163号 Present

オフィスに O a s i s を

１０月１日は「コーヒーの日」です。
今年も、実際にダイオーズのコーヒー豆が入っていた麻袋で
エコバッグを作りました！

を
「コーヒーエコバッグ」

50名様にプレゼント！

163

VOL.

今号のクイズ
移転先の新本社の最寄り駅は？

1. 東京駅 2. 高輪ゲートウェイ駅 3. 新宿駅
❶ クイズの答え❷ D- mailの号数（今号は163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 2020年10月14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.162の答えは3の
「ドローイン」
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.163

● 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 「コーヒーエコバッグ」を50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

暑

D-mail 第163号

ランチ後は 締めのコーヒー いただきます

（北海道 金濵様）

くなっても熱いコーヒーがおいしいです。
貴社のコーヒー最高！！（岡山県 伊藤様）

編集部▶「最高！！」のお言葉をいただき嬉しくて叫

From User’s

んじゃいましたヾ (*＾∀＾*)ﾉいつまでもお客様の「最

Voice Mail

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／ 2020.9.14

日本の名城めぐり

備中松山城

第9回

編集部に寄せられた
皆様からのお便りを紹介します

高！！」をいただけるよう、美味しいコーヒーを追求
し続けます(￣^￣)ゞ♪♪

定 してくださるので、とても助かってます。
期的に来社して、キチンとメンテナンスも

お

茶、コーヒーはもちろん、冷たいお水も
いつでも飲めて、嬉しいです。今はコロ

ナの影響でお客様へのお茶出しは、自粛してい
ますが、お茶出しも助かっています。

いつも、本当にありがとうございます。

（神奈川県 大谷様）

（愛知県 稲垣様）
編集部▶お客様がいつでも安心してご利用いただ

編集部▶いつもご愛飲いただきありがとうございま

けるよう、メンテナンスも精一杯丁寧に真心込めて

す！ 常に冷たいお水が飲めるって本当に便利です

対応させていただきます( ^▽^ )ゞ 是非これからも

よね♪ おいしいピュアウォーターでカラダとココロ

末永くお付き合いくださいね♡

を潤して、ウイルスに負けず頑張りましょう

雲海に浮かぶ神秘的な山城

がぎゅうざん

美しい山々に囲まれた盆地の中央部を清流

たかはしがわ

高梁川がゆっくり流れ、備中の小京都とも呼ばれ

やまじろ

天守のなかで最も高いところ

12

る岡山県高梁市。その北端にそびえる臥牛山に鎮

座するのは、現存

しっくい

漆喰塗りの壁と黒い腰板のコントラストが空の青

（標高約430ｍ）にある山城「備中松山城」
。白い

れています。見どころは、山の地形を利用したダ

やオレンジ・スイートの香りを楽しんで質の良い眠りを。

に映える美しい天守は、国の重要文化財に指定さ

オレンジ・スイート

積み上げられた人工の石垣とが見事に融合してい

ラベンダー

寝る前に、緊張を和らげ、リラックス効果の高いラベンダー

イナミックな石垣。天然の巨大な岩盤とその上に

※実際に表紙撮影に使用した器
です。

そんな方には……

ます。自然豊かな環境に建つ備中松山城は、美し

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。

い四季の景観が楽しめ、雲海が発生する季節には

アロマの香りで気分をコントロール！

“雲海に浮かぶ天空の城”の幻想的な世界が広がり

仕事で失敗して落ち込んだとき、寝不足で

スッキリしないとき、集中力を高めたいとき……。

写真提供：岡山県観光連盟

的に城内の見回りをされています。ニャンともか

4回

ます。お城では、
「猫城主 さんじゅーろー」が定期

第

わいいお殿さまに尽くしたくなりますが、尿路結

アロマなくらし

石持ちなので、おやつの献上は控えましょう。

表紙の器を 1名様に
プレゼントします！

"

● 弊社担当

We are moving
2020.9.23 wed
本社移転のご挨拶
この度弊社は本社を以下の通り移転する運びとなりました。
日本の中心である東京駅直結の地で、次の五十年に向けた新たな一歩を踏み出して
まいります。日本、そして世界を見据え皆様のご期待に添えますよう一層の努力を
重ねてまいる所存です。今後とも倍旧のご支援、ご愛顧を賜りますようよろしく
お願い申し上げます。

２０２０年 9 月吉日

代表取締役社長

萩

新所在地

真一

原

守

東京都千代田区丸の内 １‐７‐１２
東京駅ＪＲサピアタワー１４階

丸の内

丸の内オアゾ

丸の内中央口
丸の内南口

丸の内北口

JR 東京駅
新幹線南のりかえ口

新幹線中央のりかえ口

大手町方面

北
自
由
通
路

JRサピアタワー14階
新幹線日本橋口

東
京
メ
ト
ロ
大
手
町
駅
Ｂ
７
出
口

キッチンストリート

八重洲中央口
八重洲南口

大久保

〒１００‐０００５

Map

京葉線

代表取締役社長

東京駅八重洲北口改札より
アクセス

出口直結 徒歩２分
東京メトロ東西線 大手町駅Ｂ７出口直結

電話

０３‐５２２０‐１１２２（代表）

八重洲北口
新幹線日本橋口

品川

オフィス川柳 今月の一句

八重洲

上野

ランチ後は 締めのコーヒー いただきます（北海道 金濵様）

業務開始日

２０２０年９月２３日（水）

●ラ
 ンチ後のコーヒー、
必要不可欠ですよね ( ≧ω≦ ) 美味しいランチでお腹が満たされた後は、
締めのコー
ヒーでホッと一息…よし！午後の仕事もがんばるぞぉ～！
［編集部］

