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●ウイング営業部の１日に密着してみました！

●夏はやっぱりコレが食べたい！“かき氷特集”

●熱帯夜を乗り切る快眠テクニック

●夏の星座を探そう！天体観測で星空を散歩しよう♪
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 営業部長の杉山です！ 

今回は、とある私の 

１日をご紹介します！ 
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申し込み締め切り 

９月１５日（火） 

オープンルーム開催予定物件 



  

藤沢市 Ｉ様 

家のポストに入っていたチラシを見て、ウイングさんを 

知りました！チラシに載っていたマンションの部屋の大きさ、 

場所、金額などが私たちが希望していたものに近かったので

オープンルームに行って一度見てみることに！ 

実際にリフォームされたマンションを見て、これなら！と思い

購入を決めました！ 

営業の小島さんの対応もとても良く、分かりやすく説明して

くれたので助かりました！新しい住まいは、以前の住まい 

よりも広く、家族みんながのびのびできています！ 

子どもも楽しそうなのでうれしいです！ 

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Ｉ様ありがとうございました！ 

物件名 野庭町６１８－１号棟 

住 所 横浜市港南区野庭町 

最寄駅 市営地下鉄ブルーライン 

     「上永谷」駅  

間 取        ３ＤＫ   

築年月      昭和５４年３月 

１，８９０万円（税込） １，８９０万円（税込） 

物件名 菱興百合ヶ丘マンションＡ棟 

住 所 川崎市麻生区万福寺５丁目 
 

最寄駅 小田急線「新百合ヶ丘」駅  

間 取     ３ＤＫ 

築年月    昭和４８年６月 

物件名 上大岡セントラルハイツＢ棟 

住 所 横浜市港南区芹が谷１丁目 

最寄駅 京浜急行「上大岡」駅  

間 取   ３ＬＤＫ 

築年月   昭和５８年３月 

１，６９０万円（税込） 

オープンルーム開催予定物件 

自己資金は１０万円のみでOK！お気軽にご相談下さい！ 

物件内容は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。 

 なお、物件がご成約になり次第終了とさせて頂きます。   

夏はやっぱりコレが食べたい！ 

 

 

チョット大人のかき氷を作ろう！ 

『みぞれ酒』 
 

『みぞれ酒』とは日本酒を凍らせたもの。 

清酒は通常−7℃から-10℃で凍ってしまいますが、ゆっくり

静かに冷やすと、通常は凍るはずの温度でも液体の状態を

保ちます。これを過冷却といいますが、この状態のお酒を

冷やしたグラスなどに注ぐと、不思議なことにあっという間に

氷結して、まるでシャーベットのような「みぞれ酒」が 

できちゃいます！アルコールを添加した酒だと凍らせることで

酒の味が変わってしまうこともあるので、お酒の種類は

“純米酒”がベストです！ 

シャーベット状にシャリシャリ 

凍ったみぞれ酒は爽やかで、 

口に含むとふんわり溶けて 

味と香りが広がってとても 

おいしいです！ 

薄いレモンスライスを乗せる 

のもオススメ！ 

爽やかさが一層引き立ちます！ 

『コーヒーグラニータ』 
グラニータとは、味のついたシロップなどを凍らせた氷を

細かく砕いて作るイタリアの夏の定番のデザート！ 

イタリア版かき氷！といったところでしょうか。グラニータは

「ざらざらした」という意味もあり、メレンゲの入った 

滑らかなソルベと比べたら、もう少し粒が粗いものです。

コーヒーの中にリキュールをいれてオトナの味にしてみたり、 

アイスクリームを乗せてみるのもオススメです！ 

 

 

①コーヒーを入れ、砂糖やスパイス  
 などでお好みのテイストにしたら  
 浅い器に注ぐ。 
②冷凍庫で４５分～６０分凍らせたら 
 取り出してフォークで攪拌し  
 再度冷凍庫に戻す。 
③１、２時間ごとに攪拌を繰り 
 返しながら冷やし固め、完全に 
 凍ったらできあがり！ 

★つくり方★ 

ふわふわかき氷を作ろう！ 

『ふわふわかき氷』 
ちょっとした工夫で、お店で出てくるようなふわっふわの

かき氷が、自宅でもできちゃいます！ベースの氷ができたら、

好きなフレーバーに仕上げましょう！ 

★つくり方★ 

～用意するもの～ 

●軟水のミネラルウォーター（200ml） 

●ガムシロップ（３個） 

●お好みのかき氷シロップ 

 

①軟水のミネラルウォーターにガム  
 シロップを加えてよく混ぜる。 
②冷凍庫に入れて、氷になるまで  
 待つ 
③氷を冷凍庫から取り出したら、  
 そのまま１５分ほど外に出しておく 
④かき氷機で氷を削ってお好みの  
 シロップをかけたら完成！ 

『白くまカキ氷』 
九州・鹿児島県発祥のミルク感たっぷりの大人気かき氷も

意外と簡単に作れちゃいます！いつもとはちょっと違った

カキ氷を楽しみましょう！ 

～用意するもの～ （２人分） 

●コンデンスミルク  ４０ｇ 

●みぞれシロップ   ５０ｍｌ 

●フルーツ缶    １缶 

●フルーツ缶の中のシロップ １０ｍｌ 

①フルーツ缶をシロップとフルーツに 
 分けシロップ１０ｍｌを取り分ける。  
②コンデンスミルクとみぞれシロップ、 
 フルーツ缶のシロップをボウルに 
 入れ、しっかり混ぜる。 
③ふわふわかき氷の上に②をかけて、  
 フルーツをのせたら、できあがり！ 

★つくり方★ 

かき氷特集 
夏の風物詩と言えばかき氷。暑～い夏には冷たいものが食べたくなりますよね！ 
今回は家で作るカキ氷を美味しくするコツやお店のような味を楽しめるレシピを 
ご紹介します！ 

 
おウチで簡単に 

カキ氷が作れる！ 



 

熱帯夜を乗り切る快眠テクニック 
夏本番！暑くて寝付きが悪くなったり、夜中に目が覚めてしまう人も多いのではないでしょうか？

そんな方必見！熱帯夜のような暑～い夜でも、工夫次第で快眠することができます！ 

熟睡できなくて困っている人は、今回紹介するポイントを是非試してみて下さい！ 

 
お風呂は寝る２時間前までに！半身浴が効果的！ 

夏場に気をつけたいのが就寝前の入浴。体は眠りに入ろうとすると、体温をグッと下げて眠りに入る準備をします。 

しかし、クーラーなどで体温が下がったままだと、眠る前に体温を下げにくく、睡眠の準備が 

しっかりできません。夏場は、ぬるめのお風呂に浸かって、身体を温めておきましょう。そこで

おすすめなのが半身浴です。半身浴は、時間をかけて体をあたためて発汗を促す入浴方法です。 

眠る時刻の１～２時間前に、３８℃のぬるめのお湯に、２０～３０分浸かると効果的です！ 

汗をかくため、入浴前後にしっかり水分補給しましょう。できれば入浴中にも水分を 

とりましょう！夏のお風呂は熱いから苦手という方は、涼感成分が配合された入浴剤がオススメ。

メントールやミントエキス入りの入浴剤ならば、湯船に浸かった後の汗の引きも早く、 

深部体温を高めつつもひんやりとした触感が楽しめます。 

 
寝具を夏仕様に変える！自然素材がオススメ！ 

一般的な綿のシーツは、汗や空気中の水分を吸収して湿気を含んでしまい、夜中に寝苦しく 

なって目が覚める…ということもよくあります。そんなときは、シーツを綿から麻に変える 

だけでも、だいぶ快適に過ごすことができます。また、敷布団の上に竹シーツやござを敷く 

のもおすすめです。布団との間にすき間ができて風通しがよくなるため、体感温度をぐっと 

下げることができます。これらの素材は吸湿性と放熱性に優れています。汗などの水分を 

すぐに吸収し、湿気を取り除いて、熱を蓄えずに逃がしてくれます。寝苦しいと 

いう方は、昔ながらの寝ござを使ってみるのはいかがでしょうか？ 

い草はコットンと比べ３倍も汗を吸ってくれる素材です。肌ざわりが良く、 

眠りやすくなります。また、い草の香りにはリラックスと安眠を促す効果も 

あります！ 

 
エアコンと扇風機を上手に使う！ 

熱帯夜を快適に過ごすためには、寝室を快適な温度にすることです。温度設定は２６℃～２９℃、風向きを上か

水平にしておくのがベスト！ポイントは就寝１時間前からエアコンのドライで寝室の除湿をしておくことです。

睡眠中の汗というのは、最初の９０分がピークです。寝室の湿度が高いと

その汗が蒸発せず、深部体温が下がりにくい状態になって快眠の妨げに 

なります。そして最初の３時間はエアコンをつけておくことです。 

寝始めた最初の３時間はもっとも深い睡眠状態に入っています。この時に

目が覚めてしまうと、眠りが浅くなってしまい、眠った気がしないという

ことになります。最低限この間だけはエアコンをつけておきましょう。 

さらに、冷気は下に沈むので、扇風機を使って循環させましょう。 

エアコンの斜め対角線上に扇風機を置き、扇風機の首は天井に向けて、 

室内で風が渦を巻くように扇風機を回してみてください。注意点はクーラーの風を直接体に当てないことです。 

クーラーが直接体に当たると、表面の熱が奪われ続けるので、身体は体温を保つために寝てる間フル回転で 

活動をさせられます。これではかえって体を疲れさせてしまうので、クーラーは必ず上向きに設定しましょう。 

暑い夏こそ、ぐっすり眠りたーい！ 

 

夏休みの宿題で天体観測をした記憶はありませんか？この時期、お子さんの天体観測の宿題を手伝うという方もいっしゃるのではないでしょうか。
夏の夜空と言えば七夕の織姫と彦星をはじめ、話題性が満載！比較的明るい星が多く、特徴的な形をした星座も多いので見つけやすいです。 
今回は代表的な夏の星座をご紹介します！ 

南の空の地平線近くに見事なＳ字が
あれば、それがさそり座です。赤く
輝くアンタレスが目印です。アンタレスは 
       サソリの心臓の部分に 
       当たります。アンタレス 
        以外の星も比較的明るい 
       ので見つけやすいです。    
       さそり座のすぐ東側 
       にはいて座があり、 
       常にさそり座の心臓を 
       矢で狙っています。 

さそり座 はくちょう座 

とても大きな星座です。はくちょう座の
一等星はデネブで、このデネブとこと座の
ベガ、わし座のアルタイルの3つの星で、
「夏の大三角」を作っています。星が十字に 
並ぶはくちょう座は夏の夜を代表する 
         星座です。一等星の 
         デネブ(Deneb)は 
         はくちょう座の 
         尾の部分に当たり 
         ます。 

こと座 

空の高いところで最も明るい星が、こと座の
ベガです。ベガは別名「織姫星」と
言います。あの七夕の織姫様の星です。
夏の大三角形の西の一点でもあります。 
         ベガのすぐ下の     
         細長い平行四辺形  
         が結べれば、 
         こと座のできあがり 
         です！  
 
 

夏の大三角の一つアルタイルによって
構成されています。アルタイルはわし座の
背中の部分に当たります。とても明るい  
       星なので容易に見つけ  
       だすことができるはず 
       です。アルタイルを  
       見つけたら後はそれを 
       頂点とする十字形を  
       東西に広げていけば 
      わし座の完成です。

わし座 へびつかい座 

非常に大きな星座です。こと座のアルタイル
（織姫）とさそり座のアンタレスを
結ぶと、その中間の位置に２等星の

星があります。その星が
ラスアルハゲと言う
星で、へびつかい座の
頭の部分になります。 
へびつかい座は天空に
大きく広がっているので
見つけるのは少し難しい
かもしれません。 

いて座 

いて座の目印は さそり座の東側に、 
６つの星がひしゃく型に並んでいる 
南斗六星です。いて座の他の星の並びは、
今一つよく分かりませんが、南斗六星は

比較的見つけやすい
です。南斗六星を
ミルクディッパー
とも呼び、天の川を
すくうスプーン
にも見立てられて
います。 

 

まずは南の方に目をやります。すると、比較的地面に
近い低い位置に、赤く光る１等星のアンタレスが
輝いています。ここにあるのが「さそり座」です。 
アンタレスは「さそり座」の心臓の位置にあります。
次に北側に目をやるとＷの形に星が並ぶ「カシオ
ペア座」があります。このカシオペア座からさそり座
にかけて天の川が流れています。 
そして空の高いところ、天の川が流れている辺りに
目をやると、大きな三角形を作っている明るい１等星が
３つ、すぐに目に入ってきます。これが「夏の大三角形」
です。西側にあるのが「こと座」の1等星「ベガ」、
七夕の織り姫です。天の川の東にあるのが「わし座」の
1等星「アルタイル」、七夕の彦星です。そして
「ベガ」と「アルタイル」よりも北、天の川の中に
あるのが、「はくちょう座」の1等星「デネブ」です。
これらの星の位置が分かれば、夏の星座を見つける
ことができます。 
（※右の図は８月の夜９時ごろの夜空です。） 

「夏の大三角」を見つけよう！ 

夏の星座を探そう！ 

天体観測で星空を散歩しよう♪ 
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南の空の地平線近くに見事なＳ字が
あれば、それがさそり座です。赤く
輝くアンタレスが目印です。アンタレスは 
       サソリの心臓の部分に 
       当たります。アンタレス 
        以外の星も比較的明るい 
       ので見つけやすいです。    
       さそり座のすぐ東側 
       にはいて座があり、 
       常にさそり座の心臓を 
       矢で狙っています。 

さそり座 はくちょう座 

とても大きな星座です。はくちょう座の
一等星はデネブで、このデネブとこと座の
ベガ、わし座のアルタイルの3つの星で、
「夏の大三角」を作っています。星が十字に 
並ぶはくちょう座は夏の夜を代表する 
         星座です。一等星の 
         デネブ(Deneb)は 
         はくちょう座の 
         尾の部分に当たり 
         ます。 

こと座 

空の高いところで最も明るい星が、こと座の
ベガです。ベガは別名「織姫星」と
言います。あの七夕の織姫様の星です。
夏の大三角形の西の一点でもあります。 
         ベガのすぐ下の     
         細長い平行四辺形  
         が結べれば、 
         こと座のできあがり 
         です！  
 
 

夏の大三角の一つアルタイルによって
構成されています。アルタイルはわし座の
背中の部分に当たります。とても明るい  
       星なので容易に見つけ  
       だすことができるはず 
       です。アルタイルを  
       見つけたら後はそれを 
       頂点とする十字形を  
       東西に広げていけば 
      わし座の完成です。

わし座 へびつかい座 

非常に大きな星座です。こと座のアルタイル
（織姫）とさそり座のアンタレスを
結ぶと、その中間の位置に２等星の

星があります。その星が
ラスアルハゲと言う
星で、へびつかい座の
頭の部分になります。 
へびつかい座は天空に
大きく広がっているので
見つけるのは少し難しい
かもしれません。 

いて座 

いて座の目印は さそり座の東側に、 
６つの星がひしゃく型に並んでいる 
南斗六星です。いて座の他の星の並びは、
今一つよく分かりませんが、南斗六星は

比較的見つけやすい
です。南斗六星を
ミルクディッパー
とも呼び、天の川を
すくうスプーン
にも見立てられて
います。 

 

まずは南の方に目をやります。すると、比較的地面に
近い低い位置に、赤く光る１等星のアンタレスが
輝いています。ここにあるのが「さそり座」です。 
アンタレスは「さそり座」の心臓の位置にあります。
次に北側に目をやるとＷの形に星が並ぶ「カシオ
ペア座」があります。このカシオペア座からさそり座
にかけて天の川が流れています。 
そして空の高いところ、天の川が流れている辺りに
目をやると、大きな三角形を作っている明るい１等星が
３つ、すぐに目に入ってきます。これが「夏の大三角形」
です。西側にあるのが「こと座」の1等星「ベガ」、
七夕の織り姫です。天の川の東にあるのが「わし座」の
1等星「アルタイル」、七夕の彦星です。そして
「ベガ」と「アルタイル」よりも北、天の川の中に
あるのが、「はくちょう座」の1等星「デネブ」です。
これらの星の位置が分かれば、夏の星座を見つける
ことができます。 
（※右の図は８月の夜９時ごろの夜空です。） 

「夏の大三角」を見つけよう！ 

夏の星座を探そう！ 

天体観測で星空を散歩しよう♪ 



  

藤沢市 Ｉ様 

家のポストに入っていたチラシを見て、ウイングさんを 

知りました！チラシに載っていたマンションの部屋の大きさ、 

場所、金額などが私たちが希望していたものに近かったので

オープンルームに行って一度見てみることに！ 

実際にリフォームされたマンションを見て、これなら！と思い

購入を決めました！ 

営業の小島さんの対応もとても良く、分かりやすく説明して

くれたので助かりました！新しい住まいは、以前の住まい 

よりも広く、家族みんながのびのびできています！ 

子どもも楽しそうなのでうれしいです！ 

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Ｉ様ありがとうございました！ 

物件名 野庭町６１８－１号棟 

住 所 横浜市港南区野庭町 

最寄駅 市営地下鉄ブルーライン 

     「上永谷」駅  

間 取        ３ＤＫ   

築年月      昭和５４年３月 

１，８９０万円（税込） １，８９０万円（税込） 

物件名 菱興百合ヶ丘マンションＡ棟 

住 所 川崎市麻生区万福寺５丁目 
 

最寄駅 小田急線「新百合ヶ丘」駅  

間 取     ３ＤＫ 

築年月    昭和４８年６月 

物件名 上大岡セントラルハイツＢ棟 

住 所 横浜市港南区芹が谷１丁目 

最寄駅 京浜急行「上大岡」駅  

間 取   ３ＬＤＫ 

築年月   昭和５８年３月 

１，６９０万円（税込） 

オープンルーム開催予定物件 

自己資金は１０万円のみでOK！お気軽にご相談下さい！ 

物件内容は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。 

 なお、物件がご成約になり次第終了とさせて頂きます。   

夏はやっぱりコレが食べたい！ 

 

 

チョット大人のかき氷を作ろう！ 

『みぞれ酒』 
 

『みぞれ酒』とは日本酒を凍らせたもの。 

清酒は通常−7℃から-10℃で凍ってしまいますが、ゆっくり

静かに冷やすと、通常は凍るはずの温度でも液体の状態を

保ちます。これを過冷却といいますが、この状態のお酒を

冷やしたグラスなどに注ぐと、不思議なことにあっという間に

氷結して、まるでシャーベットのような「みぞれ酒」が 

できちゃいます！アルコールを添加した酒だと凍らせることで

酒の味が変わってしまうこともあるので、お酒の種類は

“純米酒”がベストです！ 

シャーベット状にシャリシャリ 

凍ったみぞれ酒は爽やかで、 

口に含むとふんわり溶けて 

味と香りが広がってとても 

おいしいです！ 

薄いレモンスライスを乗せる 

のもオススメ！ 

爽やかさが一層引き立ちます！ 

『コーヒーグラニータ』 
グラニータとは、味のついたシロップなどを凍らせた氷を

細かく砕いて作るイタリアの夏の定番のデザート！ 

イタリア版かき氷！といったところでしょうか。グラニータは

「ざらざらした」という意味もあり、メレンゲの入った 

滑らかなソルベと比べたら、もう少し粒が粗いものです。

コーヒーの中にリキュールをいれてオトナの味にしてみたり、 

アイスクリームを乗せてみるのもオススメです！ 

 

 

①コーヒーを入れ、砂糖やスパイス  
 などでお好みのテイストにしたら  
 浅い器に注ぐ。 
②冷凍庫で４５分～６０分凍らせたら 
 取り出してフォークで攪拌し  
 再度冷凍庫に戻す。 
③１、２時間ごとに攪拌を繰り 
 返しながら冷やし固め、完全に 
 凍ったらできあがり！ 

★つくり方★ 

ふわふわかき氷を作ろう！ 

『ふわふわかき氷』 
ちょっとした工夫で、お店で出てくるようなふわっふわの

かき氷が、自宅でもできちゃいます！ベースの氷ができたら、

好きなフレーバーに仕上げましょう！ 

★つくり方★ 

～用意するもの～ 

●軟水のミネラルウォーター（200ml） 

●ガムシロップ（３個） 

●お好みのかき氷シロップ 

 

①軟水のミネラルウォーターにガム  
 シロップを加えてよく混ぜる。 
②冷凍庫に入れて、氷になるまで  
 待つ 
③氷を冷凍庫から取り出したら、  
 そのまま１５分ほど外に出しておく 
④かき氷機で氷を削ってお好みの  
 シロップをかけたら完成！ 

『白くまカキ氷』 
九州・鹿児島県発祥のミルク感たっぷりの大人気かき氷も

意外と簡単に作れちゃいます！いつもとはちょっと違った

カキ氷を楽しみましょう！ 

～用意するもの～ （２人分） 

●コンデンスミルク  ４０ｇ 

●みぞれシロップ   ５０ｍｌ 

●フルーツ缶    １缶 

●フルーツ缶の中のシロップ １０ｍｌ 

①フルーツ缶をシロップとフルーツに 
 分けシロップ１０ｍｌを取り分ける。  
②コンデンスミルクとみぞれシロップ、 
 フルーツ缶のシロップをボウルに 
 入れ、しっかり混ぜる。 
③ふわふわかき氷の上に②をかけて、  
 フルーツをのせたら、できあがり！ 

★つくり方★ 

かき氷特集 
夏の風物詩と言えばかき氷。暑～い夏には冷たいものが食べたくなりますよね！ 
今回は家で作るカキ氷を美味しくするコツやお店のような味を楽しめるレシピを 
ご紹介します！ 

 
おウチで簡単に 

カキ氷が作れる！ 



 
 

 

  

 

 営業部長の杉山です！ 

今回は、とある私の 

１日をご紹介します！ 

 

  

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

９月１５日（火） 

オープンルーム開催予定物件 



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 
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 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 

●ウイング営業部の１日に密着してみました！

●夏はやっぱりコレが食べたい！“かき氷特集”

●熱帯夜を乗り切る快眠テクニック

●夏の星座を探そう！天体観測で星空を散歩しよう♪

●STAFF’S DIARY

●Customer’s Voice

●QUIZE

131313   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 


