158号 Present

オフィスに O a s i s を

心地良い振動で程良く刺激！
片手で使えて便利なボディープッシャーです。
お家でのリラックスタイムや
オフィスでの休憩にいかがですか♪

158

VOL.

を90名様にプレゼント！
「電動ボディプッシャー」
今号のクイズ
ミニサボテン・多肉植物の水やりの頻度は？

1. 1日1回 2. 1週間に一度くらい 3. 3カ月に一度
❶ クイズの答え❷ D- mailの号数（今号は158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。
宛

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

締め切り 2020年 5月27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.157の答えは3の
「17」
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.158

● 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）

Present 「電動ボディプッシャー」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

表

D-mail 第158号

寒い日も コーヒーあれば 「暖」と「談」

（大阪府 中松様）

紙の器と茶菓の組み合わせを楽しみにしてい
ます。
（こんなお菓子があるんだ！）
（飲み物の

色が映える器だな）と、楽しませていただいてます。

Voice Mail

From User’s

仕事の合間にダイオーズのコーヒーを飲みながら、連

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／ 2020.4.27

日本の名城めぐり

彦根城

第4回

編集部に寄せられた

載やコラムで一息ついています。（岩手県 柳田様）

皆様からのお便りを紹介します

編集部▶D-mailの表紙の撮影は編集部もいつも楽し
みなんです♪♪ 器、毎回とっても素敵なものばかりです
よね、あ～編集部も応募したぁい～ (*´Д｀)/ スイーツも

は寒いのであまり喉がかわかないし、飲ま
なくても大丈夫だろう、と思ってしまうこと

が多いのですが、今後気を付けようと思いました。

こんなにたくさんの種類があるなんて驚きですよね…！
！

会

冬

社にダイオーズさんのコーヒーが入ってか

お茶付きのサーバーに変えていただいたので、た

ら、美味しくて毎朝飲むのが楽しみになっ

くさん飲みます！！

ています。最近は他部署の人にも紹介させてもらっ
ています。

（岩手県 八尾様）

（東京都 金子様）

編集部▶「かくれ脱水」とっても勉強になりました
よね♪ 冬はついお水の摂取がおろそかになりが

編集部▶ご愛飲いただきありがとうございます(*^▽^*)/編集部

ちですが、編集部もピュアウォーターを前よりも

も毎朝のコーヒーを楽しみにいつも出社しております(｀―´)ノ！！そ

こまめにとるよう心掛けるようになりました！夏も

して昼食後の一杯、おやつタイムの一杯…楽しみがいっぱい♡

冬も潤い大切ですね(*´▽｀*)

派手さはないが洗練された華やかな城

12

琵琶湖を望む小高い丘にたたずむ白い城
「彦根城

から は

（滋賀県彦根市）
」
。現存 天守のひとつであり、保

い り お も や は ふ

存状態のよさから国宝にも指定されています。こ

きりづまはふ

もの破風（現

18

重三階の国宝天守。切妻破風、入母屋破風、唐破

種の破風様式を取り入れ、

3

の彦根城の最大の見どころは、なんといっても三

ふ

存 天守のなかで最多）を複雑かつバランスよく組

12

風の

◦山田花子
◦ 30歳女性専業主婦
◦ 東京都在住で、夫と 6 歳の娘を持ち、趣味は料理
◦レシピブログを開設している

規模は小ぶりでも、城下から見上げたときに大き

「今回の新商品のペルソナです」

み合わせた天守の類い稀な美しさは見逃せません。

※実際に表紙撮影に使用した器
です。

こんな風に
使います

3

回、決まった場所に登場す

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。

く壮麗に見えるよう、破風や窓のデザインや数な

What is ペルソナ？
「商品・サービスを利用する理想の顧客の人物モデル」のこ
と。ターゲットに似ていますが、年齢や性別だけでなく、学歴、
家族構成、趣味などまで詳細に人物像を設定します。

どが工夫されているそうです。また、彦根城を訪

横文字の用語を突然使われて、
意味が分からずに困ることはありませんか？
ビジネスでよく出てくるカタカナ用語について紹介します。

れたら会っておきたいのが、彦根市のマスコット

カタカナビジネス用語

（提供：彦根観光協会）

「ひこにゃん」
。毎日

3回

場場所や時間を確認して、「白いもふもふ」
による極

第

るので、城内の掲示やひこにゃん公式サイトで登

今さら聞けない

上の癒しを体感しに行きましょう！

表紙の器を 1名様に
プレゼントします！

"

● 弊社担当

ミニサボテン・多肉植物で

デスクにオリジナルの

癒し空間!!

入社や異動、転勤などの環境の変化により、疲れやストレスがたまりがちな春。
ストレスケアに自分好みのミニ植物の寄せ植えをつくって、デスクで育ててみませんか？
緑は疲れた目を癒したり、ストレスを緩和すると言われていますが、
自分で「育てる」ことでストレス軽減効果がさらに増すそうです。

ミニサボテン・多肉植物のメリット
● 100円ショップでも手に入る
● 育てやすいので、育てることがストレスにならない
● 見た目のかわいさからも癒される

土いらずで簡単なカラーサンド

リメイク缶で個性的に！

お手入れ方法

お手入れ方法

●水 やりは1週間に一度く

●水 やりは1週 間に一 度、

らい（やり過ぎは根腐れ

もしくは、土が乾いたら

の原因に）

用意するもの

たっぷりと水を与える
（鉢

●容器に水抜き穴がないの

が軽く感じる、土が乾い

で、底に水がたまらない

て白くなっているなどが

程度に

水やりのサイン）

●定期的に日に当てる

●定期的に日に当てる

※水やりの頻度は、季節などによ
り若干かわります

※水やりの頻度は、季節などによ
り若干かわります

つくり方

用意するもの

つくり方

●お好みのミニ植物

①植物は土を落とし、根を少しほぐす

●お好みのミニ植物

①植物は、根を少しほぐす

●お好みのグラス

②用意した容器にお好みの色のカラーサンドを入れ

●お好みのリメイク缶

②用意した缶の底に数カ所穴をあける

●多肉植物・

③容器の半分くらいまで土を入れ、割りばしの後ろ

●カラーサンド

る（1 色でもいいですが、色を重ねるとオリジナ

●軍手

ル感が UP）


（サボテンにはトゲがあ
るのでグローブを付け
ましょう）

●ピンセット

サボテン用の培養土

③植物を置くところを少しくぼ

●カラーサンド

ませ、植物を配置したら、カ

●割りばし

ラーサンドで固定する

●軍手

すべて
ップ
100 円ショ
で入手可能

すべて
ップ
100 円ショ
で入手可能

小物をプラス
してスモール
ワールドに

レイアウトが決まったら、土を流し入れる
⑤株の根元や隙間に土を入れて固定し、ピンセット

●ピンセット

（細かい作業をするとき
に便利）

の部分で土を突いて、空気を抜く
④出来上がりをイメージしながら植物を仮置きし、

で整える
⑥お好みの色のカラーサンドを上から敷きつめる

アレンジしてもっと自分らしく！

容器は あくまでも
“脇役”……なんて
概念は破棄！

使うだけでオ
シャレ！がリメ
イク缶の魅力

教えてくれたのは……

ブレイクタイムはおいしいコーヒーと
かわいいミニ植物で至福のひととき
オフィス川柳 今月の一句

寒い日も コーヒーあれば 「暖」と「談」 （大阪府 中松様）

今回紹介していま
せんが和モダンな
雰囲気で男性にも
人気の苔玉

上村良子さん

フラワーデザイナー、クラフト＆インテリアコーディネーター、スタジオ Fabulous Rose
主宰。国連ユネスコやカーネギーホールなどでフラワーイベントのプロデュースや、さまざ
まなアイテムのハンドメイド体験レッスンなどを企画・運営。ＮＨＫニュースの情報コーナー、
テレビ朝日モーニングバードなどのメディアにも出演。
●スバラシイ一句 o( ≧▽≦ )o コーヒーがあれば暖まり、話も弾みますよね♡ さらにはリラックス効果、逆
に集中力アップ効果まで！！ もうコーヒー様様ですね ( ´ー｀人´ー｀ )［編集部］

