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・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

・OA機器の便利機能

・ご案内

ITOHサービスマンたより

白馬三山と松川



いつもお世話になっております。
今回の 『ぼくらのサービスマン』 は、

【あなたにとってのパワースポットは、ドコで
すか？】 と質問してみました。

近、テレビで流行のパワースポットや、
自分にとっての元気が出る場所をご紹介さ
せていただきます。

ぜひ、お出かけくださいませ♪

パワースポット 編

ぼくらのサービスマン 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

戸倉、坂城、上田市

地区担当

上田支店 伊藤竜也

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

長野県伊那市の分杭峠（ぶんぐいとうげ）

行った事はないのですが、 近TVを見て
いたら紹介されていました。
何でも日本全国に数あるパワースポットの
中でも 大級の強さを持
っているとか。
一度、サービスマン全員
で行ってみたいですね 。

多くの木々に囲まれ、緑色の絨毯に敷き
詰められた空間で小さな小さな白球を青
空に向かって…

『ナイッショ～!!!!!』

って場所ですな。

パワースポットってゆうかパワーショット？

あまり自分自身パワース
ポットに興味がないんです
が・・・

野沢温泉の手前にある

「北竜湖」です。

池がハートの形で恋愛に
効くみたいですよ！！

須坂の米子不動尊の滝ですかね。

駐車場から30分くらい歩きますがそれくら
いの価値はあると思います。
この時期はまだ滝には入山
出来ませんがかなりのパワ
ースポットとしても人気です。
私は結構滝の落差と迫力に
感動しました！

岩盤浴

近、友達に誘われていくようになりまし
た。
石の上で寝て汗かいて効くのか？と思っ
てましたが意外と効きます。
身体のリフレッシュに 適
です。



松本、安曇地区担当

松本支店 村上和幸

松本、塩尻地区担当

松本支店 饗場新治

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

木曽 (松本、塩尻)地区担当

松本支店 森山喜重
松本、大北地区担当

松本支店 田中信吾

長野のパワースポットは全国で一番
南信地区のパワースポットである 『分杭峠』
ここは日本全国に数あるパワースポットの中でも 大
級の強さを持っていることで有名です。 その理由として
は、ゼロ磁場であるということと、大きな断層の上にあ
るということが上げられるそうです。ここは東日本と西
日本のプレートの境界部分にあたる場所で、地磁気や
放射線の強さは刻一刻と変わっていく特殊な環境にあ
ります。実際、長野県一のパワースポットには多くの人
が集まり、 「ここに来て病気が治った」
という人までいるほどです。
自分はまだ行ったことがありませんが
ぜひ行ってみたいです。

※秋葉原※
PCパーツ漁りが楽しい。ですが、 近は
大型店の出展ラッシュで、P
Cパーツに特化した店が駆
逐されて悲しいです。
※白川郷※
単純に癒されます。ひぐらし
のなく頃に行くと、情緒満点
ですね。

あまりパワースポットに関して、知識も、
行ったこともないのでご紹介とはいきませ
んが・・・。

私事で、去年の秋に、何気なく誘われる
かのように休日、家族と付近の山へよく紅
葉を見に行きました。その時はそれだけで、
身も心も穏やかになり、体的にもいいリフ
レッシュになりましたね。

やっぱり自然というものに
は、不思議なパワーが宿っ
ていると改めて感じました。

「富士山」

登山をする訳ではないのですが、

眺めてるとなぜか心が癒されます。

さすが日本が誇る山です。

パワースポットになるかわかりませんが、
勝負事、大事な物事の前に必ず[午伏寺]
に行きます。

小さい時からよくお参
りに行ってましたので
思い入れは強いです。

パワースポットには、全く興味が
無い為、紹介できる場所はあり
ませんが、パワーを貰えるとした
ら、楽しく酒を飲んでいる時です
ね。ここ 近は、全然、力を貰えていない。
そろそろ・・・。又、単車に乗って、
ツーリングに行った時など、
ワインデイング道路と綺麗
な景色 確か佐久方面に
あったような・・



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 宮入輝晃

おいしいランチのご紹介

Koideサービスマンのヤミツキあんかけやきそば

ボクは、綺麗な川へ出かけると、ワクワク
します。木曽の大桑村にある、『阿寺川』
は、まさにエメラルドグリーン！！
数多くの河川へ出掛けていますが、これ
ほど透き通った川は、他では見た事があり
ません。少し道路が
狭いのですが、ぜひ、
遊びに行ってみては
いかがですか♪

いむらやと言えば「あんかけやきそば」

50年間変わらない味で長野の名物といわれてます。

高く積み上げられた麺の上にあんかけがたっぷりと!!!

「ｵｲｵｲ甘すぎねーか？」

と思われる方もいるかもしれませんが、ところがどっこい

なぜかヤミツキになる味です。

無性に食べたくなってしまう長野のソウルフードなのです。

カラシ酢をかけてどうぞご賞味あれ!!

【住所】長野県長野市大字南長野南石堂町1423 

【電話】026-226-2238

「焼きそば」500円（大盛570円）
お店の表記は「焼きそば」ですが
いわゆる「あんかけかたやきそば」

こちらも忘れちゃいけ
ない「しゅうまい」
1個70円

飯田市の西部山麓線から見える東峰の
風景ですね。
パワースポットではありませんが、南北数
キロにも及ぶ丘陵のパノラマは絶景です。

ぜひ一度ご覧になって下さい。



Kobayashiサービスマンの家電情報

なんでも通信

３Dテレビの仕組みをご紹介！！

発売以来、売れ行き好調みたいです。あなたはもう見ましたか?

映画、ゲーム、スポーツと1度は見てみたいですね！今回は仕組みをご紹介します。



OA機器の便利機能

モードメモリへの登録方法

モードメモリ機能ってご存知ですか？
コピーをする時に、拡大縮小や用紙選択などを毎回設定していたり、たまにしか使わな

い設定を「どうやって設定したっけ？」と思い出しながら設定していたり、その設定を忘れ
ないように紙に書いて近くに貼り付けて置いたりなんてしていませんか？

そんな時、モードメモリをしておけば毎回手間のかかる設定をせずに、簡単に希望の設
定を呼び出す事が出来ます！！

① ②

③ ④

⑤ ⑥

初のコピー画面の状態から画
面②のように良く使う設定の状
態にします。

その設定の状態のまま、右下
あたりにある「応用モード」ボタ
ンを押します。

画面が上記画面③の状態に変
わり、左下の「▼」ボタンを押し
ます。

画面が上記画面④に切り替わ
りましたら、赤丸で囲ってある
「モードメモリ」ボタンを押します。

画面⑤に切り替わり、Ｍ1～Ｍ9と書いてあ

るボタン一つを選択します。今回はＭ１を選
択します。「M1」ボタンを押した後、右上に

ある「登録」ボタンを押してます。
※画面⑤の右下青丸の「名称登録」ボタン
を押すと「M1」のボタンの名前を変更する

事が出来ます。

画面⑤の「登録」ボタンを押した後、
上記⑥の画面が出てきますので、
「はい」ボタンを押します。

画面⑤にある「M1」ボタンに画面
②で設定した内容が登録されます。



⑧

⑩⑨

⑪

⑦

コピー画面の状態で、登録
の時と同じように、「応用
モード」ボタンを押します。

応用モード画面⑧になりま
すので、左下にある「▼」ボ
タンを押します。

画面⑨に切り替わり、「モー
ドメモリ」ボタンを押します。

画面⑩に切り替わり、先ほど登録し
たボタンを選択して押します。その後、
右下の「Ok」ボタンを押します。

応用モード画面⑨に変わります
ので「閉じる」ボタンで閉じます。

すると、モードメモリで呼び出し
た設定画面⑪に変わります！！

さらに、お好みキー設定と組み合
わせると、画面⑫のようにワンタッ
チボタンとして、置く事も出来ます。

※詳しい設定内容は、弊社担当
サービスにお尋ねください。

⑫

注※上記設定の画面と内容はIRCシリーズを参考にしたものです。

それ以外の機械につきましては、弊社担当サービスにご相談ください。

モードメモリからの呼び出し方法

OA機器の便利機能



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

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/

お客様への「より質の高いサービス」を目指し、
キヤノン製複写機をご愛用のお客様を対象に
インターネットによるアンケートを実施させて頂きます。
（期間：６月下旬～７月末日）

ご多忙の折、恐縮では御座いますがダイレクトメールが
届きましたら、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お客様の声をお聞かせ下さい

キヤノン複写機ご愛用のお客様へ


