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２０１４年ウイング社員旅行 

毎年恒例のウイング社員旅行！今年はシンガポールに行ってきました！シンガポールは
淡路島と同じ位の面積と、非常に小さな国ですが様々な国籍の人々が独自の文化、
生活様式を守り続けて共存しており、まさに『人種のるつぼ』でした!街も高層ビルが
立ち並び大都会で、３泊５日のシンガポール旅行を存分に楽しむことができました！ 
来年もまた社員旅行に行けるようスタッフ一同頑張ってまいります！ 

アブバカール回教寺院 

シンガポールからちょっと足を伸ばし、お隣の国マレーシアの
ジョホールバルに行きました！都会的なシンガポールとはまた
違った、伝統的なアジアの雰囲気がとても魅力的でした！ 

ハウパーヴィラ 

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ 

シンガポールの新ランドマーク！マリーナベイサンズ！！ 
宿泊はできませんでしたが、カジノやレストラン、ショッピング等
を楽しみました！やっぱり凄い迫力です！！ 

シンガポール 

９／２９～１０／３ 
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申し込み締め切り 

１２月１５日（月） 



横浜市保土ヶ谷区 Ｆ様 

実家にポスティングされていたチラシを見た両親から、 

ウイングさんを勧められ、内覧会に行ってみることに！ 

実際にお部屋を拝見し、気に入ったので即決しました！ 

営業の杉山さんは、とても親切で、色々と相談にのって 

下さいました。 

また、杉山さんご自身も中古マンションを購入されたとの

ことで、実体験に基づいたアドバイスを頂き、身近に

感じました。 

新しい部屋は風通しが大変良く、1部屋１部屋も 

広い間取りなので大変満足しています！ 

マンションをご購入頂いたお客様からメッセージを頂きました！ウイングスタッフ一同、これからもお客様に喜ばれる

サービスを提供致します。また、ご協力頂いたＦ様ありがとうございました！ 

ウイングスタッフのとある休日をご紹介いたします！ 

営業部１課 

渡部 伊織の場合 

10月１日（水） 
この前の休みの日はちょうど都民の日でした。東京都の学校はお休みで、普段有料の公園や、動物園、美術館などが

無料で入れる日でもあります。というわけで“初”上野動物園！子連れの方が大半でした。地元の多摩動物園は

行ったことがありますが、上野動物園はなく。。。でもあまり乗り気ではなかったり。。 

入ってすぐ目に入ったのは「パンダ」の文字。「そういえばパンダって実際に見たことないな…」 

そう思うも、ここに来たのもパンダ目当てだったりする。二匹いたがどちらもそっぽを向いて、 

なかなか客の方を向いてくれない。。。と、たまたま向いたところを撮ったのがこれ。 

ちょっとだけサービスしてくれました。次は猿山。ニホンザルなので上野で見る 

必要はなかったのですが、子猿が頑張って岩を登るのが健気で愛らしく、見入って 

しまいました。最後は象。ちょうどえさやりの時間で、つぶらな瞳を輝かせて 

大きな口を開けていました。貰った干し草を鼻で掴み、大きく揺すって 

いました。何か、草についた土や虫を払っているようにも見えました。 

そうして混雑を避け、出口を抜けると不忍の池が。池とスカイツリーの 

ショット！このあとはアメ横行き、買い物をしました。 おわり シンガポールといえばマーライオン！！後ろには高層ビルやマリーナエリアが
広がっていてなんとも開放的！！夜のマーライオンもとっても綺麗でした★☆ 

シンガポールの国花、蘭の花が美しく咲き誇っていました！ 
都会のオアシスの中でマイナスイオンをたっぷり吸収！！！ 

スリ・マ
リアマン

寺院 

サルタン
・モスク

 



横浜紅葉スポット特集 
ウイングがオススメする横浜の紅葉スポットをご紹介！ 
秋の深まりとともに赤や黄に色づいていく景色を堪能できること間違いなしです！ 

秋本番！紅葉シーズン到来！ 

三溪園 

 住所：横浜市中区本牧三之谷５８－１ 

営業時間：９時～１６時３０分 

入園料：大人（中学生以上）５００円 

     小学生２００円 

     シニア（６５歳以上）３００円 

【交通アクセス】 

電車：ＪＲ根岸駅からバスに乗り本牧下車 

    徒歩７分 

車：首都高速湾岸線本牧ふ頭ＩＣから５分 

駐車場：有 

お問い合わせ：℡０４５－６２１－０６３４  

日本大通り 

夜は街灯に照らされて、幻想的な雰囲気です。 横浜情報文化センター前 

マリンタワー 

山下公園通り 
横浜で最も有名な公園「山下公園」沿いの通りで、海側に
山下公園、反対側にはマリンタワーや横浜人形の家、中華街
など、横浜観光の人気スポットが集まる賑やかなエリア。 
公園内を海沿いに歩くのもオススメですが、紅葉シーズン
には“イチョウの絨毯”が美しい山下公園通りを散策 
するのも格別！山下公園から「横浜人形の家」につづく
ポーリン橋や、ホテル ニューグランド周辺は撮影スポット
としてもオススメです！ 

ホテル ニューグランド前 

イチョウの黄色のじゅうだん 紅葉の時期だけ公開される聴秋閣 

Ｒ．Ｈ．ブラントンの設計により明治３年頃に完成した 

日本で初めての西洋式街路。神奈川県庁や横浜開港資料館、

横浜地方裁判所、三井物産横浜ビル、旧関東財務局など、 

重厚な歴史的建造物が立ち並び、道路沿いのオープン 

カフェは美しく色づいたイチョウが眺められる人気の休憩

スポットです！ 

平成２３年には都市景観大賞（国土交通大臣賞）を受賞。 

重厚感がある建物と黄色く色づくイチョウのコントラストが

美しい、スケッチや撮影にもってこいのスポットです。 

生糸貿易で財をなした実業家であり、著名な美術愛好家でもある原三溪が開園
した１７万５０００平方メートルの敷地を誇る日本庭園。国の重要文化財建造物 
１０棟、横浜市指定有形文化財建造物３棟を含む１７棟を有し、梅や桜、ツツジ
など美しい花々のほか、紅葉の名所として知られています。 
紅葉を楽しむために建てられた聴秋閣はモミジが真っ赤に色づき、静寂の中で
綿密に設計された庭園は美しい赤と黄金の世界を楽しめます！ 

 

 

Decoration 
お子様でも簡単に作れる、とってもかわいいトナカイのクリスマスオーナメントの作り方
をご紹介★ 

『トナカイのクリスマスオーナメント』 

①ラップやトイレットペーパーの芯を、好みの高さにカットする 

②ハサミで、四角く切り抜き、トナカイの足を４本作る 

③クレヨンやポスターカラー、絵の具等で全体に色を塗ってよく乾かす 

④クラフト用の材料で目と鼻を付ける 

⑤拾ってきた小枝を適当な長さに折り、接着材等で芯の内側に  

 くっつけて、トナカイの角を作ったら完成！ 

 

Sweets 
簡単なのにカワイイ！材料もイチゴと生クリーム、砂糖、チョコペンだけ★  

『いちごサンタ』 『チョコレートプリッツェル』 
太いポッキーやプリッツェルを溶かしたチョコ
レートにディップして、チョコペンなどで 
デコレーションしたら超簡単なクリスマス
スイーツのできあがり！ 

①イチゴのヘタをとり、上の 
 １/３あたりを切る 
②砂糖（適量）を加え生クリーム   
 を固めにホイップする 
③大きめの口径の口金で顔の 
 部分を絞り出す 
④①でカットした１/３を頭に  
 乗せる 
⑤チョコペンで顔を自由に 
 描いたら出来上がり！ 

デザインのアイデアは色々 ★★ 

 

Drink 
『自家製サングリア』 

①適当に果物を切る。レモンなどの柑橘系は皮ごと輪切りにして入れるので、塩を使って表面の  
 ワックスなどをキレイに洗い落しましょう！ 
②蓋のできる入れ物に、ワインとグラニュー糖を入れてよくかき混ぜ、切った果物と 
 スパイスを入れる 
③一晩（２４時間）おく。 
④一晩経ったらできあがり！！（賞味期限は冷蔵庫で冷やして３日～１週間位） 

サングリアとは赤ワインをベースにフルーツでほんのり甘くしたスペイン・アンダルシア地方の飲み物！
酸味のあるワインが果実の糖分などで甘くなるので、お酒にあまり強くない人でも飲みやすく、クリスマスの
雰囲気にもピッタリ！！果物を切って赤ワインに入れるだけで簡単にできちゃいます！！ 

○赤ワイン（安いものでOK！） 
○果物（オレンジ・レモン・リンゴ・バナナ等） 
○シナモンスティック（あれば） 
○グラニュー糖（大さじ１） 

用意するもの 

○サランラップやトイレットペーパーの芯 
○クラフト用の材料（目と鼻） 
○拾ってきた小枝 

用意するもの 

Christmas Party!! s Let’  
今回は簡単に、そして手軽にクリスマスパーティーができる手作りアイテムのレシピをご紹介！ 
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淡路島と同じ位の面積と、非常に小さな国ですが様々な国籍の人々が独自の文化、
生活様式を守り続けて共存しており、まさに『人種のるつぼ』でした!街も高層ビルが
立ち並び大都会で、３泊５日のシンガポール旅行を存分に楽しむことができました！ 
来年もまた社員旅行に行けるようスタッフ一同頑張ってまいります！ 

アブバカール回教寺院 

シンガポールからちょっと足を伸ばし、お隣の国マレーシアの
ジョホールバルに行きました！都会的なシンガポールとはまた
違った、伝統的なアジアの雰囲気がとても魅力的でした！ 

ハウパーヴィラ 

ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ 

シンガポールの新ランドマーク！マリーナベイサンズ！！ 
宿泊はできませんでしたが、カジノやレストラン、ショッピング等
を楽しみました！やっぱり凄い迫力です！！ 

シンガポール 

９／２９～１０／３ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

１２月１５日（月） 



 

   

   

  

  

 

   

株式会社ウイングコーポレーション 

 横浜市神奈川区鶴屋町２－１２－１鶴屋町第２ビル５Ｆ 

〒２２１－０８３５ 

ＴＥＬ ０４５－３２１－３８７０ 

ＦＡＸ ０４５－３１３－５４７４ 

                    URL    http://www.w-ing.net/ 

       mail    info@w-ing.net 

         Twitter    https://twitter.com/wing_yokohama 

              Facebook  http://www.facebook.com/wing.yokohama 

 

Wing  
暮らしを豊かにする情報マガジン 

●２０１４年ウイング社員旅行 ～シンガポール～ 

●秋本番！紅葉シーズン到来 横浜紅葉スポット特集 

●Let’s Christmas Party！ 

●STAFF’S DIARY 

●Customer’s Voice 

●QUIZE 
 

101010   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 


