式種目にして欲しい競技、 

あるいは正式競技になったら面白い競技って何ですか？ 

オリンピックの正式種目になってほしい競技
は高校まで剣道をやっていて柔道は正式種
目になっているのになぜ剣道はと思っていま
した。多分正式種目になりえない理由として
は（個人的に）競技人口が世界的にみて少な
い、見ていても早すぎてわからない、熱い国
は防具をつけるのでできないなどあるんじゃ
ないかと思います。 

個人的に野球とソフトボールの復活を期待し
ています。 

フリースタイルフットボール知っていますか？ 
サッカーやってる人は興味あると思いますが、
知らない人も一度見ると、もうこれはとても人間
のなせる業ではありません。 
私は流行る最初の頃「球舞」のMarcoを知って
DVD買ってちょっとテクを真似しようと練習した
ことがあります。無理でしたが・・ 
世界中のテク自慢の技をオリンピックで見てみ
たいです。そして上位５人でフットサルの試合
を見たい！凄すぎますね！きっと 

「綱引き」の復活はどうでしょう？ 

１９００年から１９２０年までオリンピックの正式
種目として行われていました。 

 

競技で見る綱引きは運動会で楽しんでやって
いるのとは違いただの力自慢だけでは勝てま
せん、戦略や技術も必要です、単純に見えま
すが奥が深いですね、あと勝敗もわかりやす
の見ていて熱くなれそうです。 

 新たなオリンピック競技ですか・・・ 
レスリングやボクシング以外の変わった格闘
技を取り入れたらおもしろいかも、例えばカン
フーなんかで酔拳や蛇拳で対戦とか！！ 

 あとは、けん玉、ヨーヨーなんか使った競技。 

１人だと地味に見えるけど、団体で難易度の
高い技を披露すれば、「おー すげー」って
なったりするかも。 

 オリンピックの正式種目になったら面白そうな 

競技と言うことですが、夏なら小学校等の運動 

会でやるような、騎馬戦や大玉おくりみたいな競 

技ですね。 

 冬なら絶対に雪合戦です！ 

冬になるとスキー場でローカルな大会をやって 

いるみたいですが詳しくは知らないんですけど。 

 小学生がやることをアスリートがやったら 

というこが面白と思います。 

TBSでやっている、『 ＳＡＳＵＫＥ 』 
 
漁師さんや営業マンが出場しているのを観てい
ても、スゴイなぁと驚きますが、世界中のアスリー
トがやったらどうなるんでしょうか。 
 
更に難易度を上げたＳＡＳＵＫＥは、面白そうです。 



伊 藤 サービスマンの 
おいしいランチのご紹介 

ラーメン  来 来 亭 

来来亭 上田店 

 

[住所] 上田市中央西1-14-22 

[電話] 0268-22-7335 

[営業時間] 11:00～00:00 

[定休日] 無休（研修休みあり） 
[駐車場] ２０台 

 

新規店舗続々出店中！！ 

私の仕事エリアに去年オープン
した上田店です。 

メニューも限定食など様々 

限定３０食の旨辛麺 

 

１～４段階の辛さが選べます。私は辛
さ１をたのみましたが、辛いものが好き
な私でも結構辛かったです。４の辛さ
の想像がつきません。 

辛いもの好きな方、是非辛さ４に挑戦
してみては？ 

 



 饗 場 サービスマンの 
なんでも通信 

懐かしいファミコンのゲーム 

ビートたけしが作ったゲームとして
知る人ぞ知るクソゲー。当時、攻
略本を見てもクリアできないとク
レームが殺到。2Pコントローラでカ

ラオケするなどサブゲームあり。あ
と、一時間待つというシナリオが
あったような…..(笑) 

 最近、ユーチューブでよゐこの有野がレトロゲームに挑戦す
る「ゲームセンターCX」という番組を見ています。その中で挑

戦していたゲームを紹介します。子供の頃、夢中でやっていた
人もいるのではないでしょうか。(笑) 

ファミコン初のRPG。主人公ギルが

徐々にパワーアップしていくなど、
RPG的要素はふんだんにあるが、
現在のRPGとは違い面クリアタイプ
のアクションゲームといえる。 

ドルアーガの塔 

たけしの挑戦状 

しゃくが短いのでまたの機会に紹介します。 

宜しくお願いします。 



田 中 サービスマンの 
技術情報 

レーザープリンタ・複合機の搭載技術の紹介 

※ 詳しいことは当社担当営業までお問い合わせ願います。 

お世話様です！サービスマンの田中です。 

今回は日頃私たちが、メンテナンスしているOA機器の数ある技術の中
の、ほんの一部を紹介します。普段何気なく使用している機器ですが 

様々な技術が使われていますね。 

 

キヤノンはレーザープリンター・複合機の開発において、画質、スピード、
操作性などの基本性能の向上はもちろん、ネットワーク対応、拡張性の
実現、環境配慮など、時代の要求に合わせた製品開発を続けています。 

 

電子写真技術のプリントプロセス 

レーザープリンター、オフィス向け複合機、デジタルプロダクションプリンティングシステムなどは、
同じ原理でプリントを行っています。 

カラー製品のほとんどは、感光ドラムから中間転写ベルトにトナーを移し、それを用紙に移す方式
になっています。 

パッド転写高画質化技術 

シンプルな機構で画質を向上させる電界制御技術 

 

レーザープリンター・複合機のカラー画像は、イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック各色のトナー像を
感光ドラム上に作像、中間転写ベルト上に順次1次転写し、4色重ね合わせて形成されます。この1次

転写の際、従来は転写ローラーをプラス帯電させることで、マイナス帯電しているトナーをベルト上に
転移させていました。 

新しく開発された「パッド転写高画質化」技術では、中間転写ベルトの1次転写部材にパッドと摩擦抵
抗が少ない特殊な導電性シートを採用しています。従来の回転体ローラーでは、はく離放電などによ
るトナーの飛び散り現象を抑えるため、部材追加やローラーを大きくする必要がありました。 

この技術では導電性のシートを採用する事で部材
追加などの必要がなくなり、小さくシンプルな構成
を実現しました。このシートにプラス電圧をかける
ことでマイナスを帯びたトナーを中間転写ベルトに
引き寄せ、転写時のトナーの飛び散りなどがなく
なり、シャープな文字印刷を実現しました。この
シートの電気抵抗を小さくすることで転写のため
の電圧も、従来の約1/10に抑えられ、機器全体の
小型化と低コスト化に貢献しています。 



高 橋 サービスマンの 
製品情報 

私、高橋サービスマンが今回ご紹介するのはこちらの商品ネオクリッツです。 
 みなさん「書きやすいシャープペン」「ダイアリー用のカラーボールペン」「お礼状を書
く万年筆」…時と場所と用途によって、それぞれお気に入りの文房具があるはずですよ
ね。 
 とはいえ、オフィス用、携帯用、自宅用と筆入れを３本ずつそろえるのは手間だし、お
金もかかります。 
でも、ネオクリッツならばお気に入りの文房具をいつも携帯できるんです。 
しかも、くるりと上部を折り返すと安定感抜群のペンスタンドに変身！ 
ネオクリッツは見分けやすくて省スペース、家計とお小遣いの節約、バッグの中もすっ
きり整理と、目からウロコの新発想ペンケースです。 

カラフルなナイロン素材の軽量設計 

片手にしっかり収まるハンディーなデザイン。アウ
トドアウエアのようなナイロン素材で他の素材では
出にくいキレイな発色で、しかも軽量。 

ファスナーを開くと表情が変わる 

内側の色や柄が違うので、ファスナーを開いた途
端に表情が変わります。角を丸くしてあるので
ファスナーが引っかからず開閉もスムーズ。 

上の部分をくるりと返すと… 

クッションの芯地が入っている上部はふわふわの感
触。ほっとするやさしい手触りです。力を入れずく
るりとめくれて、織りじわもつきません。 

下部がU字に開いてしっかり安定 

下半分には弾力性に富む芯地が入っていてファス
ナーを開くとパカっとU字型に。芯地がしっかりし
ているのでガタつかず、たくさんの筆記具を差して
も安定。 

KOKUYO ペンケース 
「NEO CRITZ」 税込892円 

高橋サービスマン
愛用！！ 



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 


