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２０１５年ウイング社員旅行 

 毎年恒例のウイング社員旅行！今年はマレーシア、ボルネオ島のコタキナバルに行って
きました！コタキナバルは目の前には南シナ海が広がり、熱帯雨林の大自然に囲まれた、
のどかで美しい場所でした！マリンスポーツをしたり、ビーチでのんびり過ごしたり、
４日間、存分に満喫することができました。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！ 

マレーシア 
コタキナバル 

１０／５～８ 

 マングローブの中でカヤック体験！日頃の運動不足が祟り、終盤にはみんな
クタクタでボロボロでしたが、大自然を満喫できました！ここから見た夕日が
とてもキレイでした★ 

 

 ボートに乗ってサピ島へ！サピ島は国立海洋公園で、
海は青く透明感抜群で、沢山の魚が泳いでいました！
日常の忙しさを忘れてのんびりできました☀ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

１２月１５日（火） 



 

横浜市瀬谷区 松永様 

チラシを見て、ウイングさんを知りました！もともと

賃貸で住んでいて、ずっと家賃を払うのがもったいないな

と感じていたところだったので思い切ってマンションの

購入を決めました！手続き等で営業の伊良波さんには

かなり動いてもらい、色々とアドバイスもしてもらえた

ので助かりました。 

新しい部屋はリフォーム済でキレイになっているのは

もちろんのこと、マンションの全体の手入れも行き

届いていて好感が持てました。月々の支払いも安くなり

とても快適に過ごせています。 

営業部３課 

田代 貴幸の場合 
ウイングスタッフのとある休日をご紹介いたします！ 

○月×日 

↑キャンプ場の近くを流れる道志川。横浜市の水源です！ 

夏休みに家族で道志村にキャンプに行きました。行ったのは「花の森オートキャンピア」という
高規格（いたれりつくせり）のキャンプ場です。場内にジャグジー付浴場、プール等があり快適
です！各サイトに炊事場もついてお湯も出ます！ 

↓親公認の火
遊び☀ 

↑キャンプ場のプール★ 

0800-170-8866 

こちらのコーナーに取材協力して頂けるお客様を 
大募集しています！掲載させて頂いたお客様には 
ギフトカード３，０００円分をプレゼント！ 
詳細はフリーダイヤルでお問い合わせ下さい！ 

 

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。またご協力頂いた松永様ありがとうございました！ キラキラと光り輝く街並みやクリスマスツリーを眺めて感動したら、サッとスマホを出して写真を撮りたくなりますよね♪とはいえ
綺麗に夜景を撮るのは意外と難しく、何度もシャッターを押しているのにブレてしまうこともしばしば…。そんな失敗をしないために、
スマホでイルミネーションを上手に撮るテクニックをご紹介★ 

スマホで綺麗にイルミネーションを撮るテクニック 

その① オプション機能「ＨＤＲ」をオンにする！ 

ＨＤＲ機能とは、明るい部分と暗い部分のそれぞれ最適に

撮影した画像を合成して、綺麗な写真に仕上げてくれる

機能です。暗い場所や逆光など、写真が暗くなってしまう

状況下でもＨＤＲモードでは白飛びを起こさずに写真

全体を明るくできます。ＨＤＲモードをオンにして、

シャッターを押したらすぐにはスマホを動かさないように

しましょう！スマホにＨＤＲ

機能がなければシーンモードを

「夜景モード」にしましょう。

モードを切り替えるだけで

ピンぼけしにくくなります。 

その② クリスマスツリーは“下から”撮る 

ツリーやタワーなど、イルミネーションのシンボルとなる

大きな装飾は、正面からでなく“下から”撮りましょう！

つい真正面から撮ってしまいがち

ですが、それだと平面的かつ、

説明的な写真になってしまいます。 

“下から”見上げるように、近づいて

撮ることで臨場感が出やすく、 

かわいい飾りつけも綺麗に写す 

ことができます♪ 

石井幹子デザイン事務所が開発した世界初の７色のジュエリーカラー （ダイヤモンド、ルビー、アンバー、トパーズ、

エメラルド、サファイア、アメジスト）を 基調とするLEDを使ったイルミネーション。プールエリアのアクアジュエリーカラー、 

ラブリージュエリーカラー、昨年新たに登場した森をイメージしたフォレストジュエリーカラーと、毎年その規模と美しさを

拡大しています。そして、今年はオレンジ・黄色系の色合いが可愛らしい新色キュートジュエリーカラーが登場します。

宝石色の輝きで満たされた幻想的な夜を体験できるのは、 

よみうりランドだけ！ 

■期間 2015.10.16（金）～2016.2.14（日） 
 （※休園日 10/20・27、1/12～14・18～21・25～28、2/2・3・9・10） 

■時間 16：00～20：30（12/19～25は21：00まで） 
■料金 1000円（18歳以上）、500円（中高生）、600円（60歳以上）   
 （※小学生以下入場無料） 

■場所 東京都稲城市矢野口4015-1 

よみうりランド ジュエルミネーション 

国内外のアーティストの参加による作品展開、歴史的建造物などのライトアップはもちろんのこと、参加体験型のインスターレション、

ワークショップ、イベントなど、多種多彩なアート表現が「もうひとつの横浜夜景」を生み出す国際アートイベントです。

スマートイルミネーション横浜は、まちなかで展開される環境技術の見本市

でもあり、LEDや有機ＥＬ、蓄光塗料など、節電型の照明技術はもちろんのこと、

太陽光発電、電気自動車のバッテリー電源の利用など、スマートシティを形成する

様々な環境技術の実証展示の場となっています。多種多様な団体・企業の

参加により、環境と共生する都市、社会の実現に向け、産官学・市民が

一体となって取り組むまちづくりのイベントです。 

■期間 2015.10.30（金）～11.３（祝） 
■会場 象の鼻パーク、横浜港大さん橋国際客船ターミナルほか  
■お問い合わせ先 Tel:０４５－６３３－９６６０  
（スマートイルミネーション横浜実行委員会事務局）  

スマートイルミネーション横浜２０１５ 



 

本を読んでいる途中でいつの間にか眠ってしまい、ハッと目覚めた時にどこまで 

読んでいたのか分からなくなってしまった！そんな方にオススメなのがコチラです！ 

「あれ？！どこまで読んだっけ？」を解決するのは、その名も“スワンタッチ”。 

名前のとおり白鳥の形をしており、しおりの裏面には何度も貼り直し可能な両面 

テープが付いています。本の見返しや、最後のページの上部にこの両面テープを 

貼り、白鳥のくちばし部分を読み始めのページに引っ掛けるだけで、あとはページを 

めくる度にくちばし部分が常に開いているページに引っ掛かるようになります！ 

わざわざセットし直さなくても、ページをめくると勝手に追いかけてくるという仕組み 

なので寝ている間に本が閉じてしまっても、自然としおりが挟まっているので安心！ 

東急ハンズやロフトで販売されています！ 

“スワンタッチ” 

タカハシ 「スワンタッチ」 ￥１６２（税込）  

“サムシング thumb thing” 
電車の中で吊り革につかまったまま読書をするのは、片手だと意外に大変です。 

うまく見開きを抑えられなかったり、抑えられたと思ったらすぐに本が閉じてしまい 

集中できない・・・。という経験がある方も多いのではないでしょうか。 

そんな方におススメなのがコチラ、英国生まれのまったく新しい読書ツール 

“サムシング”です。使い方は、親指に“サムシング”をはめ込んで、本の真ん中に 

その親指を持っていくだけ！ページを開いた状態を親指１本でキープできる 

というスグレモノです。これさえあれば、片手で吊り革を持っていても、無理なく 

ページを開いたままの状態を維持できます！サイズも親指の太さに合わせて、 

Ｓ･Ｍ･Ｌ・ＸＬから選べます。丸善等の文房具さんや、書店等で手に入れることが 

できます。  「サムシング」 ￥３７８（税込）  

“YOU-BUMIユウブミ〜湯文〜” 

JERRY COLE DESIGN  

お風呂の中でも本が読みたい！という方にオススメなのがコチラ、完全防水ブック

カバー“YOU-BUMIユウブミ〜湯文〜”です。これがあれば湯船につかりながら 

でも、大事な本が湯気や水でふやけてしまうことなく、読書できちゃいます！ 

やわらかいビニールでできた円筒状の本体に本を入れて密封し、ページをめくる

ときは、カバー下部にある“指サック”に指を入れて本をめくればＯＫ！ 

単行本からハードカバーまで様々なサイズの本に対応しています。お風呂以外にも

プールやビーチで本を読みたいときにもピッタリ！完全防水だからうっかり落として

しまっても濡れる心配なしです！東急ハンズやLOFTの一部店舗や、大手通販 

サイトなどで購入可能です。 
「YOU-BUMIユウブミ〜湯文〜」￥３，９９６（税込） 

読書の秋！本を読もう！ 

本を読むのが楽しくなる便利アイテム 
夜が長くなり、ゆっくり読書が楽しめる“読書の秋”。お気に入りの飲み物を用意して、ゆっくり落ち着く場所での 
読書タイムはまさに至福の時間です。そこで今回は、より快適に読書が楽しめるグッズをご紹介します！ 
家で、移動中の電車で、お風呂で、色々な場面で役立つ便利な読書グッズを集めてみました。 

① オリーブオイルを熱し、みじん切りしたにんにくを  
  炒め、香りが立ったら、薄切りにした玉ねぎと  
  アンチョビを加えて炒める。 
② ①に塩、黒こしょうで下味をつけた白身魚ムール貝を加え  
   白ワインを入れアルコールをとばす。ホールトマトと水、  
  ケイパー、ローリエを加えて、ふたをして煮詰める。 
③ さっと茹でたエビとタコを加えて塩、黒こしょうで味を 
  調え、ざく切りしたイタリアンパセリの葉を散らす。 

■作り方■ 

★鯛や白身魚切り身（５００ｇ） ★ムール貝（８個） 
★エビ（４尾）         ★タコ（４０ｇ） 
★玉ねぎ（１／２個）      ★ホールトマト（３００ｇ） 
★アンチョビ（２切）      ★にんにく（１片） 
★白ワイン（カップ１）     ★水（カップ２） 
★ケイパー（６ｇ）       ★ローリエ（２枚） 
★イタリアンパセリ（適量）   ★オリーブオイル（適量） 
★塩、黒こしょう（適量） 

■材料（４人分）■ 

ブイヤベース 
フランスからは海の幸を贅沢に盛り 
込んだ“ブイヤベース”！！ 
地中海沿岸の漁師が生み出した絶品鍋！ 

■作り方■ 

① 鶏もも肉は食べ易い大きさに、玉ねぎは輪切りに、  
  その他の野菜は大きめに切る。 
②  オリーブオイルを熱し、スライスしたにんにくと玉ねぎを  
     入れて炒め、透き通ったら鶏もも肉を加え軽く炒める。 
③ ソーセージ、キャベツとかぶ以外の野菜を加えて炒め、 
  ひたひたになるまで水を入れて固形コンソメ、ローリエを加えて 
  煮込み、途中でキャベツとかぶを加え、さらに煮込む。 
④ 野菜が柔らかくなったら塩、黒こしょうで味を   
  調え、ちぎったセロリの葉を散らす。 

★鶏もも肉（２００ｇ） ★ソーセージ（４本） 
★じゃがいも（２個）  ★にんじん（２本） 
★キャベツ（１／４玉） ★かぶ（２個） 
★セロリ（１本）    ★玉ねぎ（２個） 
★にんにく（１片）   ★オリーブオイル（適量） 
★水（適量）      ★固形コンソメ（２個） 
★ローリエ（２枚）   ★塩、黒こしょう（適量） 

■材料（４人分）■ 

ドイツ風ポトフ 
ドイツからは大き目に切った野菜や
ソーセージをダイナミックに煮込んだ
ポトフ！好きな具材を入れよう！ 

① じゃがいも、にんじん、かぶは一口大に、玉ねぎは 
  みじん切り、セロリは２ｃｍ幅に切る。 
② お湯を沸かして牛すね肉を茹で、白くなったら 
  取り出して大きめに切る。 
③ 肉を鍋に戻し、野菜とミックスビーンズ、米、つぶした 
  にんにくを加え、ひたひたになるまで水を加え、固形 
  コンソメ、ローリエ、パプリカを入れる。弱火で   
  約４０分煮込み、塩、黒こしょうで味を調える。 

■作り方■ 

★牛すね肉（３００ｇ） ★ミックスビーンズ水煮（１００ｇ） 
★じゃがいも（４個）  ★にんじん（１／２本） 
★玉ねぎ（１／２個）  ★かぶ（１個） 
★セロリ（１本）    ★水（適量） 
★固形コンソメ（２個） ★ローリエ（２枚） 
★米（大４）      ★にんにく（２片） 
★パプリカ（小２）   ★塩、黒こしょう（適量） 

■材料（４人分）■ 

アルゼンチンからはシチューのような
煮込み料理“プチェロ”!！ 
シンプルにコトコト煮込んだアルゼンチンの
おふくろの味を召し上がれ！ 

プチェロ 

① はまぐりは塩水に浸けて砂抜きをする。野菜と豚ロース  
  肉は食べやすい大きさに、木綿豆腐は水切りをして  
  一口大に切る。しいたけは石づきを取る。にんにくは 
  スライスし、しょうがは皮をむいてみじん切りにする。 
② ごま油を熱し、にんにく、しょうがを炒め、香りが立ったら 
  豚ロース肉を入れて炒める。肉の色が変わったら、   
   白菜キムチ、はまぐりを加えて炒め、酒、水を加え残りの 
  具材を入れる。煮立ったら味噌、てんさい糖、しょうゆ、 
  コチュジャンを加えて味を調える。 

■作り方■ 

★はまぐり（８個）     ★豚ロース肉（２００ｇ） 
★白菜キムチ（４００ｇ）  ★しいたけ（４個） 
★木綿豆腐（１丁）     ★白ねぎ（１本） 
★にら（１束）       ★もやし（１袋） 
★ごま油（大２）      ★にんにく（１片） 
★しょうが（大１）     ★酒（１／２カップ） 
★水（２カップ)      ★味噌（大２） 
★てんさい糖（小１）    ★醤油（小１） 
★コチュジャン（適量） 

■材料（４人分）■ 

韓国からはうま味が凝縮した日本でも
お馴染みの“キムチチゲ”！！ 
寒い日はチゲ鍋で体を温めましょう！ 

キムチチゲ 

冬はやっぱり鍋が食べた～い！！ 

世界の絶品鍋料理レシピ 
寒くなってくると食べたいのが鍋料理！しかしいつも同じようなお鍋だと飽きてしまいますよね。そこで今回はおウチで
簡単に作れる世界の絶品鍋料理のレシピをご紹介します！いつものお鍋とは違う味を楽しんでみてはいかがでしょうか？ 
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ときは、カバー下部にある“指サック”に指を入れて本をめくればＯＫ！ 

単行本からハードカバーまで様々なサイズの本に対応しています。お風呂以外にも

プールやビーチで本を読みたいときにもピッタリ！完全防水だからうっかり落として

しまっても濡れる心配なしです！東急ハンズやLOFTの一部店舗や、大手通販 

サイトなどで購入可能です。 
「YOU-BUMIユウブミ〜湯文〜」￥３，９９６（税込） 

読書の秋！本を読もう！ 

本を読むのが楽しくなる便利アイテム 
夜が長くなり、ゆっくり読書が楽しめる“読書の秋”。お気に入りの飲み物を用意して、ゆっくり落ち着く場所での 
読書タイムはまさに至福の時間です。そこで今回は、より快適に読書が楽しめるグッズをご紹介します！ 
家で、移動中の電車で、お風呂で、色々な場面で役立つ便利な読書グッズを集めてみました。 

① オリーブオイルを熱し、みじん切りしたにんにくを  
  炒め、香りが立ったら、薄切りにした玉ねぎと  
  アンチョビを加えて炒める。 
② ①に塩、黒こしょうで下味をつけた白身魚ムール貝を加え  
   白ワインを入れアルコールをとばす。ホールトマトと水、  
  ケイパー、ローリエを加えて、ふたをして煮詰める。 
③ さっと茹でたエビとタコを加えて塩、黒こしょうで味を 
  調え、ざく切りしたイタリアンパセリの葉を散らす。 

■作り方■ 

★鯛や白身魚切り身（５００ｇ） ★ムール貝（８個） 
★エビ（４尾）         ★タコ（４０ｇ） 
★玉ねぎ（１／２個）      ★ホールトマト（３００ｇ） 
★アンチョビ（２切）      ★にんにく（１片） 
★白ワイン（カップ１）     ★水（カップ２） 
★ケイパー（６ｇ）       ★ローリエ（２枚） 
★イタリアンパセリ（適量）   ★オリーブオイル（適量） 
★塩、黒こしょう（適量） 

■材料（４人分）■ 

ブイヤベース 
フランスからは海の幸を贅沢に盛り 
込んだ“ブイヤベース”！！ 
地中海沿岸の漁師が生み出した絶品鍋！ 

■作り方■ 

① 鶏もも肉は食べ易い大きさに、玉ねぎは輪切りに、  
  その他の野菜は大きめに切る。 
②  オリーブオイルを熱し、スライスしたにんにくと玉ねぎを  
     入れて炒め、透き通ったら鶏もも肉を加え軽く炒める。 
③ ソーセージ、キャベツとかぶ以外の野菜を加えて炒め、 
  ひたひたになるまで水を入れて固形コンソメ、ローリエを加えて 
  煮込み、途中でキャベツとかぶを加え、さらに煮込む。 
④ 野菜が柔らかくなったら塩、黒こしょうで味を   
  調え、ちぎったセロリの葉を散らす。 

★鶏もも肉（２００ｇ） ★ソーセージ（４本） 
★じゃがいも（２個）  ★にんじん（２本） 
★キャベツ（１／４玉） ★かぶ（２個） 
★セロリ（１本）    ★玉ねぎ（２個） 
★にんにく（１片）   ★オリーブオイル（適量） 
★水（適量）      ★固形コンソメ（２個） 
★ローリエ（２枚）   ★塩、黒こしょう（適量） 

■材料（４人分）■ 

ドイツ風ポトフ 
ドイツからは大き目に切った野菜や
ソーセージをダイナミックに煮込んだ
ポトフ！好きな具材を入れよう！ 

① じゃがいも、にんじん、かぶは一口大に、玉ねぎは 
  みじん切り、セロリは２ｃｍ幅に切る。 
② お湯を沸かして牛すね肉を茹で、白くなったら 
  取り出して大きめに切る。 
③ 肉を鍋に戻し、野菜とミックスビーンズ、米、つぶした 
  にんにくを加え、ひたひたになるまで水を加え、固形 
  コンソメ、ローリエ、パプリカを入れる。弱火で   
  約４０分煮込み、塩、黒こしょうで味を調える。 

■作り方■ 

★牛すね肉（３００ｇ） ★ミックスビーンズ水煮（１００ｇ） 
★じゃがいも（４個）  ★にんじん（１／２本） 
★玉ねぎ（１／２個）  ★かぶ（１個） 
★セロリ（１本）    ★水（適量） 
★固形コンソメ（２個） ★ローリエ（２枚） 
★米（大４）      ★にんにく（２片） 
★パプリカ（小２）   ★塩、黒こしょう（適量） 

■材料（４人分）■ 

アルゼンチンからはシチューのような
煮込み料理“プチェロ”!！ 
シンプルにコトコト煮込んだアルゼンチンの
おふくろの味を召し上がれ！ 

プチェロ 

① はまぐりは塩水に浸けて砂抜きをする。野菜と豚ロース  
  肉は食べやすい大きさに、木綿豆腐は水切りをして  
  一口大に切る。しいたけは石づきを取る。にんにくは 
  スライスし、しょうがは皮をむいてみじん切りにする。 
② ごま油を熱し、にんにく、しょうがを炒め、香りが立ったら 
  豚ロース肉を入れて炒める。肉の色が変わったら、   
   白菜キムチ、はまぐりを加えて炒め、酒、水を加え残りの 
  具材を入れる。煮立ったら味噌、てんさい糖、しょうゆ、 
  コチュジャンを加えて味を調える。 

■作り方■ 

★はまぐり（８個）     ★豚ロース肉（２００ｇ） 
★白菜キムチ（４００ｇ）  ★しいたけ（４個） 
★木綿豆腐（１丁）     ★白ねぎ（１本） 
★にら（１束）       ★もやし（１袋） 
★ごま油（大２）      ★にんにく（１片） 
★しょうが（大１）     ★酒（１／２カップ） 
★水（２カップ)      ★味噌（大２） 
★てんさい糖（小１）    ★醤油（小１） 
★コチュジャン（適量） 

■材料（４人分）■ 

韓国からはうま味が凝縮した日本でも
お馴染みの“キムチチゲ”！！ 
寒い日はチゲ鍋で体を温めましょう！ 

キムチチゲ 

冬はやっぱり鍋が食べた～い！！ 

世界の絶品鍋料理レシピ 
寒くなってくると食べたいのが鍋料理！しかしいつも同じようなお鍋だと飽きてしまいますよね。そこで今回はおウチで
簡単に作れる世界の絶品鍋料理のレシピをご紹介します！いつものお鍋とは違う味を楽しんでみてはいかがでしょうか？ 



 

横浜市瀬谷区 松永様 

チラシを見て、ウイングさんを知りました！もともと

賃貸で住んでいて、ずっと家賃を払うのがもったいないな

と感じていたところだったので思い切ってマンションの

購入を決めました！手続き等で営業の伊良波さんには

かなり動いてもらい、色々とアドバイスもしてもらえた

ので助かりました。 

新しい部屋はリフォーム済でキレイになっているのは

もちろんのこと、マンションの全体の手入れも行き

届いていて好感が持てました。月々の支払いも安くなり

とても快適に過ごせています。 

営業部３課 

田代 貴幸の場合 
ウイングスタッフのとある休日をご紹介いたします！ 

○月×日 

↑キャンプ場の近くを流れる道志川。横浜市の水源です！ 

夏休みに家族で道志村にキャンプに行きました。行ったのは「花の森オートキャンピア」という
高規格（いたれりつくせり）のキャンプ場です。場内にジャグジー付浴場、プール等があり快適
です！各サイトに炊事場もついてお湯も出ます！ 

↓親公認の火
遊び☀ 

↑キャンプ場のプール★ 

0800-170-8866 

こちらのコーナーに取材協力して頂けるお客様を 
大募集しています！掲載させて頂いたお客様には 
ギフトカード３，０００円分をプレゼント！ 
詳細はフリーダイヤルでお問い合わせ下さい！ 

 

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。またご協力頂いた松永様ありがとうございました！ キラキラと光り輝く街並みやクリスマスツリーを眺めて感動したら、サッとスマホを出して写真を撮りたくなりますよね♪とはいえ
綺麗に夜景を撮るのは意外と難しく、何度もシャッターを押しているのにブレてしまうこともしばしば…。そんな失敗をしないために、
スマホでイルミネーションを上手に撮るテクニックをご紹介★ 

スマホで綺麗にイルミネーションを撮るテクニック 

その① オプション機能「ＨＤＲ」をオンにする！ 

ＨＤＲ機能とは、明るい部分と暗い部分のそれぞれ最適に

撮影した画像を合成して、綺麗な写真に仕上げてくれる

機能です。暗い場所や逆光など、写真が暗くなってしまう

状況下でもＨＤＲモードでは白飛びを起こさずに写真

全体を明るくできます。ＨＤＲモードをオンにして、

シャッターを押したらすぐにはスマホを動かさないように

しましょう！スマホにＨＤＲ

機能がなければシーンモードを

「夜景モード」にしましょう。

モードを切り替えるだけで

ピンぼけしにくくなります。 

その② クリスマスツリーは“下から”撮る 

ツリーやタワーなど、イルミネーションのシンボルとなる

大きな装飾は、正面からでなく“下から”撮りましょう！

つい真正面から撮ってしまいがち

ですが、それだと平面的かつ、

説明的な写真になってしまいます。 

“下から”見上げるように、近づいて

撮ることで臨場感が出やすく、 

かわいい飾りつけも綺麗に写す 

ことができます♪ 

石井幹子デザイン事務所が開発した世界初の７色のジュエリーカラー （ダイヤモンド、ルビー、アンバー、トパーズ、

エメラルド、サファイア、アメジスト）を 基調とするLEDを使ったイルミネーション。プールエリアのアクアジュエリーカラー、 

ラブリージュエリーカラー、昨年新たに登場した森をイメージしたフォレストジュエリーカラーと、毎年その規模と美しさを

拡大しています。そして、今年はオレンジ・黄色系の色合いが可愛らしい新色キュートジュエリーカラーが登場します。

宝石色の輝きで満たされた幻想的な夜を体験できるのは、 

よみうりランドだけ！ 

■期間 2015.10.16（金）～2016.2.14（日） 
 （※休園日 10/20・27、1/12～14・18～21・25～28、2/2・3・9・10） 

■時間 16：00～20：30（12/19～25は21：00まで） 
■料金 1000円（18歳以上）、500円（中高生）、600円（60歳以上）   
 （※小学生以下入場無料） 

■場所 東京都稲城市矢野口4015-1 

よみうりランド ジュエルミネーション 

国内外のアーティストの参加による作品展開、歴史的建造物などのライトアップはもちろんのこと、参加体験型のインスターレション、

ワークショップ、イベントなど、多種多彩なアート表現が「もうひとつの横浜夜景」を生み出す国際アートイベントです。

スマートイルミネーション横浜は、まちなかで展開される環境技術の見本市

でもあり、LEDや有機ＥＬ、蓄光塗料など、節電型の照明技術はもちろんのこと、

太陽光発電、電気自動車のバッテリー電源の利用など、スマートシティを形成する

様々な環境技術の実証展示の場となっています。多種多様な団体・企業の

参加により、環境と共生する都市、社会の実現に向け、産官学・市民が

一体となって取り組むまちづくりのイベントです。 

■期間 2015.10.30（金）～11.３（祝） 
■会場 象の鼻パーク、横浜港大さん橋国際客船ターミナルほか  
■お問い合わせ先 Tel:０４５－６３３－９６６０  
（スマートイルミネーション横浜実行委員会事務局）  

スマートイルミネーション横浜２０１５ 



２０１５年ウイング社員旅行 

 毎年恒例のウイング社員旅行！今年はマレーシア、ボルネオ島のコタキナバルに行って
きました！コタキナバルは目の前には南シナ海が広がり、熱帯雨林の大自然に囲まれた、
のどかで美しい場所でした！マリンスポーツをしたり、ビーチでのんびり過ごしたり、
４日間、存分に満喫することができました。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！ 

マレーシア 
コタキナバル 

１０／５～８ 

 マングローブの中でカヤック体験！日頃の運動不足が祟り、終盤にはみんな
クタクタでボロボロでしたが、大自然を満喫できました！ここから見た夕日が
とてもキレイでした★ 

 

 ボートに乗ってサピ島へ！サピ島は国立海洋公園で、
海は青く透明感抜群で、沢山の魚が泳いでいました！
日常の忙しさを忘れてのんびりできました☀ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

１２月１５日（火） 



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 

●２０１５年ウイング社員旅行 ～マレーシア コタキナバル～

●２０１５ illumination イベントガイド

●本を読むのが楽しくなる便利アイテム

●世界の絶品鍋料理レシピ

●STAFF’S DIARY

●Customer’s Voice

●QUIZE

141414   
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