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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、好きな
卒業ソングは、なんですか？と質問して
みました。
何十年も前の事になってしまうサービ

スマンも・・・
甘酸っぱい思い出、ほろ苦い思い出の

詰まった曲を掲載させていただきます。

卒業ソング編♪

ぼくらのサービスマン

「制服の胸のボタンを下級生たちにね
だられ～」
と卒業した中学校時代を遙か遠くに思
い出します。
手前味噌ですが私自身も学生服の第2ボ
タンくらいは下級生にあげた記憶があ
ります！いやぁホントあの頃は良かっ
たなぁ・・・
と言うことで斉藤由貴の「卒業」です。

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

ユニコーン『すばらしい日々』ですか
ねー。

青春バンド時代の思い出がよみがえり
ますなぁ。

あの頃は… 若かった…

長野市内地区担当

長野支店 伊藤竜也

レミオロメン「3月9日」です。
特に思い入れがあるという訳ではない
ですが、自分が高校2年生のときにこの
曲が出て、当時カラオケでよく歌って
いたので自分にとっての卒業ソングは
これです。

尾崎豊「卒業」です。

夜の校舎窓ガラス壊してまわった様な
事はありませんが、

盗んだバイクで走り出したことはあり
ました。

ちなみに、ちゃんと元の場所に返して
おきましたよ。

長野市内地区担当

長野支店 高橋英男

自分の思い出の卒業ソングはSPEEDのMY 
GRADUATIONです。大学時代によくきいていた記
憶があります。この曲を聴くと当時を思い出し
ますね～。このときはちょうど長野の冬季オリ
ンピックの頃で上村愛子や船木をバイト先のホ
テル国際２１で仕事を抜け出して見に行ったこ
とがあります。
ケントデリカットも宿泊客で来ていて宴会場で
ウェイターをしていた自分に目が合ったときに
ウインクされました。
まあ、全然うれしくなかったですケド。。

飯山、中野、須坂、
信濃町地区担当

長野支店 原田 優



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

卒業ソングは「蛍の光」ですかね。
確変中に聞こえてくると、とても寂しく
なり、泣きたくなった事を今でも思い出
します。
やっと今きたのに悔しいです！と心の

叫びがあったような、なっかたような。
今も蛍の光なのかな？
あとは、海援隊の「贈る言葉」、森山

直太郎の「さくら」です。

私は、ぱっと頭にでてきたのが、森山直太郎の
「さくら」（独唱）ですね。昔、飲み会の２次会
とかで歌った記憶があります。あれはいい歌です。
それともう１つ。卒業ソングといえるかですが、

ゆずの「栄光の架橋」です。これは、歌詞のなか
に、～いくつもの君を超えて、辿りついた今があ
る・・・・～ と言うところが、今の自分から卒業
して更に上の自分を目指し栄光をつかむ的な感じ
で、自分の気に入っているフレーズです。 まだ、
カラオケで歌ったことのないので、いつか歌いた
いですね。これもいい歌です。

個人的に思い入れがあるのは、
ZONEの「卒業」でしょうか。
もう、解散してしまいましたが、
メンバーがすごく可愛かった（笑）

歌は、ほとんど歌うことが無いので
詳しくないのですが、原田と同じ、尾
崎の「卒業」、浜崎あゆみがカバーし
た「卒業写真」、山口百恵、谷村新司
の「いい日旅たち」くらいかなぁ。
あとは、カラオケ好きの饗場が、

色々書き込んでくれるでしょう。

思い出の卒業のうた 『巣立ちの
時』 です。
小学校の時、友達と先生と別れるの

が辛くて、最後この歌で泣いてしまっ
た事を覚えています。特に“さらば先
生～”というところで先生と目が合い
泣けて歌えなかった。当時大変お世話
になりとても好きだった先生のことを
思い出してしまう思い出の卒業歌です。
あの頃に戻りたいなぁ～笑

カラオケ好きですが、卒業ソングにつ
いてはあまり詳しくないです。個人的に
は、ケツメイシの「トモダチ」、「サク
ラ」、「涙」などが卒業ソングのような
感じがします。王道をいけば尾崎の卒業
とかになっちゃいますよね。レミオロメ
ンの「3月9日」もいいと思います。コブ
クロの「桜」なんてのもいいかもしれま
せん。でも、桜とかというと入学式とか
になってしまうような気がしますね。



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

ボクも、尾崎豊の『卒業』ですね！
世代はリアルタイムではなかったんで
すが、亡くなった後に尾崎豊のたくさ
んの名曲を知り、大好きになりました。
あの頃は、早く大人になって「自由

になりたい」と共感しながら歌ってま
したが、今となっては、「あの頃に戻
りたいなぁ」とあの頃を思い出しなが
ら歌ってます。

おいしいランチのご紹介

好きな卒業ソングを女性Vocalで２曲

１曲目･･･松田聖子「制服」
赤いスイトピーのレコードＢ面に
収録ですが非常に良い曲です。

２曲目･･･キャンディーズ「微笑み返し」
キャンディーズのラストシングル
で別れの詩になっています。

Ｍｉｙａｉｒｉサービスマン 手打ちそばで、年越しました！！

店内の石うすで粉を挽き、打ちたて、
ゆでたてのそばを提供しています。
ざるそば ４８０円
その他、色々メニューあります。

ＰＲコメント

０２６－２６２－５２２０ＦＡＸ番号

０２６－２６２－２７８８電話番号

〒３８１－２４０３
信州新町大字水内４６１９

住 所

１月１日・３月・９月 １日あり定 休 日

８：３０～１９：００（４月～９月）
８：３０～１８：００（１０月～３月）

営業時間

道の駅信州新町

長野市と松本市を結ぶ国道19号沿いにある道
の駅にある『そば信』。穴場的名店。４月から、
スタッフには、南信支店営業課「中村翔くん」
が笑顔で待ってますよ！ そばは太めで、しっか
りしたこしがある。香りもよい。ざるそば１人
前480円というロープライスもありがたいですね。
去年の大晦日は、手打ちそばをお持ち帰りし

て年を越しました。おいしかったですよ！
ぜひ、ご賞味ください！！



「プリンタから複合機まで」

ランニングコストの削減！省スペース化！
御社に合ったご提案を致します！！

御社で使い終わった
トナー・インク空容器を再利用！！

「リサイクルトナー」
「リサイクルインク」

￥ ものすごく安いです！
※お問い合わせください。

普段は１回使用した
容器は廃棄しますが、
その容器を再利用し、
中身を詰め替えます。

環境にもお財布にも優しい
商品です！！

なんでも通信

オフィス環境改善のお手伝いを！！

「パソコン、周辺機器 販売・設定」
「ネットワーク構築」

配線をスッキリしたい！無線がつながらない！
お困りごとがありましたら

お気軽にご相談ください！！

「CADシステム」
導入からアフターフォローまで

弊社にはインストラクターがおりますので
導入後も安心してお使いいただけます。

「事務用品」

ペン、のり、ハサミなどの文具
テプラ、タイムレコーダーなどの事務機器

イス、机、棚などのオフィス家具
豊富な取り揃え！

ペン１本から
お気軽にご注文ください！



OA機器の便利機能

【縮小レイアウト 2 in 1、4 in 1、8 in 1】ってご存知ですか？

・コピーやパソコンからの出力でご活用いただける、経費削減です！

⇒ 複数部ある原稿を１枚の紙に自動縮小して、印刷してくれます。

★例えば・・・預金通帳をＡ４の用紙に、２段で両面コピーしたい場合のご説明！

縮小レイアウト 編

①“応用ﾓｰﾄﾞ”の“縮小ﾚｲｱｳﾄ”を選
択

②原稿ｻｲｽﾞを“A5R”を選択し、“次へ”

③“2 in 1”と“両面ｺﾋﾟｰ”を選択し
て“次へ”

④用紙ｻｲｽﾞを“A4”を選択し“OK”で
“閉じる”

⑤通帳をｶﾞﾗｽのA5Rの枠に入るように
セット

⑥“ｺﾋﾟｰｽﾀｰﾄ”

⑦ 必要なﾍﾟｰｼﾞ数まで、⑤と⑥を繰
り返して “読込終了”

⑧出来上がり

※機種よって、多少異なる場合がございますので、ご不明な点など、ご連絡ください。



製品情報

釈 由美子さんのテレビCMでお馴染みですが、

期間が残りわずかとなっております。

お買い物、お忘れ物の無いように、ご注意ください！！

EPSONのお得祭り３月末までデスよ！！



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/


