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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 

自分は北島康介選手の平泳ぎ2種目オリ
ンピック三連覇に注目していましたが残念
ながらダメでしたね・・。でも団体戦で銀メ
ダルが取れたのが救いだなと思いました。 

 あと、やはりサッカー男子オリンピック代
表の快進撃がしびれましたね。あまり期待
されていなかったのにスペインは破るはベ
スト4に残るは実に楽しかったです。せめ
て銅メダルが取れれば最高でしたが。 

今回気になっていたのは女子バレーです。 

まさか、中国に勝つとは思ってもいなかっ
たのでびっくりでした。 

そして、ライバル韓国にストレート勝ちも感
動しました。 

28年ぶりの銅メダル！！ってか、28年
前って私の生まれた年じゃないです
か！！ 

今回のロンドンオリンピックでは、フェンシ
ングの男子フルーレ団体準決勝の太田雄
貴選手の試合が記憶に残りました。ラスト
１秒から同点、延長戦での逆転には勝利
への執念を感じました。 

もう一つは、女子バレーボールの韓国戦。 

まさか３－０で勝負が決まるとは予想して
いなかったので、韓国は調子が悪いのか
と思ってしまいましたが、日本の選手の活
躍には感動しました。 

 陸上競技ですね。自分でやっていたこと
もあり、つい観てしまいます。室伏広治は
銅メダルでしたが、あっぱれ！アレクサン
ダー（ﾐﾄﾞﾙﾈｰﾑ） 

 マイナーですが、デカスロン（十種競技）
が面白いですよ。勝者は、キング・オブ・ア
スリートと称えられ、ヨーロッパではすごく
人気が高いんです。あと豆知識ですが、女
子の世界トップクラスと男子高校生のトッ
プクラスって同じくらいの記録なんです。 

ロンドンオリンピック終わってしまいました
ね。めちゃ熱い2週間ちょいでした。 

同時に寝不足も解消されましたが・・・ 
一番見ていたのは柔道でしたが、やはり 

女子の松本薫さんでしょうか、試合前の 

殺気にも見えた気合の入れ方が半端な
かったですね。試合の内容よりも印象的で
した。だからこその金メダルなんだろうと 

思います。あっぱれ！ 

自分は、メンタル面が弱い所があるので、 

体操の内村選手 がどのようにプレッ
シャーをはねのけるのか？ 

気にしていました。 

結果は、見事な成績を残しましたが、本人
は、プレッシャーを感じていないし、外国人
選手が内村選手の練習中の演技を食い
入るように見ていても、見たければ見てと
いう自信。結局、練習による自信によるも
のなのでしょうか？ 



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 

『今回のオリンピックどの競技・または選手に注目
しましたか？』と、小出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 

個人的にはマラソンの藤原選手注目してい
ましたが本人も言っていたようにちょっと残
念な結果でしたが、あの舞台に立てるだけ
でも本当に素晴らしい事なので 

また次回期待したいです。 

体操の内村選手はもうあれは人間業では
ない様に思えるほど完璧ですげーの一言で
した。 

１００m人類最速のボルト。あの速さの景色
一回でいいから味わいたい。 

 今回のオリンピックはサッカーを一番注
目してました。 
 日本代表は男子が四位、あと少しでメダ
ル・・・女子もあと一つ勝てば金・・・どちら
も惜しかったです！ 
 個人的にはサッカー界で王国と言われ
ているブラジル男子代表が「初」のオリン
ピックの金メダルを獲れるかどうかを楽し
みにしていましたが、結果は準優勝でした。 
 ブラジルはオリンピックではなぜ優勝で
きないのか不思議です。  

 柔道男子６６キロ級の準々決勝で、日本
の海老沼選手と韓国のチョ・ジュンホ選手
の判定がコロコロと変わり、結局、海老沼
選手が勝利した試合がありました。私も海
老沼選手が優勢かなと感じていましたが、
チョ・ジュンホ選手の心境を考えると複雑な
気持ちになりました。 

 試合後の表彰台で、両選手が銅メダルを
首からぶら下げている姿を観て、「金より銀
より、銅でよかった！２個あるから！」 
と、勝手に嬉しい気持ちになりました。 

柔道を気にしていました 

国内選考からいろいろ話題でしたので。結
果は残念でした。 

柔道はお家芸でもあるので、どうしても周
りからの期待が高くなってしまい、選手の
みなさんのプレッシャーはすごかったと思
います。 

国内の激戦を制して世界と戦う、そして世
界のトップになる事のすごさ、そして難しさ
を教えてもらった気がします。 

            今回のロンドンオリン
ピックは、初のメダル、何十年ぶりのメダ
ルっていうが結構あって新鮮に感じました。 

卓球、バドミントン、水泳、サッカー、レスリ
ング、バレーなどなど、女子の活躍がすご
かったような気がします。 

中でも女子バレー、宿敵韓国にストレート
勝ちで銅メダル！！ 

私も実家でビールを飲みながら応援してお
りました。 

監督の手にフィットしているiPad?!がちょく
ちょく気になりましたが・・。 

毎回柔道などは注目して見ていますが男子
の金メダルが今回は0個ということで衝撃的
でした。100kg級と100kg超級があっさり負
けてしまったので残念でした。 

 

それと余り注目していなかった種目ボクシン
グで金メダルがでたことが凄かったです。 

ポイント制のボクシングも奥が深いですね。 

 

あと、今回も誤診が多かったので残念です
ね。(泣) 



 原 田 サービスマンの 

おいしいランチのご紹介 

今回は、ランチではなく小布施にあるスイーツ店のご紹介 

上高井郡小布施町大字中松

138-1 
TEL 026-247-2578 

 定番は「絞りたて牛乳ソフ
ト」です。他にも日替わりで
多いときには20種類くらい
選べます。 

 人気商品は売り切れてし
まうので早めに行ったほう
が吉です。 

ちなみに、7月に行ったときにはテレ朝のスマステの取
材が来ていました！！その日も20人ぐらい並んでいて
撮影してもらったんですが、放送見忘れました・・・・ 

  シングル ￥300- 
  ダブル     ￥350- 

トゥエル （Twell） 



 饗 場 サービスマンの 

なんでも通信 

平成の剣豪 宮崎正裕 

剣道経験者なら聞いたことはあると思いますが 

平成の剣豪宮崎正祐を紹介致します。ちなみに 

私も高校性の頃剣道で団体インターハイにでています。 

面影ありませんが(笑) 

 

1990年から2001年まで12年連続で全日本剣道選手権
大会に出場し、優勝6回・準優勝2回（内、2連覇2回。
1996年から2000年までの5年間、決勝戦に進出し続け
た）の偉業を成し遂げた偉大な方です。 

 

全日本剣道選手権大会は毎年11月3日行われていま
す。NHKで放送されています。剣道の試合でテレビで
放送されているのはこれしか知りません。(笑) 

ほとんど出場している選手が警察の方達です。 

たまに大学生などいますけども。 

 

剣道をしていた頃は私もよく目標にしてました。 

マジで強い人です。 

 

今では神奈川県警の剣道の 

総監督をやれています。 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1990%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2001%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2001%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%89%A3%E9%81%93%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9%E5%A4%A7%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%89%A3%E9%81%93%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9%E5%A4%A7%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/1996%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%BA%E5%8B%9D%E6%88%A6


 田 中 サービスマンの 

技術情報 

Capsulebrowser for MEAP ADVANCE のご紹介 

製品名 
標準価格 

（税別） 
備考 

Capsulebrowser for MEAP ADVANCE 69,800円 ●MEAPアプリケーション 

Capsulebrowser for MEAP ADVANCE インストールサー
ビス 

（MEAPアプリケーション） 
5,000円/台 

別途訪問料金が必要です。サービス提供内容は担当営業に
ご確認ください。 

Capsulebrowser for MEAP ADVANCE 保守サービス 

（MEAPアプリケーション） 
1,000円/月 

●操作問合せ/障害発生時の窓口 

●アプリケーションリカバリーサービス 

※ 詳しいことは当社担当営業までお問い合わせ願います。 



 土 屋 サービスマンの 

製品情報 



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/ 

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 


