


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 

高 橋 サービスマンが 

サービスマン１２名に聞きました

 やはり鍋ですね～、外出で冷え切った体に
はこれしかないでしょう！！ 

 ちなみに最近は鍋汁は味噌でいただき、締
めにはご飯とチーズでいただくリゾットがおい
しかったです。これはかなりおいしいのでみ
なさんおススメです！ 

 あとは須坂の臥龍公園のおでんを久しぶり
に食べたいですねぇ、汁がしみこみまくって
卵がかなり黒いです（笑） 

最近、食べているのは「白菜と豚バラのミル
フィーユ鍋」ですね。白菜と豚バラを交互に
重ねて、切って、醤油、本ダシで煮込んでポ
ン酢でいただくだけです。 

簡単ですし、カロリーも 

気にしないでたくさん食 

べられちゃいます。 

 体をあたためる食べ物といえば根菜！特に
しょうが・ネギがいいですね。我が家では、鶏
ひき肉にたっぷり入れてこねくり回して鍋にし
ます。味付けは、その日の気分で適当に♪ 

 あたたまり過ぎて汗ダクになってしまい、窓
全開で体を冷やします。 

  

 あ…あれ!?結局あたためてない!? 

 HOTと言えば、鍋ですかね。 

思い出深い鍋は、キムチ鍋。スキー帰りに食
べたキムチ鍋の味が忘れられないです。 

家ではなかなか辛い鍋が 

作れませんので、残念な 

日々を送っています。 

鍋料理もいいですが、去年の
暮れに会社で行った 伊那市
にあります 鍋辰さんのすき焼
きが食べたいです。 

 記憶を辿ってみましたが、そ
の後、すき焼きを食べていま
せんでした。 

体は温まりますが、財布は冷
えます。 

 定番は鍋ですが、熱燗をキューっといけば 

何を食べても体が温まりますねぇ～♪ 

 

でも最近の冬はホワイトシチューかな～ 

うちはカレーライスのようにご飯にかけて食
べちゃう場合が多いんですが、そこにお醤油
を適量かけると結構おいしいんです。 

 

騙されたと思ってぜひお試しください！！！ 



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 

「この冬、食べたい体が温まる 
食べ物はなんですか？」 

冬になって食べるものといえば鍋、おでん、
シチューなど暖かくなるものがやっぱり食べ
たくなります。普段食べてるものにしょうがな
ど体を暖めてくれるものを少しいれるだけで
もいいかもしれません。今の時期インフルエ
ザなど風邪の予防としてしょうがまたはビタミ
ンなどのみかんなど冬はそういうものもよく
食べます。 

 有難いことに我が家は、白
菜や大根、ネギなど美味しい
野菜を頂戴してまして、湯豆
腐や鍋で温まっています。 

 シメはうどんですが、『ツル
ヤ』の安いうどんがおススメで
す！ 麺の太さが普通と太め
がありますが、どちらも美味し
いですよ！ 

  

 やはり冬の定番でもある鍋が思い浮かびま
すね。その中でもキムチ好きの私としては、
やっぱりキムチ鍋です。 

我が家は、週末鍋料理が多いので、結構キ
ムチ鍋をリクエストします。 

あと、カレー鍋も意外とスパイシーで温まりま
すよ。 

この冬食べたい体が温まる物ですが、私は体
が温まるものといえば「鍋」か「おでん」です。 
 

 鍋は、仲間内でやるテキトーな感じの鍋パー
ティーが楽しいんですが、年に一度集まりがあ
ればいいぐらいで、今年はまだです・・・ 
 今シーズンは鍋食べれるかな？という感じで
す。 
 

 おでんの方はコンビニで手軽に買えるので
頻繁に食べてます！ 

この季節は、暖かく美味しい物が多くあり目
移りしてしまいます。 

 

正月によく食べる、お雑煮や御汁粉も温まっ
て好きです。あとは寒い時期によく見かける
焼き芋屋さん！！アツアツで蜜が沢山入って
いるイモはとてもお美味しく、手も熱くなりま
すが体も温まります。 

先日、ひさびさに鍋をしたばかりです。 

豆乳？ベースの牡蠣鍋をしてもらいましたが
とても美味でした。 

私個人としてはスンドゥブ鍋が良かったです
が、却下されました。 

 

ですので、スンドゥブ鍋が食べたいです。 



宮 入 サービスマンの 
おいしいランチのご紹介 

『 吉志久 』  海鮮丼屋さん 

まぐろ・サーモン紅丼 880円 鯛の利久丼 1,000円 

吉志久 （YOSHIKYU） 
  

住所 松本市野溝東1-1-37  

TEL 0263-88-3398 

営業時間 11:00～14:30 17:00～20:30 

ランチ営業、日曜営業 （水曜定休日） 

海鮮丼 1,280円 

いとう松本支店のスグ横にあります、魚介・海鮮定食屋の『吉志久』さ
んをご紹介します。月に一度の土曜出勤の時は必ずと言っていいほ
ど頂いています。海のない県の最も内陸に位置する松本で、安くて美
味しい海鮮が楽しますよ！ぜひ、ご賞味ください！！ 

http://tabelog.com/nagano/A2002/A200201/20015082/dtlphotolst/P15513767/?ityp=4


   土 屋 サービスマンの 
なんでも通信 

佐久平のイルミネーション 

この季節になると各地にてイルミネーションが鮮やかに点灯
し始めます。その中今回は佐久平の２カ所を紹介をします。 

敷地内でLED20万個を使用した光と音のコラボレー
ションを楽しむことができる。 

芝生エリアに広がる全長350mのイルミネーションは、
高さ11mのメインツリーを中心に、動物たちのオブジェ
と20本のツリーが立ち並ぶ幻想的な世界。 

メインの巨大ツリーが、トトロの音楽に合わせてLED

が点滅をして子供たちは大興奮でした。 

 

 

期間 ２０１３年１１月１４日～２０１４年２月２８日まで 

時間 16：30～24：00 

場所 佐久市根々井1-1 樫山工業西側国道141号沿 

樫山工業イルミネーション 

SAKU BLOOM イルミネーション2013  

花や星、人々の笑顔などが咲く（＝ブルーム） 

イルミネーションの原点は「星空」。佐久の美しい
星空が 

30万球のイルミネーションとして地上に舞い降りる。 

また、今年は3Dプロジェクションマッピングも投影
していました。 

ほんとに地上に星が舞い降りたように、光り輝い
ていて 

とても綺麗でした。他にもいろんな仕掛けがあり子
供たちも飽きることなく見て回れました。 

 

 

期間 2013年11月16日 

    （土）～2014年1月13日 

時間 17：00～23：00 

場所 長野県佐久市佐久平駅南1-1 



 望 月 サービスマンの 
技術情報 

プリンタのインクコストと印刷可能枚数 

今回は、インクジェットプリンタのインクコストとページ 

プリンタの印刷可能枚数の基準について取り上げます。 

1.インクジェットプリンタのインクコストについて 

2.ページプリンタの印刷可能枚数について 

従来は、各メーカーで独自の基準で公表値を決定していたため、異なるメーカー間での
インクコストや印刷可能枚数を同一基準に基づいた比較をすることが困難でした。 

 

この問題を解決することが目的で、国際基準規格（ＩＳＯ基準）が制定・発行されました。 

写真の印字データ 

画像データ：ISO/IEC20193 

測定方法 ：ISO/IEC29102 

印字可能枚数はＬ判写真で印刷 

普通紙の印字データ 

A4カラー文書：ISO/IEC24712       A4モノクロ文書：ISO/IEC19752 

カラートナーカートリッジ：ISO/IEC19752       モノクロトナーカートリッジ：ISO/IEC19798 

カタログに記載されているインクコストや印刷可能枚数は、このような画像データにての
数値になりますので、購入されるときの参考にしてください。 



 伊 藤 サービスマンの 
製品情報 

避難の時、慌てず持ち出せる。 耐火 防水バック 

EIKO  株式会社 エーコー 

耐火防水 プロテクターバック 

上記以外にも、様々な金庫をとりそろえているメーカーです。 

ご質問、ご用命等ありましたら、担当者にご連絡ください！ 



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 


