


 
 

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 

伊 藤 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 

現実逃避シリーズ。平日（月曜）の昼間か
らゴロゴロォゴロゴロ。 

あ～あ、ここ２、３日のうちにスピルバーグ
監督の目に止まんねーかな。 

            の 

ずん飯尾和樹の一発ギャグがツボでした。 

去年レッドカーペットで見たんですがまた 

新作が見てみたいですね。 

 

最近ではバイきんぐが要チェックかも・・・ 
 

 北斗兄弟がお送りする世紀末コントが面
白い「キャベツ確認中」はかなり好きです
が、北斗の拳というマンガを知らないとポ
カーンとなってしまうかもしれません。 

 あと、結構前でですが、「ノンスモーキン」
のじゃんけん大王のネタはかなりおもしろ
かったですね。 

 気になる方はYOUTUBEでチェックして
みてください！ 

最近テレビをあまり見ていないのですが・・ 
記憶にあるのは、「THE MANZAI」に出て
いた「アルコ＆ピース」ですね。 

 

後は、たまたま見ていたABCお笑いグラン
プリで優勝した「ジャルジャル」のネタが面
白かったです。 

最近お笑い番組を見ていないので、古い
芸人っていいますか、好きな芸人として、 

山口智充(ぐっさん)、今田耕司、内村光良 

タカアンドトシ、木梨憲武、ブラックマヨ
ネーズ、友近、光浦靖子、森三中。 

 もう かなりTVに出ていますね。 

 

後は、おかもとまり、スギちゃん、藤森慎
吾、オードリー この人達がどうなっていく
のか きになりますねぇ。 

 お笑いのTV番組は、流しながら見てい
るので記憶にほとんど残っていませんが、 

「どぶろっく」と云う２組の歌う漫才に、面白
いと感じました。 

 

また、最近B&Bとコント赤信号の漫才を偶
然見ましたが全盛期の迫力と比較してし
まい、ネタを素直に受け入れられない自分
がいました。 

テレビで流れていると、つい観てしまうの
は、ナイツ・中川家・サンドウィッチマンで
すね。 

 

んー、基本的に漫才が好きなのかも… 

コントも嫌いではないんですけど、どっち
かっつうと漫才寄りな私でございます♪ 



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 

 

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 

『「この芸人面白い！」と思う、あなたが注目する
お笑い芸人、好きなお笑い芸人は誰ですか？』 

これといって好きな芸人はいませんが、 

面白いと思った芸人は博多大吉・華丸で
す。 

わかりにくいものまねが（くだらない）が意
外と笑えます。また華丸のやる気なさも笑
えます。 

 

関東の方ではそこそこですが地元だとも
のすごく人気があるみたいです。 

アンタッチャブル山崎ですね。 

昔から面白かったです。最近は柴田さん
がいませんがピンでもザキヤマさんは笑
えます。 

あとサンドウィッチマンとかあの手のボケ、
突込みは個人的には面白いですね。 

 

けどザキヤマさんと一緒にいたら楽しいけ
ど疲れそうですね。 

ベタですが、昔からダウンタウンの番組は、
結構好きで見てしまいます。 

年末恒例の笑ってはいけないシリーズは、
大爆笑ものです。 

 

あとは、サンドウィッチマンやトータルテンボ
スのコントネタも面白い！！ 

ちょっと前に、ロバートの秋山が体のみを
使った一発芸をやっていて結構笑えたので
今後の新ネタに注目です。 

 

最近そんなにお笑い番組を見ないので。。。 

 

その中で記憶に残っているのが三人組の芸
人のコントです。 

ジャングルポケット、東京03、我が家が面白
かった記憶があります。 

 

あと、キンタローが今年は気になりますか
ね！ 

キングオブコント2012大者『バイきんぐ』の
スキンヘッド小峠英二の「何て日だ！」に
は笑いました。あのパワフルなツッコミに
は、くぎ付けになります。面白いですね。 

  

あと、騒動後テレビ出演していませんが、
島田紳助のトークは、いつも楽しく見てい
ました。島田紳助の行列のできる相談所
が見られないのは少し残念です。 

 好きな芸人さんは、キングコング、ＣＯ
ＷＣＯＷです。 

 私は漫才が好きなんですが、特にキング
コングの漫才は漫才をしている二人が楽
しそうにやっているところが面白いと思っ
てみてます。 

 最近は、ＣＯＷＣＯＷの当たり前体操が
好きです。 

 どの芸人さんも面白いので、どのお笑い
番組を見ていても楽しいです。 



 田 中 サービスマンの 

おいしいランチのご紹介 

和食の店「MARUYASU」  

MARUYASU （○泰） 
 

住所 ： 松本市高宮南7-43 

電話 ： 0263-26-1288 

定休 ： 不定休 

時間 ： 11：30～14：30(L.O.14：00) 

17：30～22：00(L.O.21：30） 

寿司店、「泰（やす）」が3月にオープンした和食の店だけあ
り、たっぷりのイクラで丼をがっつく幸せを味わえます。 

 

寿司屋でありがちな、ねばっこくちょっと水分の抜けたような 

イクラではなく、しっとりとしながら柔らかな粒々感。 

 

イクラ丼の注文が多いんじゃないかと思います。 

 

人から聞いた所ですがやっと行け
た所です。 

いつも混んでいるので気にはなっ
ていましたが・・ 
 

お値段もどれも１，０００円前後で
サラダは食べ放題です。 

なかなかよかったです。 

 

もう何回か色々食べてみたい料理
がありました。 

 

近くに来た際には、お試しあれ。 



 原 田 サービスマンの 

なんでも通信 

日本スキー発祥100周年宣言 

長野県にスキーが伝わったのは、1912年（明治45年）1月
のこと。 

県の北部、飯山市にある「妙専寺」の住職「市川達譲（いち
かわたつじょう）」が、現在の新潟県上越市高田でオースト
リアの「レルヒ少佐」の指導を受け、“一本杖スキー”の技術
を習得して飯山に伝えたのが始まりと言われています。 

スキー場によっては、第三日曜日、もしくは毎週日曜日が
小学生以下リフト券無料のキャンペーンが行われています
ので、家族そろってお出かけになってはいかがですか？？ 

 

 

 

また、お得な情報がhttp://www.snowlove.netや 

/www.snow-kids.net/に掲載されていますのでご覧に
なってください。 

最近では、ゲレ婚（ゲレンデ婚活）というのも開催されています 

http://snow.gnavi.co.jp/gelecon/list.html 

気になる方アクセスしてください。 

http://www.snowlove.net/
http://snow.gnavi.co.jp/gelecon/list.html


  小 出 サービスマンの 

技術情報 

裏写り防止対策 

【背景調整】を使って、原稿の地色を消したり、裏写りする原稿をきれいにコ
ピーしたりできます。 

 裏写りする原稿をきれいにコピーするには、全色調整
をマイナス方向に動かして下さい。 

 マイナス方向に２つくらいでちょうどいいと思います。 

（用紙の薄さや、文字の濃さで多少変わります） 

 【デフォルト設定の変更】から、現在の設定をデフォルト設定として登録できます。 

 

①コピー画面の【濃度】から【背景調整】の設定をする。 

②【デフォルト設定の変更】→【登録】を押す。 

③［はい］を押す。 

応用編 

 蛍光マーカーで書いたと
ころだけコピーされないよ
うにしたい！ 

っなんてことも可能です♪ 



  中 田 サービスマンの 

製品情報 

キーボードの清掃道具 

キーボードの清掃にこういう商品はいかがでしょうか？ 

 イギリスの消費者雑誌がオフィスにあるキーボードとトイレの便座について、専門
家に調査を依頼。33台のキーボードを調べたところ、4台のキーボードが「健康被
害を及ぼす恐れのある細菌まみれ」でそのうち1台は、なんと「拭き掃除した後の
便座の5倍汚い」ことが判明。細菌数は、許容範囲の150倍もあったといいます。 

 なんでキーボードが便座よりも汚くなってしまうのか？ということについては、く
しゃみで鼻から飛び散った黄色ブドウ球菌などの細菌が、キーボードに付着。そし
て、その机で食事をとったときに残った食べかすが、キーボードに付いている細菌
を繁殖させてしまったのだそうです。（実際にくしゃみをしなくても、唾も飛びますし
鼻をほじった指で触れば同じ。） 

 手の入らないところや隅のホコリを強力
なエアー噴射で一気に除去。廃棄の際に
は、完全に使い切ってから穴をあけずに
不燃物として捨ててください。 

 

●容量：３５０ｇ 

●材質：ＨＦＣ－１５２ａガス 

●セット内容：延長ノズ 

ル（１４ｃｍ） 
●使用目的：ＯＡ機器や 

オフィス家具などのゴミ 

やホコリの除去 

エアーダスター 

 みんなで使う機材だからこそ毎日のお
手入れに。机に常備で手軽にお掃除！
価格が魅力のお手軽タイプ。 

●ＯＡ機器・オフィス家具用 

●１枚の寸法：１４０×２００ｍｍ 

●規格：Ｌ 

●入数：１５０枚 

●材質：レーヨンパル 

プ不織布 

●使用目的：ＯＡ機器 

全般（画面・フィルター 

を除く）の汚れを拭き取る 

ＯＡクリーナ 

１個  630円（税込） １本  819円（税込） 

        ご存知ですか！？ 

       パソコンのキーボード 
 

  実は、トイレの便座より汚い！？ 



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 


