142号 Present

オフィスに O a s i s を

デイリータオルとハンカチタオル 2 枚が入った
使いごこちのいいプレミアムタオルセットです。
上質なタオルで日常生活の中に「特別感」を♪

「ふわりの極み タオルセット」
を

90名様にプレゼント！

142

VOL.

今号のクイズ

ランチスープを作る時に便利な、 Pompageの機能は？

1. 再加熱ボタン

2. 保温ボタン

3. 非加熱ボタン

❶ クイズの答え❷ D- mailの号数（今号は142号）❸ お名前❹ 貴社名❺ 貴社ご住所 ❻ TEL
❼ ご利用頂いているダイオーズの商品 ❽いつも飲んでいるコーヒー ❾ 弊社担当営業所
❿ 弊社担当者 ⓫ 商品や「D-mail」に関するご意見・ご要望をお書きの上、官製ハガキ、当社
ウェブサイト（ https://www.daiohs.com）
、または下記応募用紙を担当にお渡しなど、いず
れかにてご応募ください。厳正なる抽選の上、当選された方には担当者が景品をお届けします。
先 〒105 - 6123 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル23 階
（株）
ダイオーズ ジャパン「D-mailプレゼント」係

宛

締め切り 2019年 3月6日消印まで有効
※お客様からお寄せいただいた個人情報は、投稿作品のご紹介、
プレゼントの抽選及び発送以外には利用いたしません。

前号クイズの答え▶Vol.141の答えは2の
「キャット＆カウ」
でした。

▼ 皆様の声をダイオーズにお聞かせください！
！▼

"

● クイズの答え

● お名前

D-mail Vol.142

● 貴社名

●貴

社 〒
ご住所

TEL

● ご利用頂いている

（

）

● いつも飲んでいる

ダイオーズの商品

コーヒー

●弊

社
担当者

営業所

● 商品や
「D-mail」
についての感想・要望・オフィス川柳

表紙の器プレゼントに応募

□

（ご希望の方は□内にチェックを入れてください）

表紙の器をプレゼント！
連載「いつも心にスイーツを」第56回〜レモンケーキ〜

Present 「ふわりの極み タオルセット」を90名様に！

詳しくは本誌を読んで、
インターネットで ダイオーズ を検索
オフィス川柳
募集中

すまし顔 机の下では 足鍛え

表紙の器を
1名様に
プレゼントします！

発行日／ 2019.2.4

結婚チャンス線

結婚をすることができます。
もしフリーなら、周りに運命

編集部▶自分好みのコーヒーが作れるっていいです

編集部▶ピュアウォーターは美味しいだけでなく

の人がいるかもしれません。

よね♡ ダイオーズでは豆も数種類ご用意がござい

体にもとっても良い安全安心の飲料水なのです♪

ます！是非色々お試しいただき、更に更にお好みの

たくさん水分とって心も身体も潤ってくださいね

（手相士 TOMO
happyculture.jp/）

コーヒーを追求してくださいね♪(*^▽^*)

(*^-^*)b

結婚チャンス線

持っ手る？ 開運線

水の消費が多くなりました。 （東京都 田中様）

「あればラッキー？」な開運線。

たコーヒー党の社員も納得の味でした！
（茨城県 森田様）

人はいませんか？

が高まっている時。幸せな

こちらも笑顔になります。ありがとうござい

同 僚に、上司に、友 人に、こんな 線 を持つ

い

ます。新しいウォーターサーバーを導入後、社内の

56 回

レモンケーキ

整できるのがとても重宝しています。最近入社し

に出てきたときは、結婚運

つも笑顔で重いお水を届けてくださって、

第

突如として人気復活した、
レトロなお菓子

員全員コーヒー好きなので、濃さや量が細かく調

レモン形のケーキを
コーティング

社

どことなくレモンの香り がする バターケーキ

結婚線が、両手の同じ高さ

るあの香り、
、たまりません‼ くぅ～また飲みたく
なってきました♡ 早速いれてきまぁーす(^。^)ノ

形に仕上げる。レモンケーキは、昭和の時代に一

手相の中でも変化しやすい

皆様からのお便りを紹介します

ますよね(≧▽≦) 更に、豆の袋を開けた瞬間広が

に、ホワイトチョコレートをまとわせてレモンの

実はこのレモンケーキ、日本生まれと言われて

78 回 「結婚チャンス線」

〜両手の同じ高さにくっきりとでた結婚線～

編集部に寄せられた

編集部▶豆からいれると美味しさも香りも全然違い

躍人気を博したスイーツです。

います。広島県の物産館で大正時代に生まれたの

年代。レモンの金型ができたことにより、大量

第

40

が始まりとされていますが、人気が出たのは昭和

生産がなされるようになり、その可愛らしい形と

あいまって、一躍お茶の間で人気となりました。

Voice Mail

今どきのスイーツとして大変身！

そんなレトロなイメージのあるレモンケーキで

すが、今、静かなブームが訪れています。国産レ

モンの登場にともない、ケーキに加えるレモン皮

の砂糖菓子にこだわったり、よりふんわりとした

（栃木県 梅山様）

食感のスポンジケーキを使ったものが登場するな

From User’s

ど、現在では「ご当地レモンケーキ」
を含め、スー

製氷機の貸し出しもあり、夏場でも楽しん

でいます。コンビニのコーヒーより安くておいしい

パーやコンビニエンスストアでも十種類以上が販

食べ応えのある大きさと、ほのかな酸味としっ

から入れるコーヒーは本当に喜ばれます。

ので一年中大活躍です。

地球環境にやさしい印刷
方法で作成されています

（福島県 三寄様）

売されています。

※実際に表紙撮影に使用
した器です。

かりとした甘さは、ちょっと小腹が空いた時に最

方は専用の応募欄に
チェックをしていただ
くか、
「表紙の器プレ
ゼント希望」と書い
てご応募ください。

適。コーヒーや紅茶とともに、ぜひ味わってくだ

さい。

今回の表紙で使われ
た器をプレゼントし
ます。ご応募される

豆

D-mail 第142号
発行所／株式会社ダイオーズ ジャパン
ダイオーズOCSチェーン本部

"

● 弊社担当

ピュアウォーターで簡 単！

ランチにホッとスープ
寒さが身にしみるこの季節、オフィスでも温かいスープを楽しみませんか？
手軽な材料とピュアウォーターで簡単にできるレシピをご紹介します。

基本の作り方
ふたつきの密閉保存容器やスープ
ジャーに具材と調味料を入れてオ
フィスへ。お昼になったらお湯を
入れて、ふたをしたら2 分で完成！

Pompageならアツアツ
再加熱ボタンのある Pompage なら、
給湯温度が 95℃まで上昇。アツアツ

ねぎとお麩のみそ汁

のスープを楽しむことができます。

材料
出汁入りみそ....... 小さじ 1
お麩..................2〜3個
万能ネギ
（小口切り）
........................ 3cm 分

出汁 入りみそなら
味が簡単に決まりま
す。ワカメや干し椎
茸、油 揚 げ などの
具もおすすめです。

ハムとセロリの
コンソメスープ
材料
ハム....................... 1 枚
セロリ（薄切り）
..... 1cm 分
顆粒コンソメ..... 小さじ 1/2

セロリの風味が味
わいに奥行きを出し
てくれます。薄切り
にしたズッキーニや
トマトを入れても。

サラダチキンと
豆苗のチキンスープ

ザーサイと
桜海老の中華風スープ

材料

材料

サラダチキン............ 15g
豆苗（刻む）
.............. 15g
鳥がらスープ....... 小さじ 1

好みに合わせてハー
ブ やカレー味の サ
ラダチキンにしても
OK。豆苗は 2cmく
らいに刻みます。

ランチのあとは、やっぱりコーヒー♪

ザーサイ
（刻む）
. ........ 15g
桜エビ..............6 〜 7 尾
ごま....................... 少々
中華スープの素.... 小さじ 1/2

ザーサイの塩気で全
体の味がまとまりま
す。白髪ネギやラー
油を加えると、ぐっ
と本格的な味に。

料理を作ったのは……

StudioBAX
フードコーディネーターが在籍する、
料理専門の撮影スタジオ。大手食
品会社のレシピ開発なども多数手が
ける職人集団。www.baxone.com

オフィス川柳 今月の一句

すまし顔

机の下では

足鍛え （福島県 三寄様）

●素晴らしい！！やっぱり本当の頑張り屋さんは人知れず努力する人ですよね！ よぉし！ 編集部もすまし顔、
見習わせて頂きます (` ´) ゞ［編集部］

