176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！

176

VOL.

を
「コーヒーエコバッグ」

50名様にプレゼント！
今号のクイズ

10月1日が「国際コーヒーの日」になった理由は？

1. コーヒーの発見日 2. コーヒーの新年度 3. コーヒーの木の種まき日
❶ クイズの答え ❷ D- mailの号数（今号は176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 ▲WEB応募フォームは
こちら
「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（ h t t p s ://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10月13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.175の答えは3の
「逆浸透膜
（RO）
フィルター」
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.176

● 貴社名

●貴

社 〒
ご住所

TEL

（

）

● いつも飲んでいる

● ご利用頂いている

コーヒー

ダイオーズの商品

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

M

D-mail 第176号

コーヒーの 香りにつられ 列できる

IONEを置いてから職場の雰囲気が明るくなり
ました‼ 1杯挽きを待っている時間にもみん

From User’s

なコミュニケーションが増えたと思います‼コーヒー 1

て嬉しいですヽ(◎´∀｀)ﾉ 豆も挽いている時間も、
コーヒー
とりながら楽しく過ごせるって本当に素敵ですね(o´∪｀o)

お

つきあいさせていただいてから、丁度10年

Voice Mail

私

日本の名城めぐり 第 21 回

むときの水として、ある時は赤ちゃんのミルクの
お湯として使用していただいてます。おいしい
水を飲んで「おいしい」という声を聞くとこちらも
ほっこりします。配達の方もさわやかなのでい

おいしく社員全員に好評です。 （茨城県 遠山様）

らっしゃるのが楽しみです。 （東京都 長田様）

編集部▶ご愛飲いただきありがとうございます！

編集部▶ピュアウォーターはおいしいだけでなく、服薬

煎茶おいしいですよね♡ たくさんの方に愛される

やミルクを作るのにも適した安全なお水なので、まさに

味をこれからも目指して、日々精進してまいります！

ぴったりなんですよ！ お客様のお客様にも安心して

今後ともどうか末長～くよろしくお願いします♪

ご利用いただけるよう、
これからも頑張ります

徳川軍を二度も負かした真田の城

美 しい花 々 や 新 緑、稲 穂の 揺 れる田 園 に 紅 葉、

白銀の世界など、季節ごとに色を変える、自然豊

かな街、長野県上田市。戦国武将・真田一族の本拠

さなだまさゆき

地として知られるこの街のシンボルといえば、やは

次・第二次上田合戦で徳川の大軍を撃退し、天下

り真田昌幸によって築城された「上田城」です。第一

にその名を轟かせた上田城は、堀と土塁で囲われ、

ちくまがわ

千曲川の分流に築かれた城の南は断崖、北と西は

ようがい

石垣も少なく簡素。たやすく攻略できそうですが、

ひるさわがわ

やでさわがわ

矢出沢川を引き込んだ堀、そして唯一の攻め口の東

は蛭沢川や湿地帯という、天然の要害に守られて

話のさわりだけ聞かせる

×誤：話などの最初の部分
○正：話などの最も感動的な部分や要点

ひがしこぐちやぐらもん

潮時を見計らう

×誤：あきらめるタイミング
○正：一番よいタイミング

いた堅固な城です。城を訪れると、天守を持たない

気持ちのいい小春日和

×誤：３月、４月の寒さがゆるんできたころの天気
○正：初冬のころの、晴天で穏やかな暖かい天気

櫓・北櫓 が迎えてくれます。また、築城の際に柱

あなたは正しく使えていますか？

上田城の顔とも言える東虎口櫓門と両サイドの南

間違えやすい 普段から何気なく使っている言葉、
言葉
本来の意味を間違って使っているかも。

あったと言われている真田井戸など、戦国時代の名

第7回

石として据えた巨大な真田石や、城外への抜け穴が

今回のお題

残を随所に見ることができます。

写真協力：上田市マルチメディア情報センター

表紙の器を 1名様に
プレゼントします！

上田城

共の職場は医療機関なので、
ピュアウォー

こにも販売されてないダイオーズ様の煎茶が非常に

※実際に表紙撮影に使用した器
です。

発行日／ 2021.9.13

ターは患者さんの飲み水として、薬を飲

になりますが、この様なおいしいお水と、ど

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。

地球環境にやさしい印刷
方法で作成されています

編集部に寄せられた
皆様からのお便りを紹介します

杯、みんなを笑顔にするなぁ～。（神奈川県 安部様）
編集部▶みんなを笑顔に…！ ダイオーズの願いが届い
を飲んでいるときも、共に働く仲間とコミュニケーションを

（愛知県 岩村様）

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

● 弊社担当

あなたはいま何を飲んでいますか？

コーヒーの好みで
性格がわかる？

アメリカの臨床心理士ラマーニ・デュルヴァスーラ博士が、
1,000人以上にもおよぶコーヒー愛飲者への調査などか
ら導き出した結果によると、人の性格がコーヒーの好みに
表れるのだとか。ちょっとしたお遊び感覚で取り組んだ研
究だそうなので、軽い気持ちで楽しんでください。

テ・
カフェラ ノ
ー
チ
カプ

コーヒー
ブラック

ムダを嫌う無口で 不愛想

ムリをしがちな 快楽主義者

■伝
 統や習慣などを尊重し、変化を好ま

■快
 楽を求める

ない（保守的）
■素
 直で正直、まじめ
■純
 粋なものが好き
■物
 事をシンプルに考える
■忍
 耐強い
■効
 率的
■不
 愛想で上から目線
■気
 分にムラがある
■自
 分のやり方に固執する

■人
 に気をつかうことが多く、まわりの人

を喜ばせることが好き
■あ
 けっぴろげな性格

ーヒー・
アイスコ ーノ
フラペチ

新しいもの好きな 行動派

■い
 つまでも子どものような感性を持っ

ている
■次
 々と新しいことに挑戦したり、流行の

先端にいるのが好き

■人
 生の苦しさをやわらげようとする

■社
 交的で大胆

■時
 間を惜しまない

■想
 像力豊かで、無邪気

■人
 のために労力を注ぐ

■自
 発的

■ム
 リをしがち

■そ
 の場しのぎをしがち

■自
 分のことは後回しにする傾向がある

■健
 康への影響を深く考えない
■向
 こう見ずなときがある

ソイラテ・
デカフェ・ーヒー
特注コ

トコーヒー
インスタン

健康意識が高い 完璧主義者

計画が苦手な 楽天家

10月1日は
「コーヒーの日」
コーヒー国際協定が定めたコーヒーの新
年度は、豆の収穫・出荷時期に合わせた
10月。年度スタート日の 10月1日が「国
際コーヒーの日」となりました。日本でも、
秋冬期にコーヒーの需要が増えることか
ら、全日本コーヒー協会が、10月1日を
「コーヒーの日」と定めました。イベント
やキャンペーンを行うカフェもあるので、
コーヒー好きの方はワクワクしますね。

■仕
 切るのが好き

■古
 風なところがある

■わ
 がままと言われがち

■お
 っとりとした性格

■（ひとつのことに）

こだわりを持つ傾向

■楽
 観的で人生をありのまま受け止めら

にある
■完
 璧主義者
■健
 康や体調に対する意識が高い
■つ
 ねに健康的な選択をする
■ル
 ールや秩序にとらわれすぎる
■傷
 つきやすい
■心
 配性

れる
■細
 かいことにこだわらない
■の
 んびりしすぎる
■マ
 イペースで、やるべきことを先延ば
しにしがち
■健
 康に疎い
■計
 画性がない

オフィス川柳 今月の一句

コーヒーの

香りにつられ

列できる （愛知県 岩村様）

となりの人はどんなコーヒーを
飲んでいますか？

ダイオーズのコーヒー

●ふ
 と良い香りがしてくるとついつい飲みたくなってしまうんですよね (*´Д｀)
みんなでおいしいコーヒーを飲みながら少し休憩しちゃいましょう ( ｀―´) ノ
［編集部］

