


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 

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 

えっ別荘ですか？ 

うちはもちろんモルジブですよ！ 

 

いいですよ、水上の家は。トイレはボットン 

ですが浄水施設はきれいな魚達ですしね。 

 

南の島の王様になった気分ですよ。 

日本はもういいやって気分になりましたよ。 

 

えっ場所ですか、さてどこにあるんだっけ？・・ 

やはり別荘といえばベタすぎるほどベタです
がハワイでしょう！ 

 新婚旅行で行ってからなんていいところな
んだと思いました。青い海、空、温かい気候 

どれをとっても日本とは大違いですねぇ 

 時間もゆっくり流れて 

いる感じがしますし 

もし別荘があったら 

半年に1回は行きたい！！ 

別荘を建てるなら、暖かくて海が見えるところ
がいいですね。沖縄とか、オーストラリアとか！ 

住んでいるところが避暑地なので・・・お正月に
雪焼けでなく日焼けして帰ってきたいですね。 

別荘はアマルフィー（イタリア共和国カンパニ
ア州サレルノ県）にほしい。 

映画を見て感動した美しい町並みは、さすが
に衝撃的でした。 

土 屋 サービスマンが 

サービスマン１２名に聞きました

 私は、暑いのが苦手！嫁は寒いのが苦
手！ってことで、一年を通じて気温の変化が
少ないところがいいですね。 

 一年を通じて気温の変化が少ないのは緯度
が低い地帯。北極、南極に近づくほど夏と冬
の温度差が大きくなります。 

 ということで赤道付近。んでもって高原という
ことで、バリ島のキンタマーニ高原に建てま
す！いや…建てたいです。いや…行ってみた
いです。 

別荘を建てるなら、国内がいいと思いますが、 

まず、無理なので、夢として、マレーシアか 

シンガポール 辺りに 建てれればいいと思
います。 

 

シンガポールは、日本人の観光客も多い為 

日本語も通じる可能性が高いし、マレーシア
は、物価が安そうですし・・・ 夢ですけど。 



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 

「もし別荘を建てる（買う）としたら、どこにしますか？ 
またどんな別荘にしますか？」 

別荘ですかあ・・・。 

どこって場所は考えた事ないですが、外国な
らニュージーランドに住んでいる友達が環境
がいいと言っていたのでそこかな。 

 

日本ならどこだろ・・・。 

やっぱり気候が暖かい南の島に別荘建てて
リゾート満喫！！ 

 

・・・さてと。仕事がんばろう！！ 

今回は、別荘ということですが、現実的ではな
いですが、スペインのバルセロナに別荘があれ
ば最高です！理由は私の好きなサッカーチー
ムがありその試合や練習を生で見たいというだ
けです・・ 

 移住したいとまでは思わないので、たまに
行って１週間ぐらいが丁度いいですね～でも行
くのにいくらかかるんでしょうか、言葉通じない
だろうし・・・やっぱり現実的ではないですね。 

海なし県に居るためか 

海の近くに別荘がほしいですね、特に暖かい
所にほしいです。 

 

大きなガラス張りの部屋から、 

プライベートビーチの海を見ながら 

ゆっくりと過ごしたいですね！ 

 

別荘の前に、マイホームを！ 

マイホームの前に、マイカーを！ 

マイカーの前に明日の晩御飯を！ 

 

そんな身分のワタクシですが、別荘が建てら
れるなら伊豆半島、能登半島、佐渡島など磯
釣りの名所に欲しいです。思い立ったら、いつ
でも釣りに行けるなんて最高ですね！ 

別荘ほんと欲しいですね！ 
話だけですが、行ったことある人みんな良
いって聞いてるのでハワイがいいですね。 
 
正月や連休をハワイで 
過ごしてきましたって 
芸能人みたく言えたら 
良いですね。 

 今年の1月にハワイへ新婚旅行に行きこう
いうのんびりとした場所で暮らせる家があれ
ばなぁと思いました。相場は、3億円くらいだな
んてバスの人が言ってました。(笑) 

 

 ハワイでは、待ち合わせの時間に遅れてく
るのが当たり前のようなので日本で時間に追
われる生活をしているので年に何回かのんび
りできる別荘があれば最高だと思います。 



中 田 サービスマンの 
おいしいランチのご紹介 

お食事処 呑み処 ひよこ亭 

食べ処 呑み処 ひよこ亭 
 
住所 長野県上田市芳田1380-2 
 

TEL 0268-36-4560  
 

営業時間 月～日 昼 11:00～14:00 
                    （L.O.14:00） 
              夜   17:00～22:00 
                    （L.O.22:00） 
定休日 第1火曜日、第3火曜日、第5火曜日 

しなの鉄道線 大屋駅 車10分  

 

上信越自動車道路 上田菅平I.C. 車10分 

 今回は、地元の定食屋さん（？）を紹介します。夜は飲み屋さ
んになるようですが、ランチもおススメです。 

 席は、カウンター席とお座敷があります。メニューは、様々な
ジャンルがあり、ロースかつ、ハンバーグやラーメン、お子様ラ
ンチもあります。今回私は豚バラ生姜炒め定食を頂きました。 

 値段はやや高めですが、ボリュームがあり、おなか一杯にな
ります。私としては、なめこの味噌汁がついており珍しいと思い
ながらいただきました。静かで落ち着ける雰囲気のあるお店な
ので近くを通った際には寄ってみてはいかがでしょうか。 

               

 「豚バラ生姜炒め定食」  850円 



  小 出 サービスマンの 
なんでも通信 

家庭でも楽しめる本格コーヒー 

現在、いろいろなコンビニで挽き立て、淹れたてのコーヒーが味わえますね。 

家庭でもおいしいコーヒーが飲みたい！やっぱり挽き立てだぜ！という方にお勧めです。 

カフェラテ レギュラー 

Saeco XELSIS Stainless steel DeLonghi CMG310E-S 

 エスプレッソはもちろん、カプチーノ、カフェラテ、
そしてレギュラーコーヒーまで、あらゆるバリエー
ションのコーヒーをワンタッチで作れます。豆の量、
挽き方、濃さ、抽出量やミルクの量、温度など細
かくカスタマイズができ、家族ひとりひとりの好み
に合わせて記憶させることもできます。 

 ミルクフォームのきめ細やかさはNO.1！ラテ派
には申し分ない一品でしょう。 

 自動洗浄を含めた、手軽な洗浄システムでお手
入れも簡単です。現在、我が家で絶賛稼働中!! 

 ボタンを押すだけで、豆から挽いて全自動ドリッ
プ。一度に最大10杯まで抽出できます。コーヒー
の濃さは3段階、挽き立て、淹れたての香り高い
ドリップコーヒーを愉しめます。 

 アロマ機能を使うと、ハンドドリップのようにコー
ヒー粉への注湯を間欠的に行います。2杯や4杯
をいった少量のコーヒーを作るときにも、十分に
香り高いアロマを引き出すことができます。 

 プログラムタイマーでお好きな時間にドリップで
きるので忙しい朝にもいつものコーヒーを。 

おすすめコーヒー豆 

 ラテに合う豆の特徴は、なんといってもストロン
グな苦みとコク。ミルクに負けない力強い味わい
のものがおすすめ。 

 

☆ブラジルNo.2 

 適度な苦みを有し、酸味が少なくバランスがい
い。  ブレンドベースとしても人気が高い。 

☆インドモンスーン 

 独特の香味を持った芳醇なコーヒー。苦み、コ
クの強さも印象的。生豆が黄金色。 

 レギュラーコーヒーをブラックで飲むには、芳醇
な香りとほどよい酸味、甘みが重要（だいぶ好み
が分かれるとはおもいますが…） 
 

☆ハイマウンテン 

 ブルーマウンテンにつぐ高級品。豊かな香りが
特徴。適度な酸味と柔らかい味わい。 

☆モカシダモ 

 モカといえばモカシダモ。甘く芳醇な香りと、な
めらかな酸味が特徴。 

 （超個人的好みと見解含む） 



 森 山 サービスマンの 
技術情報 

ADVC5000S/2000S の 初期画面 変更手順 

今回は、複合機アドバンスシリーズの初期画面の変更
手順をご紹介したいと思います。 

1.ほとんどの場合復帰後の画面は下図の状態だ
と思います。この状態から節電から復帰した時に
コピー画面にする手順をご紹介します。 

2.操作部の設定/登録ボタンを押して頂くと画面が
このように変わります。 
システム管理部門IDと、システム管理暗証番号がご不明の場
合は、当社 営業又はｻｰﾋﾞｽにお問い合わせをしてください。 

3.ログインが成功すると下図の画面になりますの
で環境設定を選んでください。 

4.環境設定の表示設定を選択すると、起動/復帰
後に表示する画面が表示されます。 

5.ここで、メインメニューからコピーに変更をします。 6.そうすると、節電から復帰した場合/起動した場合、初

期画面は、コピー画面になります。 

注）コピーがメインのお客様に適しています。 



 原 田 サービスマンの 
製品情報 

サポート終了期限が迫っています!! 
サポート終了間際に発生するリスク  

サポート終了後に発生するリスク  

大切なお知らせ 

最新PCへの入替え等、新環境への 早期移行 を強くオススメします!! 

Windows 7/8搭載PCに替える 2つのメリット 

作業の効率化！処理速度大幅 ＵＰ 

最新のPCに替えれば、旧PCに比べ消費電力を断然削減できます。 

節電対策はもちろん、電気料金の削減にもつながります。 

Windows 7/8の処理速度の高速化により、従来と比較すると、 

起動や操作にかかる時間が大幅に短縮され、作業の効率化に大きく貢献します。 

節電対策にも！省電力化でコスト ＤＯＷＮ 

スケジュール遅延 

注文の殺到などにより 

導入までに、通常より 

期間を要する可能性 

があります。 

導入コスト変動 

法改正・税制の変更 

などにより、コストが 

増加する可能性が 

あります。 

リスク回避の遅れ 

必要な期間の不足 

によりリスク回避に 

遅れが発生する 

可能性があります。 

セキュリティ 

チェック 

セキュリティ更新プロ 

グラムの提供が終了 

するため、ウイルス 

感染などにより、安全 

な IT環境の維持が 

難しくなります。 

対応の遅れ 

電話やメールによる 

サポート、関連情報の 

提供が終了するため、 

PC 故障時の原因究 

明や速やかな対応が 

難しくなります。 

関連製品の 

サポート終了 

ソフトウェアや周辺機器 

などの、各メーカに 

よるサポートが受けら 

れない可能性があり 

ます。 

４/９ 



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 


