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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 

実りの秋！と呼ばれているように、美味し
いものが収穫できる時期なので迷ってしま
いますが、自分は梨が好きですね～！！ 

あの、さっぱりとした甘さがたまりません。 

 

この夏もガリガリ君の梨味ばかり食べてい
ました。 

秋の味覚といえば、栗子餅。 

木曽町福島にある「御菓子司  田ぐち」で 

販売している、お餅を栗あんで包んだ和菓
子です。甘さひかえめで栗の風味を生かし
ています。 

ここ最近食べていませ 

んので、今年はGetし 

てみたいです。 

秋の味覚といえば？ 

 

1. 秋刀魚   2. 梨 

3. 柿      4. ぶどう 

 

が、好きですね。 

秋刀魚は、塩焼きして、たっぷりの 

大根おろしで 頂いています。 

食欲の秋ですね。すっかり涼しくなって 

夏は敬遠されていたアツアツの食べ物が 

恋しい季節になりました。 

 

でも秋といえば「栗ごはん」がいいです！ 

学校の給食でも出てきた記憶があります。 

 

みんなこぞって大盛りにして頬張ってまし
た、あれ？でも最近食べてないな～ 

あと「月見バーガー」秋を実感します！ 

やはり秋の味覚といえば秋刀魚でしょう！ 

脂ののった秋刀魚に醤油をかけていただ
くとごはんがススムっ！ 

 あとは、キノコのまぜご飯なんかもいい
ですね！ 

 こんなこと書いてたらおなかが減ってき
ました・・・。 

 食欲の秋で食べすぎないように気を付け
ないと！ 

秋の味覚といえば、我が家ではさつまいも
ですかね。少数派かもしれませんが… 

さつまいもといえば、最近お取り寄せした
さつまいもスイーツが大当たりでした！ 

 

「とりいさん家の芋ケーキ」ってのなんです
が、サイコーでした。おすすめです。 

また取り寄せてもらおぅっと♪ 



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 

『秋の味覚といえば！なんですか？』と、 
土 屋 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 

秋の味覚と言うわけではないですが、私
的には、秋の少し涼しい時にコンビニのお
でんを食べるのが好きです。 
 コンビニによって味は違いますが、セブ
ンイレブンが一番好きです。 
 なので、セブンイレブンでおでん70円
セールがやっているとついつい買ってしま
います。 
 去年ローソンではおでんのメニューにう
どんがありました、普通においしかったで
す。 今年も売ってるみたいです。 

秋の味覚といえば秋刀魚が筆頭でしょう
が 

松茸いいですね！ちょっと贅沢ですがす
き焼に松茸入れると本当に美味です。 

「焼き松茸」、「土瓶蒸し」もいいですが、 

考えてたら食べたくなってきましたね～！ 

ということで①松茸 ②秋刀魚で！ 

食欲の秋！この季節が好きですね！ 

子供の頃は、山へキノコ狩りに出かけると
何本か松茸が採れたので、あまり有難味
が無かったんですが、最近は山へキノコ
狩りに行くことが少なくなり、口にするのは
松茸風○○ばかりです。 

今年は、キノコ狩りへ行きたいですね！
松茸を採るのは、厳しいかなぁ～ 

秋は美味しい物が多く取れる季節なので 

いろいろ食べたくなります 

果物ではリンゴかな、梨、ブドウも好きです
が。 

ご存知の方も多いと思いますが長野県には
長野県生まれの「信州、リンゴ三兄弟」 
の秋映、シナノスイート、シナノゴールドが
あります、それぞれ収穫の時期が違います
ので、長く味わえます。 

味も違いますけど、どれも美味しく好きです。 

秋だなぁと感じる食べ物は、栗と柿だと思
います。 

栗ごはんは秋に食べるものだと思うし柿も
食卓にでると秋だと感じます。 

実家の母がよく秋になるとポテトサラダと
マカロニサラダに柿を入れて作っていたの
を思い出します。 

異色だと思いますが意外と食べれるので
試してみてください。（笑) 

秋の味覚と言えば、やっぱり秋刀魚と梨で
すかね。 

脂ののった秋刀魚とさっぱりと食べれる梨
がたまりません。 

 

でも食べ過ぎに注意しないと・・・。 

 

お腹の脂肪と相談しながら、秋の味覚を
満喫したいと思います。 



 中 田 サービスマンの 

おいしいランチのご紹介 

とんかつ 豚肉料理 『こぶたや』 

住所：長野県上田市中央6-4-57 

ＴＥＬ ： 0268-24-4118 

営業時間：平日 

 11:00~14:00  17:00~21:00 

土日祭日 

 11:00~15:00  17:00~21:00 

定休日 

  月曜日（祭日の場合火曜日） 

ハンバーグのカレーソースがけ         
（630円） 

おろしとんかつ（630円） 

 今回、私が紹介するおいしいランチは『とんかつ 豚肉料理のこぶたや』 
さんです。 

 とんかつ・豚肉料理のお店ということで、洋食メニューもありますが、ほと

んどとんかつや豚肉料理です。 各テーブルには特製ソースが置いてあり、
とんかつなどに自由にかけて食べれます。とんかつ好きの人にはたまらな
いのではないのかと･･･ 
 ランチメニューは、下の写真で載せた二つと、他にポークシチュー定食や、
から揚げ定食など、計七種類オール630円です。 

 



 小 出 サービスマンの 

なんでも通信 

最近お気に入りアーティスト 

秦基博【ﾊﾀﾓﾄﾋﾛ】 
1980年10月11日（31歳） 

宮崎県日南市生まれ 

オフィスオーガスタ所属 

A型 3人兄弟の末っ子 

キャッチコピーは『鋼と硝子でできた声』 
はっきり言って、この声大好きです。一目惚れ、いや一声
惚れです。 
今我が家では、はた坊ブームがきています。（いまさら） 
嫁といっしょに聞きまくってます。もうあれです。コンサート
長野でやる際は必ずや行くでしょう！ 
 
なかでもお気に入りの曲は「鱗」「虹が消えた日」です。 
あ、「Halation」もいいですね（2009熱闘甲子園ﾃｰﾏｿﾝｸﾞ) 
 「鱗」の中の ♪ｵｰ君に今ｰ 会いたいんだｱｰ♪ 
                  ↑  
                ココのつなぎがたまんないｯｽ 
 
おっと、話が逸れてしまいました。実は、はた坊の隠され
た真骨頂はカバー曲にあります（ﾀﾞﾚﾓｲｯﾃﾅｲｶ…） 
「カブトムシ」「なごり雪」ははっきり言って本人よりいいです。
「楓」も素敵！カバーアルバム出さないかなぁ… 
あら、お時間！ということで是非、聞いてみてくださいね。 



  森 山 サービスマンの 

技術情報 

複 合 機 の 節 電 対 策 

東日本大震災の影響による電力供給量の低下に伴い、深刻な電力不足が見込まれています。既に、さまざま
な節電対策に取り組んでいらっしゃるお客さまにキヤノンの複合機でできる、節電対策をご紹介します。 

キヤノンの複合機にはさまざまな節電機能が搭載されています 

①スリープモードで、節電効果を上げる 
複合機の操作部電源スイッチを押すことで、スリ
ープモードに移行することができます。 

自動的にスリープモードに移行したり、曜日・時間
指定での設定も可能です。 

④静音モードで、節電効果を上げる 

②節電モードで、節電効果を上げる。   
複合機の節電ボタンを押すことで、節電モードに移行すること
ができます。 

長時間出力しない時に、定着器の温度を下げて、消費電力を
少なくすることができます。 

③低電力モードで、節電効果を上げる。 
低電力モードでは、定着器の電力を減らして、消費電力を
少なくすることができます。 

低電力モードに移行する時間を早くするとより大きな節電
効果が期待できます。 

本体ご利用後、一定時間が経過すると、本体内部の機器
音を止めて、静音モードになります。 

機器音を止めることにより、機器の駆動を止めることに繋
がり、節電効果が期待できます。 

⑤機器の統合により、節電効果を上げる。   
複合機の利用により、コピー・ファクス・プリンタなど各単独機器の待機電力等の消費をまとめることができ、消費電力を抑える
ことができます。 



高 橋 サービスマンの 

製品情報 

オフィスで役に立つお役立ちアイテムニュース！ 

PC モニターがタスク管理スペースに大変身！ 

ToDo リストボード「ToDoI：TA（トドイータ）」新発売 

 ライオン事務器は、ToDo リストボード「ToDoI：TA（トドイータ）」を10 月 

1 日から新発売する。ドット、ノート、フラワー各399円。 

 

 デスクワーク中、最も視界に入りやすいパソコンモニターのフチに付箋
を貼り付けてタスク管理をしている光景をよく見かけるが、モニターに
よっては剥がれ落ちやすいことが難点。「トドイータ」を使えば格段に付
箋が剥がれ落ちにくくなり、確実なタスク管理で業務の効率がアップする。 

 

 「トドイータ」はPET 製のツルツルしたボードなので、モニターに直接付
箋を貼るよりも格段に剥がれにくく、また、ボードの横幅は60mmあり、さ
まざまなサイズの付箋に使用できる。ボード本体とモニターをくっつける
ための粘着テープは、ボードとは別に付属しているので、右利き・左利き
によって使いやすい方に貼り付けできる。また、タスクがたくさんある方
には左右両側づかいもおすすめ。さらに、Ｌ字型の付箋置きスペースで、
置き場所を固定することで、必要な時にすぐに手に取ることができる！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■仕様 

本体 ： PET 樹脂（1mm 厚） 
付属品 ： 両面テープ（幅15mm） 
サイズ ： 幅60×長さ250mm（＋折り曲げ部分20mm） 



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 


