


 
 

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 

 田 中 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 

 先日、フットサルの練習で１DAYコンタクト
レンズをつけたのですが、お買い上げしたコ
ンタクトレンズ屋におまけでつけてもらったも
のを使ったら、度が全然弱いものでほとんど
ボールが見えない状態に・・・。 

 仕方なくメガネでやりました。まさかそんな
レンズをもらってきてたとは気づきませんでし
た。やはり何事も確認が大事ですね～。 

 一番最近やってしまったのは歯磨きの失敗
ですね。いつも、お風呂で歯磨きするのです
が、間違って洗顔を歯ブラシにつけてしまい
「なんかマイルドだなー」と思っていたら口の
中が気持ち悪くなってしまい、泣きたくなりまし
た・・・きっと疲れていたせいだと思います・・・ 
 

最近の事ですが、仕事道具のメインである 

ロングドライバーを１日の内に一本づつ
別々のお客様の所に置いてきてしまい、 

3件目のお客様の所に訪問して、工具カバ
ンを開けてみると、オヤァ ロングドライ
バーが無い！って気づくのが遅すぎ。 ボ
ケてきたのか、時間が無く焦っていたのか、 

どちらかでしょう。ドライバーは、親切なお
客様から連絡を頂き、今は、手元にありま
す。 

最近の失敗が思い出せませんので、過去の失
敗談を披露します。 

カラーコピー機が普及し始めたころ、お客様先
でカラーコピー機の現場設置がありました。 

順調に設置作業をしていましたが、トナー補給
の際にイエロートナーを床にドバっと飛散させ
てしまいました。お客様への謝罪と床清掃、営
業フォローでことなきを得ましたが、さすがに心
臓が凍りつきました。 

 最近は無いのですが、まだ２０代のころに 

昼食を食べに食堂に行ったとき、食べ終わっ
たころに財布に一銭も入っていなくて、すごく
焦ったことがありました。猛烈に謝罪して翌日
に支払いをしたなんてことがありました。(汗)

まあ常連だったので食い逃げの疑いは抱か
れなかったですが・・・ 
 

まあいずれにしろ おっちょこちょいの典型で
すね。 

 

 つい最近の出来事。 

昼飯にコンビニのサンドウィッチ（新作ｱﾒﾘｹｰ
ﾇ･ｿｰｽたっぷり）を食べましてですね。うん、ま
あまあ旨かったなと思いつつお客様の元へ！ 

 

ん！？ｱﾒﾘｹｰﾇ･ｿｰｽの匂いがするなぁ、もし
かしてお客さんもあの新作食べました？って
聞こうとしつつ、ネクタイをＹシャツにって、  
おい！胸元ソースまみれやないかい！匂い
の元はここかい!!ってことがありました… 



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 

『最近のあなたのドジ、失敗教えてください。  

仕事以外でも何でも最近のやっちまったなぁ～！を』 

最近の失敗だと・・・ 
 

最近物忘れが多いのか、よくテレビ録画の
セットをわすれる事があります、すごく見たい
という訳では無いので諦めもつくのですが、 

何度かあると・・・・凹みます。 

 

テレビを見ているより、早く寝て体を休める方
が今は大事なんでしょう。 

最近では、思い浮かばなかったですが昔の
ことなど思い返してみると、鍵をさしたまま車
をロックしちゃったり、電車を乗り過ごしたりと
何度かやっちゃいました。 

 

他にもいろいろあったような気がしますが・・・。 

思い出せない・・・歳のせいか・・。 

そんな物忘れが原因でドジしないよう気を付
けねば！ 

 最近やってしまったドジということですが、 

あまり記憶がないので、一番自分の中でやってし
まったと思った出来事なんですが 

 以前とある旅行に行く際に、朝電話の着信音で 

目が覚めて、時間を見ると集合場所をバスが出
発する時間でした 

 慌てて行きましたが、もちろん遅刻でした 

あの時、電話をしてもらってなければと思うと・・・ 
目覚ましはかけていても起きれない時がたまに 

 あります、気をつけなくては思います。 

息子の髪の毛を私がカットミスして 

ハゲを作ってしまったことです・・。 

 

我が家でCUTしてやろうと思い、いざやって
みると案外むずかしいです。 

一部ザックリと刈ってしまいました。修正す
るも時すでに遅し・・。 

BarBer田中やってしまいました。 

可哀そうに、ごめんよ我が息子！ 

 偏光サングラスってご存知ですか？太陽
の反射を防ぎ、釣りの時など水中がよく見
える優れもの。長年愛用したものが壊れて
しまったので新調して、久しぶりの渓流釣り
に、いざ釣行 (＾▽＾)/ 
 その日は曇りでしたので、サングラスは帽
子の上に乗せ、夢中になっていました。 

イワナが釣れて、嬉しくて、楽しくて。 

 昼頃、日が差すようになり眩しいなぁと・・・ 
無いっ！サングラスが無い・・・。 

仕事が忙しくあせってしまって最近メールで 

御見積もりをだしたお客様に金額のけたを間
違えてしまいお客様から不審に思われてし
まったことがありました。人間あせってもいい
ことがないと深く反省しました。(泣） 
 

プライベートだとのんびりと生活してるので 

特に大きな失敗等はないと思います(笑) 



小 出 サービスマンの 

おいしいランチのご紹介 

寿司レストラン 大政 

低価格でうまいものを！ 
リーズナブルなお寿司屋さんです。 
 
ランチはすべて７８０円。 
味噌汁、サラダ、小鉢がついて大盛り
にしなくてもお腹満足です。大盛りに
すると食べきれないかも！？ 

 

〒380-0836  
長野県長野市大字南長野南県町1138-2   
TEL 026-228-2988 

もんぜんプラザより徒歩3分  
昭和通り 中央郵便局近く「南県町」交差点角 
赤十字血液センター斜め向い 

よく会社の宴会で使わせてもらいました！ 
 
１日１組限定の完全個室の離れ「別邸 葵」が新設。キッズスペースあり、専用お
手洗い付きなので周りを気にせず宴会ができます。 



  宮 入 サービスマンの 

なんでも通信 

梅雨前に洗濯機のお掃除をしてみました 

 私の使っている全自動洗濯機は、20年もので洗濯後衣類に鰹節みたい
のが付着してきていました。洗濯層を除くと少し、クサイ・・・。 
 そこで、インターネットで検索して、洗濯機を分解・清掃してみまし
た。 
 （写真は、インターネットのを引用してます。） 

①背面のネジを外す ②上部を開く ③洗濯層の上部外枠を外す 

④底部の回転部を外す ⑤底部のモータのネジを外す ⑥洗濯層を外す 

 写真のように白くなく、お見せできないくらい物凄く汚かったです。 
タワシでゴシゴシして、組立後、１００円ショップで買ってきた酸素系
漂白剤（過炭酸ナトリウム）をお湯で洗浄しておしまいです。 

酸素系漂白剤（過炭酸ナトリウム） 
 
調べてたところ、分解・清掃しなくても、酸素系漂白剤と40～50度の
お湯だけでクリーニングできるようです。塩素系のクリーナーでは味わ
えなかった、ごっそりゴミを取る感覚らしいです。 

http://blog-imgs-19-origin.fc2.com/r/i/t/ritorudebiru/CIMG1580_convert_20081126214651.jpg
http://blog-imgs-19-origin.fc2.com/r/i/t/ritorudebiru/CIMG1582_convert_20081126214735.jpg
http://blog-imgs-19-origin.fc2.com/r/i/t/ritorudebiru/CIMG1585_convert_20081126214833.jpg
http://blog-imgs-19-origin.fc2.com/r/i/t/ritorudebiru/CIMG1588_convert_20081126214900.jpg
http://blog-imgs-19-origin.fc2.com/r/i/t/ritorudebiru/CIMG1600_convert_20081126215522.jpg
http://blog-imgs-19-origin.fc2.com/r/i/t/ritorudebiru/CIMG1604_convert_20081126215654.jpg


原 田 サービスマンの 

技術情報 

～カメラ、印刷等に用いる単語の意味～ 

センサーサイズ比較図 

・画素数とは 

・解像度とは 

デジタル画像を構成する単位である、色のついた「点」の事。 

また、「ピクセル」の日本語表現が「画素」。 

同じような言葉で「ドット」がありますが、これは物理的な単位になりま
す。これらは数を示す単位であり、1ピクセル（画素）が何ミリとは決まっ
ていません。 

右の絵は携帯やカメラに使われ
るセンサの比較です。同じ画素数
でもセンサに配置されている目
（画素）の大きさが大きいほうが
綺麗に撮れます。つまり、携帯と
一眼カメラの画素数が同じでも画
質に差が出ます 

 

ミラーレス一眼カメラを購入したカメラ始めました芸人の原田です。 

最近、カメラや印刷について色々勉強したので載せさせてもらいます。 

1インチあたりのドット数で表され、単位としてdpi(ディーピーアイ)が用い
られる。 

300×300dpiは2.5ｃｍ×2.5ｃｍの正方形にｲﾝｸを90000個のｲﾝｸを打
ち込める事になります。 

最近のｲﾝｸｼﾞｪｯﾄでは9600×2400dpiなどありますが、これは各色の合
計だそうです。また、canonはｲﾝｸの大きさが最小の1plを使用していま
す。 

ちなみに人間の目は1億2000万画素の白黒カメラ、もしくは600万～
700万画素のｶﾗｰｶﾒﾗというの説が一般的だそうです。 



  望 月 サービスマンの 

製品情報 

ひとり測定用先端金具 



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/ 


