
2012_⑧ 

・ぼくらのサービスマン 

・おいしいランチのご紹介 

・なんでも通信 

・技術情報 

・営業情報 

ITOHサービスマンたより 



 
 

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 

ぼくらのサービスマン 

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、ドライブで戸隠の奥社に行ってき
ました。上の写真は神社までの道の景色
ですが、大きな杉の木が左右に並び、杉
の木の根元には苔がこびりついた石が
あったりしてほとんどジブリの世界みたい
な感じでした。最近パワースポットとして有
名になってきているみたいなので何かと仕
事で疲れている方におススメ 

かもしれません。私は結構癒 

されましたよ！ 

  

先週仕事で行ってきた志賀高
原の様子です。 

ロープウェイに乗って山頂ま
で行くことも可能です。 

山頂には日本一（？）高いとこ
ろにあるパン屋さんもありま
す。 

駐車場付近にはお猿さんも現
れるときがあるのでお気を付
けを。 

秋！といえば蕎麦の季節ですね。 

戸隠で新蕎麦はいかがでしょうか？ 

昔は、秋になると食べにでかけたものです。 

最近は、嫁が蕎麦苦手なもんで… 

「たんぼ」という店によく食べに行っていま
した。あとは名前を忘れてしまいましたが、
戸隠の奥まで行かないところで民家みた
いなつくりのうまい店あっ 

たなぁ… 

久しぶりに行ってみよう 

かな！ 

秋の行楽スポットは特に決まっていません
が、山の紅葉の景色は好きで毎年楽しみ
にしています。 

湖面に写る紅葉が特に好きで、仕事で通
るダム湖に写る紅葉を楽しんだりします。 

 

また、秋は新蕎麦がおいしいですね。 

戸隠で食べた蕎麦は、おいしかった思い
出がありますで、時間があれば出かけて
みたいと思っています。 

行楽スポットは、特に無い
です。仕事中に紅葉とか
秋の風景が眺めればいい
と思いますが、今年は、紅
葉と気づかないうちに 

終わってしまったような感
じですね。 

銀杏が綺麗に黄色く色図
いていたので 

iPadで撮影してみました。 

秋といえば、食欲の秋ですね。 

毎回行くわけではないですが、 

信州小布施の竹風堂の栗おこわ定食が 

お勧めですぅ！ 

昔々の田舎で食べれそうな内容ですよ。 

それと忘れちゃいけないのは栗あんしるこ 

甘いもの好きな方にはさらにおすすめしま
す。県下に何店舗もありま 

すのできっとお住まいの地 

域にもありますよ！ 

 



松本、塩尻地区担当 

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 

『秋のおすすめ行楽スポットを教えてください！』と、 
高 橋 サービスマンが聞きました。 

NEW FACE 

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 

 高遠と諏訪を結ぶ『杖突峠』の紅葉が好き
です！ 

 南信支店に勤務していた頃は、紅葉の季
節になると少し遠回りして通っていました。桜
で有名な高遠ですが、紅葉も綺麗ですよね。
おやつに、少し寄り道して長谷にある『南ア
ルプスむら道の駅』 

のクロワッサン♪ 

 美味しかったですよ！ 

仕事で行く軽井沢では 

あちらこちらで紅葉を撮
影をしている人たちをみ
かけます。見れるのも短
い期間しかないですが。 

 

もう少ししたら軽井沢の
スキー場がオープンしま
す。だいぶ寒くなってきま
した。 

 秋といえば紅葉の季節。 

今年はまだじっくり紅葉を満喫していませ
んので紅葉のきれいな山並みをドライブが
てら足を運んでみようかと・・。 

 秋のおすすめの行楽ですか・・。 ＨＰな
どみると小諸の懐古園の紅葉まつりなる
ものがあるみたいです。秋に行って見たこ
とはないので、行って 

みようかなあ。 

 秋といえば紅葉だと思いますが、紅葉ス
ポットといえば、やはり上田城です。 
 春の桜もきれいですが、秋の紅葉もいい
です。１１/１１日（日）まで、ですが、ライト
アップもしています。 

仕事でいってる白馬は、紅葉もいいですが
山がとてもきれいです。 

“日本の道100選”に指定されてる絶景ポイ
ントもあるみたいです。 

北アルプスは晴れてる 

とホントきれいですよ！      

秋の行楽スポットは紅葉がきれいなところ
だと思いますが毎年いっているとかおすす
めというところは特にありません。松本市
に住んでいれば簡単に紅葉がみれるとこ
ろといえば牛伏寺かなぁと思います。ア
パートの近くということもありよく散歩がて
ら行きます。 

普段仕事で疲れ切った体を癒すには紅葉
を見るのもいいかもしれません。 

 



宮 入 サービスマンの 

おいしいランチのご紹介 

北海道 超みそらーめん  でっかいどう 

 松本市村井のパチンコ大将軍パート２の横にあるラーメン屋さ
んをご紹介します！ 

  

 私が食べに行ったとき、たまたま北海道からラーメン屋さんの
社長さんらしき方が松本に来ており少し話をしました。 

「うちのラーメンは、うまい！この辺りの店 

とは、まるで違う！表彰もされているんだ！」 

と強く自慢され・・・ 

少し面喰いました。ラーメンだけに・・・ 

自慢するだけあってというわけではない 

んですが、美味しいです。 

  

 鉄ナベでアツアツです。具はチャーシュー 

・もやし・メンマ・ネギなどで、ボリューム 

ありました。私は、ライスも注文するんです 

が、大・中・小のお茶碗どれでも１００円で 

した。ラーメンの大盛りは、無料でしてくれ 

るみたいです。 

 なんだか、ヨダレが出てきました～ 

ぜひ、お試しください！！ 

住所 松本市芳川小屋5-3  
 

営業時間 11:00～23:00 

http://tabelog.com/nagano/A2002/A200201/20011925/dtlphotolst/P7404057/?smp=1&ityp=4


土 屋 サービスマンの 

なんでも通信 

上田城のイベント 

１１月は上田市にあります、上田城周辺にていろんなイベント
が開催されますのでそのご紹介をします。 

 

上田城けやき並木紅葉まつり 
平成２４年１１月３日（土曜日）～１１月１１日（日曜日）   場所 上田城 
 内容は盛りだくさんにいろいろあります。 

◆出陣の儀【日時】11月3日（土）11時～12時 

 「上田城けやき並木紅葉まつり」オープニングを飾るイベント。 

 信州上田おもてなし武将隊によるパフォーマンス、信州真田鉄砲隊による砲術披露 

◆気分は戦国武将！甲冑試着体験 【日時】11月3日（土祝）,4日（日）,10日（土）,11日（日）      
乗馬体験【日時】 11月10日（土）,11日（日） 

 真田幸村モデルの赤備えの紙で作った甲冑を着れば、戦国時代へタイムスリップ！ 

 さらに名城・上田城を背景にして馬に乗れば、気分はすっかり戦国武将！ 

◆美味だれの祭【日時】11月3日（土）10時～18時   11月4日（日）10時～15時 

 上田名物「美味だれ」を使ったオリジナルメニューが集結！ 

◆ 11月3日（土祝）－4日（日） 

◆シェフズ・マルシェ 【日時】11月10日（土）・11日（日）10時～15時 

 上田で長く愛されてきた味や、新たに創出された上田ならではの味が大集合！ 

◆ 信州上田真田太鼓サミット 11月11日（日） 

 「真田」にゆかりのある太鼓団体が、真田氏発祥の地である上田に一堂に会し、演奏する
夢の競演 

◆  11月3日（土）－11日（日）日没～22:00 

 樹齢100年と言われるけやきが立ち並ぶ遊歩道を美しくライトアップします。 

うえだ城下町映画祭 
平成24年11月10日（土曜日）～11日（日曜日） 

場所 上田文化会館  

 

今年で16回を数える映画祭です。 

大林宣彦監督のゲストトークや上田ロケ作品の 

上映を行います。 

上映作品 ステキな金縛り 羅生門等 

 

各地でいろんなお祭りやイベント 

がありますが、上田にも来てみて 

ください 



望 月 サービスマンの 

技術情報 

Windows 8のプリンタドライバ情報 

Windows 8対応状況　　　カラーレーザビームプリンタ（A3機）
2012年10月26日現在

◎

○
×

ドライバ OS標準
種類 正式対応予定 ドライバ

制限事項
2012年12月

正式対応予定
LIPS4 ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み 制限事項 ×

2013年1月
正式対応予定

LIPS4 ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み 制限事項 ×
2012年12月

正式対応予定
制限事項

2013年1月
正式対応予定

制限事項
2013年1月

正式対応予定
制限事項

2012年12月
正式対応予定

制限事項
2013年1月

正式対応予定
LIPS4 ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み 制限事項 ×

2013年1月
正式対応予定

LIPS4 ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み 制限事項 ×
2013年1月

正式対応予定
制限事項 ○※

LBP5900
を使用

2013年1月
正式対応予定

LIPS4 ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み 制限事項 ×
2013年1月

正式対応予定
制限事項

2013年1月
正式対応予定

制限事項
2013年1月

正式対応予定
制限事項

2013年1月
正式対応予定

制限事項
2013年1月

正式対応予定
制限事項

2013年1月
正式対応予定

制限事項
2013年1月

正式対応予定
制限事項

キヤノン製プリンタドライバ・ユーティリティにて対応

Microsoft社のWindows 8に標準で添付しているドライバで対応
非対応

×

LBP-2710 LIPS4 ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み ×

LBP-2810 LIPS4 ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み

×

LBP5600 CAPT ◎ 対応予定 ◎ 対応予定 ×

LBP5600SE CAPT ◎ 対応予定 ◎ 対応予定

×

LBP5610 CAPT ◎ 対応予定 ◎ 対応予定 ×

LBP5700 LIPS4 ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み

○※

LBP5800 LIPS4 ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み ×

LBP5900
LIPSLX ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み

×

LIPS4 ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み
LBP5900SE

LIPSLX ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み

○※

LBP5910
LIPSLX ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み ○※

LBP5910F
LIPSLX ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み

×

LBP9100C CAPT ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み ×

LBP9200C CAPT ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み

×

LBP9500C LIPSLX ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み ○※

LBP9510C LIPSLX ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み

○※

LBP9600C
LIPSLX ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み ○※

機種名
キヤノン製 ドライバー

32bit環境 64bit環境

LBP9650Ci
LIPSLX ◎ 動作確認済み ◎ 動作確認済み

※他の機種、詳細はキヤノンホームページにてご確認くだい。 



原 田 サービスマンの 

製品情報 

Eye-Fi（アイファイ）カードは、世界初の無線 

LAN 内蔵 SDHC メモリーカードです。通常
の SDHC メモリーカードと同様にデジタルカ

メラに挿入して使えます。あとはデジタルカメ
ラで撮った写真が、パソコンやオンライン写
真サービスに全自動で保存されます。 

自宅の無線 LAN を活用しましょう 

初回のセットアップ中に、あなたがよく使う無線ネットワーク
を最大 32 個まで追加できます。登録されたネットワーク内
に入ると、Eye-Fi カードは自動的に保存されている写真や
動画の転送を開始します。 

OPEN価格 

それに、Eye-Fi カードを使えば、パソコンを使わずにこれら

のオンラインサービスやクラウドサービス、またはお使いの
スマホやipadに直接アップロードができます。パソコンの電
源を入れる必要はありません。 



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 

 
京セラミタジャパン認定 

サービス店 
 

エプソン販売認定 
サービス店 


