146号 Present

オフィスに O a s i s を

冷蔵庫ポケットにピッタリなハンディポットです。
どちらの色が当たるかはお楽しみ☆

「ハンディポット1.2L」を

146

VOL.

90名様にプレゼント！
今号のクイズ

おかげ様でダイオーズは●周年を迎えます。当てはまる数字は？

1. 30

2. 50

3. 100

❶ クイズの答え❷ D- mailの号数（今号は146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 6月26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.145の答えは1の
「チーズクリームティー」
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.146

● 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！

Present 「ハンディポット 1.2Ｌ」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

D-mail 第146号

昼食べて コーヒー飲んで さあ仕事

（神奈川県 久保様）

地球環境にやさしい印刷
方法で作成されています

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
発行日／ 2019.5.27

50th Anniversary Special

アンケートにご協力いただいた方の中から
抽選で 600名様に 50周年記念商品をプレゼント！
応募期間 2019 年 6月1日～ 7月31日まで

A

ダイオーズオリジナル
賞 ドリップパック
20 個入 1 セット

計200名様

B

※画像はイメージです。

50 周年オリジナル
賞 記念ペットボトル
24 本入

計200名様

ダイオーズお掃除セット

C賞

●マルチクリーナー
●トイレクリーナー

●除菌スプレー ●スポンジ

D賞

A～C 賞
いずれかひとつ
※商品はお選びいただけません。

計200名様
※ A 〜 C 賞の当選者数には D 賞の当選者数が含まれます。

応募方法

QRコードまたは下記のURLからアンケートにお答えください。

https://www.daiohs.com/anq/index.html

"

● 弊社担当

２号連続
特集！

ダイオーズの歴史をめぐる旅

2019 年、ダイオーズは創業 50 周年を迎えます。オフィスの皆様のお役に立てるサービスをめざして半世紀。

さあ仕事 （神奈川県 久保様）

全国にサービスをお届け
できるようになりました。

1980 年

東京 PDセンター
竣工
自社製造することにより、
より良い品質のコーヒーを
お届けしています。

1988 年

Voice Mail

チェックしてくれていて、
部長とも話が盛り上がっ

当者さん、弊社が新展開している事業内容まで

編集部に寄せられた
皆様からのお便りを紹介します

From User’s

担

ていました。いろいろな業者さんが出入りしていますが、

（愛知県 藤井様）

事業内容のお話までできるのはダイオーズさんだけで

す！部長共々感動しました！

私共こそお客様の笑顔でたくさんの元気をいただいてい

編集部▶嬉しいコメント誠にありがとうございます(≧▽≦)

るのです♪ 今後もお届けする事だけでなく、お客様とのコ

（静岡県 杉山様）

スにうるおいが！ いつもありがとうございます。

ォーターサービスを導入してから、
渇きがちなオフィ

ミュニケーション、何より大事にしていきたいと思います！

ウ

編集部▶オフィスのオアシスになれるよう、心を込めてこ

れからも提供させていただきます(
‘◇’
)ゞ ピュアウォーター

は体にとーーってもいいのでどうかたくさん飲んで体の渇

楽しみにしています。掲載されているお菓子の歴

月のD-mailで、いつも心にスイーツをの記事を

きも潤してくださいね♡♡♡

毎

史や由来がわかり、今まで何気なく食べていたものがと

（岡山県 原田様）

てもありがたく感じます。これからも楽しみにしています。

編集部▶編集部も「いつも心にスイーツ」の掲載をはじ

食べている物の背景が分かると、次に食べるのが楽し

めてからたくさんのことを知ることができました♪

みになりますよね♪(*’
ω’*)

表紙の器を 1名様に
プレゼントします！

※実際に表紙撮影に使用した器です。

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。

to be continued...

踏み出しました。

社会的企業としての第一歩を

この年、責任ある

株式店頭公開

1996 年

海外ダイオーズの第１号です。

今では世界 7 カ国で展開している

サービスを、アメリカに逆輸出。

アメリカ生まれのオフィスコーヒー

ダイオーズUSA設立

たくさんのご愛顧をいただき、心から感謝申し上げます。今回は D-mail 紙面でも、その歴史を振り返ってみます。

ダイオーズ OCS
フランチャイズチェーン設立

1978 年

創業

現在では全国 80 か所にある

1969 年
東京浅草に米穀店として

コーヒー飲んで

フランチャイズ化することにより、

ダイオーズの加盟店。

1977 年

オフィスコーヒー
サービス開始

昼食べて

実はダイオーズが始まりでした。

今では当たり前のようですが、

なくしたい」とサービス開始。

「オフィスからお茶汲みの仕事を

サービスにヒントを得て、

アメリカで出会ったオフィスコーヒー

創業しました。

オフィス川柳 今月の一句

●昼食後のコーヒーは絶対欠かせませんよね♪お腹いっぱいになって少しウトウトしてくる午後も、食後のコーヒーで集中力アーップ！！
午後の仕事がびっくりするほどはかどります♪♪［編集部］

