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Wing
暮らしを豊かにする情報マガジン 

●謹賀新年

●ホノルルマラソンへの挑戦！

●ホットドリンクで体を温めよう！

●住まいのお悩みレスキュー～お掃除で運気ＵＰ！開運掃除術編～

●STAFF’S DIARY

●Customer’s Voice

●QUIZE

111111   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 



 

 

昨年は大変お世話になりました。 
本年も社員一丸となってサービス向上に努めて参りますので、 

一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

３月１５日（日） 

 



横浜市青葉区 沖津様 

以前住んでいたアパートにポスティングされていたチラシを見て、 

ウイングさんを知りました。今現在払っている家賃とほぼ同額で、

ローンが返済できそうなプランを組めそうだったので、マンションを

購入しようと思いました！ 

営業の宮島さんはとても親切で、お話しし易い状況、雰囲気を作って

頂き、安心して話を進めることができました。 

新しいお部屋はリフォームが綺麗で大変良いです！細かい所

ですがトイレットペーパーホルダーの位置と天井の梁が

意外と邪魔なところがありました。しかし築年数を感じない

綺麗なリフォームに大満足です！！ 

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、ご協力頂いた沖津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３課 

小島 孝績の場合 

〇月×日 

前から行きたかった釣り居酒屋に

新年会で行ってきました！ 

カレイが釣れ、その場で新鮮な

刺身を食べることができ、大満足

でした！ 

新年の挨拶で兄さんのスケボーの店に行ってきました！

毎年スケボーをやろうと思いながらも結局挑戦しなかった

ので、今年こそちゃんと始めてみようと思います！ 

〇月×日 

上司達に連れて行ってもらったゴルフ！

この日は天気が良かったので気持ちよく

プレーができました！ 

〇月×日 昨年１２月１４（日）に行われた『ＪＡＬホノルルマラソン２０１４』に弊社社長の松本が出場してきました！ 

今回は、ホノルルマラソンの様子をレポートします！ 

完走者のみがＧＥＴできる『フィニッシャー（完走者）Ｔシャツ』を 
着てパチリ！！みなさん達成感で溢れています！！おつかれさまです！ 

 

当日は
雨＆強

風とい
う悪天

候 

でした
が、見

事完走
！ 

花火を合図に３万人以上のランナーが 
一斉にスタート！！ 

 
目標タイム４時間台で

ＧＯＡＬ！！ 

 

 

「ホノルルマラソンに出場して４時間台で完走すること！」を

昨年の目標に掲げ、この日までに体重を落とし、 

トレーニングを重ね、準備してきました！本番では、

ちょうど３０kmを過ぎた時点で時計を見ると、 

３時間４０分位でした・・。これではゴールが５時間を

越えてしまうと焦り、残りの１２kmを目一杯走りました！ 

何とか４時間５７分で無事にゴール！！ 

ゴール前では目頭が熱く 

なりました！ 

ホノルルマラソンへの挑戦！ホノルルマラソンへの挑戦！  

ホノルルマラソンを走ってみて・・・ 



 

 

 
 

 

 

住まいのお悩みレスキュー 

「部屋を掃除すると運気が上がる！」という話を聞いたことはありませんか？掃除をきちんとして家を清潔に保つことは、

運気を上げ、人生にも良い効果があるそうです！今回は運気をアップさせる掃除＆整理整頓方法をご紹介します！ 

２０１５年がＨＡＰＰＹな１年になるよう、お部屋をピカピカにしましょう！ 

～お掃除で運気ＵＰ！開運掃除術編～ 

  
＊健康運＊ 『浴室』 ＊金運＊ 『トイレ』 

不純なものや悪い気がたまりやすいトイレは財運と密接な
関係があります！汚いとツキも大きく阻害されがちです。 
トイレを清潔にしておくことはお金に恵まれる近道です！ 

①整理整頓をする 

●掃除道具、生理用品、トイレットペーパー等は見えないように  
 収納する 
●写真や本、カレンダー等の必要のない物は置かない 
●トイレ用品は汚れたら買い替える 

②拭き掃除が基本 

●天井や壁をキレイな雑巾で乾拭きする 
●便器の内側の隅々まで水拭きする 
●悪い気が最も溜まりやすい床は水拭きし、 
 ピカピカに磨く 
●トイレマットや蓋カバー、スリッパは 
 週１回程度洗って清潔にする 
●トイレのタオルは１～２日毎に交換する 
●壁や窓、換気扇、サニタリーＢＯＸも 
 定期的に掃除する 

お風呂は美容や健康運に繋がる場所です！一日の疲れを癒し、
汗や汚れを洗い流すことは、体に溜まった悪い気を洗い流す 
ことと同じなので、浴室は清潔に保ちましょう！ 

①湿気対策をする 

お湯の熱気と湿気はカビが発生する元です！窓があれば 
出来るだけ開けておき、外の空気を取り入れましょう！窓がない
場合も換気扇を上手に使って換気しましょう！もしもカビが発生
していたらカビ取り剤で菌を殺し、天井や壁、排水溝についている
汚れも浴室用洗剤を使いキレイに取り、空気や水の流れをよく
しましょう！お風呂あがりにシャワーで冷水をかけて浴室の温度を
下げるだけでカビ対策に！ 

②必要最低限のものしか置かない 

浴室は常に湿度が高い場所なので、
不用意に物を置いているとカビの温床に
なってしまいます。置いておくのは
シャンプー、リンス、石鹸くらいに
しましょう！カゴやラックにまとめて
いれておくことをおススメします！ 

  
＊恋愛運＊ 『キッチン』 

玄関は人間が出入りするだけでなく、家に集まる全ての
エネルギーの出入り口！不運を感じたらとりあえず玄関を 
完璧にお掃除しましょう！ 

＊総合運＊ 『玄関』 

①不要な物を捨てる 

1年以上履いていない靴やサンダル、古くなった傘等があれば
処分しましょう！また、靴は出しっぱなしにせず下駄箱に 
きちんと入れましょう！ 

②汚れを落とす 

家の顔であるドアをキレイな雑巾で
拭きましょう！ドアノブも意外と 
汚れています！忘れずにピカピカに
しちゃいましょう！ 
玄関前も常に箒などで掃いてキレイに
しておきましょう！内側の床は埃や
チリを掃除機で取り除いた後に、 
濡れた雑巾で拭くとスッキリします！ 

キッチンは恋愛運に影響を与えます！食事を作る場所なので、
私たちに直接影響を与える重要な場所であることは言うまでも
ありません。しっかり片付けましょう！ 

①見えない収納をする 

キッチンは油が飛びそのまま放置するとしつこい汚れに
なってしまうのでできる限りキッチンの上に物を置かないように
しましょう！調理器具や食器、食材などは必ず引出しや
食品庫等に入れるなどし、収納場所を確保しましょう！ 

②冷蔵庫の中も注意！ 

冷蔵庫の中にも気の流れがあるので、
物がぎっしり詰まっている状態は 
ＮＧ！電気代の効率も悪いです！ 
また賞味期限切れの古い食品は、
「陰の気」をもたらすので、マメに
チェックしましょう！ 
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