166号 Present

オフィスに O a s i s を

手に馴染みやすい滑らかフォルムのステンレス製タンブラーです。
ホットもアイスも温度をキープでき、底面には安心の
滑り止め付きです☆ どちらの色が当たるかはお楽しみ♪

を
「真空ステンレスタンブラー」

166

VOL.

80名様にプレゼント！
今号のクイズ

被写体に寄った写真を撮影するとき、 歪みが出ない撮り方は？

1. カメラを被写体に近づける

2. 縦位置で撮影をする 3. ズーム機能を使う

❶ クイズの答え❷ D- mailの号数（今号は166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 〒100-0005 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
（株）
ダイオーズ ジャパン「D-mailプレゼント」係

締め切り 2021年1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.165の答えは2の
「正義の味方タイプ」
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.166

● 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 「真空ステンレスタンブラー」を80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

特

D-mail 第166号

コーヒーと 名城めぐりで リラックス

（東京都 五十嵐様）

発行日／ 2020.12.7

日本の名城めぐり 第 12 回

集のアレンジコーヒー。よくカレーにコー
ヒーやチョコレートを入れるとおいしいと

聞きますがスモークチキン風。ビックリです。コー

From User’s

ヒーで煮るスモークチキン、トーストサンドで食べ
てみます。

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

（京都府 村井様）

弘前城

Voice Mail

編集部に寄せられた
皆様からのお便りを紹介します

編集部▶実はスモークチキン風のアレンジには、編
集部もビックリ仰天！！(≧∇≦) コーヒーの万能ぶ
りに改めて感動しました…！！ 他のアレンジレシピ、
もし発見されたら教えてくださいヾ (＠⌒―⌒＠)ノ

仕

事始めの一杯、午後の眠気ざましに一杯、夕
方の一日の気合に一杯、こんな感じで頑張れ

5

月から契約させていただきティーサーバー
を使用しております。コーヒー以外にも紅

茶・ほうじ茶など3種類毎月選べるため、社員全

る！ コーヒーの香りが大好きです。 （愛媛県 山本様）

員大満足です。

編集部▶コーヒーはリラックス効果だけでなく、集

編集部▶ご契約いただき誠にありがとうございます

中力UPにも効果あり、ONにもOFFにも欠かせませ

(≧∇≦) 選べるティーサーバー、おかげさまで大

（北海道 吉田様）

んよね(*^▽^*) 味だけでなく香りまで幸せを運ん

変ご好評いただいております♡ 色々なラインアッ

でくれる……コーヒー様様です！！

プをお試しくださいネ(*^▽^*)

桜花爛漫、桜色に染まる城

津軽平野南部に位置し、世界自然遺産の白神山

ひろさき

地などの山々に三方を囲まれた津軽地方の中心都

市、青森県弘 前市。その中心部にあるのが、東北

やぐら

唯一の現存天守「弘前城」
。天守のほかに、３棟の

文化財に指定されています。この弘前城（弘前公

櫓と５棟の門が、築城時の姿で現存し、国の重要

さくらまつり」には、国内外から２００万人を超え

52

園）
、
「桜の城」
として有名で、毎年開催される
「弘前

「明日の顧客訪問でエビデンス
（契約書面）
をとるのを忘れ
ないように」

じゅうたん

「今日の会議のエビデンス
（議事録）
を送ってください」

にしぼり

「エビデンス
（言った言わないの証拠）
を残しておきたいか
ら、メールをもらっておきなさい」

る人が訪れます。西濠の約３６０メートルにわた

こんな風に
使います

うに外堀の水面を埋め尽くす花いかだなど、 種

ビジネス分野では言った言わないの「証拠、
裏付け」の意味。
会議の議事録、契約書など、記録されたもの（証拠）のこと。

る桜のトンネルや桜の花びらがピンクの絨毯のよ

※実際に表紙撮影に使用した器
です。

What is エビデンス？

ゆきどうろう

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。

類、約２６００本の桜と城のコラボレーションは、

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。

ベント「弘前城雪燈籠まつり」での、雪燈籠やロウ

カタカナビジネス用語

日本一ともいわれる猛烈な美しさ。また、冬のイ

5回

な世界の中にたたずむ雪化粧した天守の凛とした

第

ソクを灯したミニかまくら群がつくりだす幻想的

今さら聞けない

姿は、神秘的な美しさを放っています。

表紙の器を 1名様に
プレゼントします！

"

● 弊社担当

内容が伝わりやすいように、企画書やプレゼン資

プロのカメラマンから学ぶ

料などに欠かせない写真。魅力的な写真が使われ

スマホカメラ撮影術

ていたら、提案内容がさらに引き立つかも……。
そこで、手軽に撮影できるスマホカメラで、写真
の魅力がアップするちょっとしたテクニックをプ
ロのカメラマンに教えてもらいました。

フード＆ドリンクを被写体にして、撮影してみよう！
❶カメラを
被写体に近づけて撮影

❷ズーム機能を使い
被写体を撮影

上のような被写体を、まわりに余計
なものが入らないように、左の❶❷
の方法で撮影してみましょう。

❶と❷を比較してみると、❶の写真は……
●皿：歪んで見える ●コップ：傾いて見える
●フード：立体感があまりない ●まとまり、安定感がない

カメラのレンズは平らではないので、被写体にカメ
ラを近づけていくと、外側が歪みます。まずは被写
体の全体が入るよう、少し離れた位置でカメラを構
え、ズーム機能で被写体に寄っていきましょう。

撮影の

Point

配置や向きをアレンジしてみよう！ 「寄り」でシズル感を出そう！

寄りで撮影

全体を収めて撮影

横位置
縦位置

撮影の

Point

被写体の配置やカメラの向きを変えると、同じ被写
体でも印象が変わります。いろいろアレンジして、
その被写体に合ったワンランク UP した写真に挑戦
してみましょう。たとえば上の写真、縦位置より横
位置のほうが、左上の空きが気になりませんね。

撮影の

Point

ブレイクタイムは、
おいしいお茶を飲みながら
たのしくスマホ撮影の研究会

ダイオーズのティーサーバー

オフィス川柳 今月の一句

コーヒーと 名城めぐりで リラックス （東京都 五十嵐様）

全体を収めようとすると、細かな部分が見えにく
いので、ポイントとなる部分（上の被写体の場合、
パスタの具）に寄って撮ると、香りが漂ってきそう
な、シズル感のある写真に仕上がります。

教えてくれたのは…… フォトグラファー 片桐

圭さん

広告や出版向けの撮影を手がけるフォトグラファーチーム、合同会社リンガフランカ
の代表。どんな被写体であれ、イメージを具現化していく撮影のプロセスそのものを
楽しんで現場に臨んでいる。撮影ジャンルは多岐に渡るが、人物、料理の依頼が多い。
フランク・ミュラーアートコンテスト「創造ノ天才」小山薫堂賞。
合同会社リンガフランカ HP：https://www.linguafranca.tokyo
●美
 しいお城を想像しながらひと休み、癒されますよね♡ 編集部も国内に素敵な歴史的建造物がまだまだ
たくさんあることを知りました！いつか全部制覇したいなぁ (*´ω｀*) ♪［編集部］

