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良い時、悪い時のメリハリをつけ、 
時には自分が嫌われ者になる覚悟で
仕事に臨み、営業部全体の質を 
高めていくことを目指します！ 

力をぬいて、何事も 
楽しくする一年に！ 

申年に因んで、良い意味で 
騒ぎ、機敏に動く一年にします。 

飛躍の一年にします！  

今周囲にいる方々や、これから 
出会う方々の笑顔を大事に、 
僕自身が明るく健やかに 
充実した１年にします！！ 

“ り ょ く ”  
筋力・英語力・仕事力 

この３つの“力”を高めて、充実した 
一年にしていきます。 

“継続は力なり” 
何事もやると決めたら、 
やり抜くという強い意志で

やっていきます。 

“成る” 

今年は成長と成功を必ずしたい 
という思いからこの字を選びました！ 

営業部 三好 辰紀 

営業部 杉山 仁 営業部 鎌田 克彦 営業部 伊良波 憲一 

営業部 田代 貴幸 営業部 小島 孝績 

営業部 古谷 康一 営業部 小森 洋一 営業部 蜂巣 真之介 

2016年も皆様のニーズにお応えできるよう、 
頑張って参りますので、引き続きご愛顧の程 

宜しくお願い申し上げます。 
皆様にとって素晴らしき一年でありますように。 新年の書初め 

～2016年の抱負～ 
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申し込み締め切り 

３月１５日（火） 

 



横浜市西区 Ｏ様 

チラシを見て、問い合わせたのがきっかけでウイングさんを 

知りました。ずっと賃貸で住み続けるのには抵抗があったので、 

マンションの購入を決めました。営業の鎌田さんは、住宅ローン

など、代理人としてよく動いてくれて頼りがいがありました。

今回、リフォームが完成する前に契約をしたので、初めは少し 

不安な面もありましたが、鎌田さんの言ったようなイメージ通りの

住まいが完成したので安心しました！ 

私も内装業をしていますが、工事の仕上がりも綺麗でしたので、

とても満足しています。快適な新生活がおくれています。 

ありがとうございました。 

事業部１課 

榎本 剛士の場合 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 

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Ｏ様ありがとうございました！ 

○月×日 

いざ鎌倉へ！今日は紅葉散策に出かけました。僕自身、実家が
鎌倉にあるのですが、連日観光客や修学旅行生も多く、人と車の
渋滞を掻き分けて家から駅に向かうのが一苦労でした。 
当時はそんな鎌倉の魅力を理解できませんでしたが、最近は
なんとなく鎌倉の良さがわかる気がします。今回訪れたお寺は
妙本寺。鎌倉の数あるお寺の中で一番オススメです。緑が
非常に多く落ち着きます。マイナスイオン出まくりです(たぶん)。 

中目黒のクラブに行ってきました。かれこれダンスを始めて10年
以上、練習する時間はかなり減りましたが、休日にこうして
クラブや地元の体育館で汗を流しています。実は今、街から
クラブが消えつつあることをご存知でしょうか。六本木や青山、
渋谷、代官山や目黒などなど、都内の老舗クラブが姿を消して
いるのです。昨今はキッズダンサーの勢いもあり、ダンスが
義務教育の一環となった時代ですが、夜通しで遊びにくる大学生や
社会人は減少傾向であり、クラブ側も経営が苦しいのです。
ダンサーにとってクラブとは、体を使って「自己表現」し合い、
交流を深め、刺激を受け、多くの注目を集め、誰もが主役となって
輝くことができる場所です。踊ることを本気で楽しんでいた世代に
とっては寂しく悔しい事態ですが、仮にクラブがなくなっても、
年を取っても、体が許す限り僕は踊りつづけます！ 

 

2016年の運気をＵＰ！ 

 

箱根神社 
神奈川県で随一のパワースポットとされています。 

主に、開運・厄よけ・縁結びに効果があります。かつては

東海道を往来する旅人を守護してきた安全祈願の 

パワースポットとしても有名でした。国指定重要文化財の

社宝や子孫繁栄を祈る「安産杉」があり、特に 

芦ノ湖湖畔にある本社と、境内社にある新宮の２つの

「九頭龍神社」は、恋愛成就の縁結びスポットとして

近年大変な人気を博しているようで、連日女性参拝客が

列をなしているようです。温泉地の中にあるので温泉の

ついでに気軽に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。 

  

「九頭龍神社」 

「安産杉」 

伊勢山皇大神宮 
横浜にもパワースポットが存在します。伊勢山皇大神宮は

桜木町・みなとみらい地区にあり、境内からは横浜ランド

マークタワーを見わたすことができる横浜に密着した神社

です。商売繁昌、交通安全、家内安全、厄除、安産に

効果があり、伊勢神宮と同じく天照大御神を祭神として

祀り、横浜の総鎮守とされ、関東のお伊勢さんと呼ばれて

います。参道から一の鳥居、二の鳥居をくぐると最後に

境内の入口に２本の柱の間にしめ縄を張ったようなものが

あります。これは注連柱（しめばしら）といい、鳥居の原形

だそうです。注連柱から先は、神聖な領域という雰囲気が

漂っています。JR桜木町駅から歩いて約10分で行ける

ので、是非一度足を運んでみてはいかがでしょうか。 

「注連柱（しめばしら）」 「社殿」 

夕日の滝 
南足柄市矢倉沢にある夕日の滝は、落差23ｍ、幅5ｍの

滝で金太郎が産湯をつかったと伝えられています。 

毎年1月15日に太陽が滝口の中央に沈むことから、

夕日の滝と名を付けられたそうです。下流には、金太郎の

生家跡や子供の頃に遊んだと伝えられる「かぶと石」や

「たいこ石」もあります。夕日の滝はマイナスイオンが

たっぷり感じられるパワースポットでもあります。 

水のあるパワースポットは心と体の浄化にピッタリ！ 

滝に打たれると願い事が叶う 

という説もあり沢山の方が 

滝修行を行っているようです。 

 

 

 

 

「夕日の滝」 

「かぶと石」 

森戸神社 
森戸神社は葉山の森戸海岸沿いに立つ、葉山地区の

総鎮守です。男女恋愛、幸せな結婚等の文化を統括

する恋愛成就のパワースポットで有名です。 

また安産・子宝祈願の「水天宮」には全国から多くの方が

祈願に訪れます。境内からは富士山や江ノ島、箱根を

見ることができるので、絶景ポイントとしてもよく知られて

います。御祭神は、「オオヤマツミノカミ」と呼ばれる 

山神様と、福の神のエビス様としても知られる  

「コトシロヌシノカミ」です。森戸神社は源頼朝が建立

したという、いわれのある神社で、「森戸の夕照」は 

かながわ景勝５０選にも選ばれている美しいスポットです。 

「本殿」 「森戸の夕照」 

神奈川県のおすすめパワースポット 
遠くまで足を運ばなくても、パワースポットは神奈川県内にもたくさんあります。今回はその中でもオススメの４つのスポットをご紹介します！ 
パワースポットに行って、２０１６年の運気をＵＰさせちゃいましょう♪ 

横浜 箱根 

葉山 南足柄 



腹筋エクササイズ 

ヒップアップエクササイズ 

くびれを作る ぽっこりお腹を解消 

お尻や背中等の背面を鍛える 

半身クランチエクササイズ 
①横向きに寝た状態で足を揃えたまま両膝を軽く曲げる。  

 下の腕は前に伸ばして手の平を下に向け、上になった 

 腕は体の横に置く 

②３秒かけて息を吐きながら、頭・腕・足を同時に  

 持ち上げ、上の腕を浮かせながら３秒キープ。 

 さらに３秒かけて息を吸いながら①の状態へ戻す。 

 反対側も同様に行う。 

①仰向けの状態になり、膝を軽く立てて、足の裏を 

 床につける。上半身は床に付けて、両肘を曲げて 

 手を後頭部の下に入れる。 

②下腹部に力を入れて３秒間かけて息を吐きながら、 

 頭・腕を同時に持ち上げながら３秒キープ。 

 さらに３秒かけながら息を吸い元の場所へ戻す。 

①四つん這いの状態になって、両方の膝を９０度程に  

 曲げる。床に両肘を付け、背筋を伸ばす。 

②３秒かけて口から息を吐きながら、上半身を使わず  

 片足をゆっくりと上げていく。肩からかかとまで 

 一直線になるように意識しながら３秒キープし、 

 ３秒かけて鼻から息を吸いながら元の状態に戻す。 

 左右とも５セット行う。 

二の腕引き締めエクササイズ 

二の腕のぷにぷにを解消する 

①うつぶせの状態になり、片方の腕は頭の横に上げ、  

 手の平を顔の下に入れる。もう片方の腕は、手の平を 

 上へと向け、体の横に置く。 

②３秒かけて口から息を吐きながら、体の横に置いて 

 ある腕を上げる。そのままの状態で１０秒キープする。  

 ３秒かけて鼻から息を吸いながら、腕をおろしていく。 

 これを左右とも１０回繰り返す。 

冬太りを解消するための体幹エクササイズをご紹介！ 
気になる体の部分を効果的にトレーニングしましょう！ 
全て簡単にできるので是非チャレンジしてみて下さい！ 

エネルギーを消費しよう！！ 

体幹エクササイズメニュー 

冬太りする人の冬の生活を見ると、 
大きく分けて次の２つが原因になります。 

その①エネルギー消費量が減る 

寒くて外に出る機会が減り、運動量が減る。 
「冬の間は、運動はお休みしちゃおう」 
「こたつでゴロゴロして、お菓子をつまんでいるのが幸せ♡」 

実は冬は“痩せやすい”時期 

「冬太りの法則」 

太る＝摂取エネルギー＞消費エネルギー 

その②エネルギー摂取量が増える 

付き合いから忘年会・新年会などの宴会が多い。 

気づいたら食事もお酒もたくさん摂取している人。 

なぜ冬は太るの？ 

冬は太りやすいと思ったら大間違いです！ 
寒い冬の時期は体温を上げるために、体内で 
燃やすエネルギー量は多くなります。 
夏に比べて冬のほうが基礎代謝は高くなり、
実は冬の体は痩せやすい状態にあるのです！ 
痩せたいと思っている人は“冬”を味方にして、
ダイエットにチャレンジしてみましょう！ 
冬こそ効果抜群です！ 
 

 

 

ダイエット特集 

冬太りにサヨナラ！冬だからこそ始めよう！ 

ライスクリスピーバー 

①無塩バターを溶かす。 

大きめの鍋に中火でバターを溶かす。しばらくすると泡が出てきて薄いきつね色の透明な状態になります。

香ばしい香りがしてきたら火を止める。 ※焦がさない様に注意！ 

②粗塩とマシュマロを加える 

火を止めた状態でバターが入ってる鍋に、粗塩とマシュマロを加え、マシュマロが滑らかになるまで 

混ぜる。 ※マシュマロは煮詰めない様に注意！ 

③ライスクリスピー加える 

鍋をコンロから離し、ライスクリスピーを一度に加えて手早く混ぜ入れる。 

※マシュマロが白く固まらないようにまんべんなく混ぜ合わせる！ 

④型に入れる 

準備しておいた型に入れて隅々までライスクリスピーが敷き詰まるようにゴムベラなどを使って軽く抑える。

最初に２／３を入れ、ある程度平らにしたら残りのライスクリスピーで隙間を埋めていくと簡単です。 

⑤固める 

冷蔵庫にいれる。固まったら好きな形にカットする。 

しっかり固まっていれば包丁でサクっと綺麗に切れます。 

⑤デコレーションする 

スティック棒をさしたり、型抜きで好きな形にくり抜いたり、チョコレートをかけたり・・と楽しく 

デコレーションを楽しみましょう♪♪ 

★ライスクリスピー ６カップ 

★無塩バター １１３g 

★マシュマロ ２８３g  

★粗塩小さじ１／２ 

★鉄板 ３０cm×３０cm 

（大体の大きさでＯＫ！） 

 ※鉄板にクッキングシートを敷いておいて下さい。 

～材料～ 

超簡単！子供も一緒に作れる 

Valentine recipe
２月１４日はバレンタインデー！今回は、子供も作れちゃう超簡単バレンタインレシピをご紹介♪ 
一度にたくさんできるので、バラマキ用にも最適です！是非作ってみて下さいね  
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ダイエット特集 

冬太りにサヨナラ！冬だからこそ始めよう！ 

ライスクリスピーバー 

①無塩バターを溶かす。 

大きめの鍋に中火でバターを溶かす。しばらくすると泡が出てきて薄いきつね色の透明な状態になります。

香ばしい香りがしてきたら火を止める。 ※焦がさない様に注意！ 

②粗塩とマシュマロを加える 

火を止めた状態でバターが入ってる鍋に、粗塩とマシュマロを加え、マシュマロが滑らかになるまで 

混ぜる。 ※マシュマロは煮詰めない様に注意！ 

③ライスクリスピー加える 

鍋をコンロから離し、ライスクリスピーを一度に加えて手早く混ぜ入れる。 

※マシュマロが白く固まらないようにまんべんなく混ぜ合わせる！ 

④型に入れる 

準備しておいた型に入れて隅々までライスクリスピーが敷き詰まるようにゴムベラなどを使って軽く抑える。

最初に２／３を入れ、ある程度平らにしたら残りのライスクリスピーで隙間を埋めていくと簡単です。 

⑤固める 

冷蔵庫にいれる。固まったら好きな形にカットする。 

しっかり固まっていれば包丁でサクっと綺麗に切れます。 

⑤デコレーションする 

スティック棒をさしたり、型抜きで好きな形にくり抜いたり、チョコレートをかけたり・・と楽しく 

デコレーションを楽しみましょう♪♪ 

★ライスクリスピー ６カップ 

★無塩バター １１３g 

★マシュマロ ２８３g  

★粗塩小さじ１／２ 

★鉄板 ３０cm×３０cm 

（大体の大きさでＯＫ！） 

 ※鉄板にクッキングシートを敷いておいて下さい。 

～材料～ 

超簡単！子供も一緒に作れる 

Valentine recipe
２月１４日はバレンタインデー！今回は、子供も作れちゃう超簡単バレンタインレシピをご紹介♪ 
一度にたくさんできるので、バラマキ用にも最適です！是非作ってみて下さいね  



横浜市西区 Ｏ様 

チラシを見て、問い合わせたのがきっかけでウイングさんを 

知りました。ずっと賃貸で住み続けるのには抵抗があったので、 

マンションの購入を決めました。営業の鎌田さんは、住宅ローン

など、代理人としてよく動いてくれて頼りがいがありました。

今回、リフォームが完成する前に契約をしたので、初めは少し 

不安な面もありましたが、鎌田さんの言ったようなイメージ通りの

住まいが完成したので安心しました！ 

私も内装業をしていますが、工事の仕上がりも綺麗でしたので、

とても満足しています。快適な新生活がおくれています。 

ありがとうございました。 

事業部１課 

榎本 剛士の場合 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 

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Ｏ様ありがとうございました！ 

○月×日 

いざ鎌倉へ！今日は紅葉散策に出かけました。僕自身、実家が
鎌倉にあるのですが、連日観光客や修学旅行生も多く、人と車の
渋滞を掻き分けて家から駅に向かうのが一苦労でした。 
当時はそんな鎌倉の魅力を理解できませんでしたが、最近は
なんとなく鎌倉の良さがわかる気がします。今回訪れたお寺は
妙本寺。鎌倉の数あるお寺の中で一番オススメです。緑が
非常に多く落ち着きます。マイナスイオン出まくりです(たぶん)。 

中目黒のクラブに行ってきました。かれこれダンスを始めて10年
以上、練習する時間はかなり減りましたが、休日にこうして
クラブや地元の体育館で汗を流しています。実は今、街から
クラブが消えつつあることをご存知でしょうか。六本木や青山、
渋谷、代官山や目黒などなど、都内の老舗クラブが姿を消して
いるのです。昨今はキッズダンサーの勢いもあり、ダンスが
義務教育の一環となった時代ですが、夜通しで遊びにくる大学生や
社会人は減少傾向であり、クラブ側も経営が苦しいのです。
ダンサーにとってクラブとは、体を使って「自己表現」し合い、
交流を深め、刺激を受け、多くの注目を集め、誰もが主役となって
輝くことができる場所です。踊ることを本気で楽しんでいた世代に
とっては寂しく悔しい事態ですが、仮にクラブがなくなっても、
年を取っても、体が許す限り僕は踊りつづけます！ 

 

2016年の運気をＵＰ！ 

 

箱根神社 
神奈川県で随一のパワースポットとされています。 

主に、開運・厄よけ・縁結びに効果があります。かつては

東海道を往来する旅人を守護してきた安全祈願の 

パワースポットとしても有名でした。国指定重要文化財の

社宝や子孫繁栄を祈る「安産杉」があり、特に 

芦ノ湖湖畔にある本社と、境内社にある新宮の２つの

「九頭龍神社」は、恋愛成就の縁結びスポットとして

近年大変な人気を博しているようで、連日女性参拝客が

列をなしているようです。温泉地の中にあるので温泉の

ついでに気軽に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。 

  

「九頭龍神社」 

「安産杉」 

伊勢山皇大神宮 
横浜にもパワースポットが存在します。伊勢山皇大神宮は

桜木町・みなとみらい地区にあり、境内からは横浜ランド

マークタワーを見わたすことができる横浜に密着した神社

です。商売繁昌、交通安全、家内安全、厄除、安産に

効果があり、伊勢神宮と同じく天照大御神を祭神として

祀り、横浜の総鎮守とされ、関東のお伊勢さんと呼ばれて

います。参道から一の鳥居、二の鳥居をくぐると最後に

境内の入口に２本の柱の間にしめ縄を張ったようなものが

あります。これは注連柱（しめばしら）といい、鳥居の原形

だそうです。注連柱から先は、神聖な領域という雰囲気が

漂っています。JR桜木町駅から歩いて約10分で行ける

ので、是非一度足を運んでみてはいかがでしょうか。 

「注連柱（しめばしら）」 「社殿」 

夕日の滝 
南足柄市矢倉沢にある夕日の滝は、落差23ｍ、幅5ｍの

滝で金太郎が産湯をつかったと伝えられています。 

毎年1月15日に太陽が滝口の中央に沈むことから、

夕日の滝と名を付けられたそうです。下流には、金太郎の

生家跡や子供の頃に遊んだと伝えられる「かぶと石」や

「たいこ石」もあります。夕日の滝はマイナスイオンが

たっぷり感じられるパワースポットでもあります。 

水のあるパワースポットは心と体の浄化にピッタリ！ 

滝に打たれると願い事が叶う 

という説もあり沢山の方が 

滝修行を行っているようです。 

 

 

 

 

「夕日の滝」 

「かぶと石」 

森戸神社 
森戸神社は葉山の森戸海岸沿いに立つ、葉山地区の

総鎮守です。男女恋愛、幸せな結婚等の文化を統括

する恋愛成就のパワースポットで有名です。 

また安産・子宝祈願の「水天宮」には全国から多くの方が

祈願に訪れます。境内からは富士山や江ノ島、箱根を

見ることができるので、絶景ポイントとしてもよく知られて

います。御祭神は、「オオヤマツミノカミ」と呼ばれる 

山神様と、福の神のエビス様としても知られる  

「コトシロヌシノカミ」です。森戸神社は源頼朝が建立

したという、いわれのある神社で、「森戸の夕照」は 

かながわ景勝５０選にも選ばれている美しいスポットです。 

「本殿」 「森戸の夕照」 

神奈川県のおすすめパワースポット 
遠くまで足を運ばなくても、パワースポットは神奈川県内にもたくさんあります。今回はその中でもオススメの４つのスポットをご紹介します！ 
パワースポットに行って、２０１６年の運気をＵＰさせちゃいましょう♪ 

横浜 箱根 

葉山 南足柄 



良い時、悪い時のメリハリをつけ、 
時には自分が嫌われ者になる覚悟で
仕事に臨み、営業部全体の質を 
高めていくことを目指します！ 

力をぬいて、何事も 
楽しくする一年に！ 

申年に因んで、良い意味で 
騒ぎ、機敏に動く一年にします。 

飛躍の一年にします！  

今周囲にいる方々や、これから 
出会う方々の笑顔を大事に、 
僕自身が明るく健やかに 
充実した１年にします！！ 

“ り ょ く ”  
筋力・英語力・仕事力 

この３つの“力”を高めて、充実した 
一年にしていきます。 

“継続は力なり” 
何事もやると決めたら、 
やり抜くという強い意志で

やっていきます。 

“成る” 

今年は成長と成功を必ずしたい 
という思いからこの字を選びました！ 

営業部 三好 辰紀 

営業部 杉山 仁 営業部 鎌田 克彦 営業部 伊良波 憲一 

営業部 田代 貴幸 営業部 小島 孝績 

営業部 古谷 康一 営業部 小森 洋一 営業部 蜂巣 真之介 

2016年も皆様のニーズにお応えできるよう、 
頑張って参りますので、引き続きご愛顧の程 

宜しくお願い申し上げます。 
皆様にとって素晴らしき一年でありますように。 新年の書初め 

～2016年の抱負～ 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

３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 
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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 151515   

ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 

●～2016年の抱負～ 新年の書初め

●2016年の運気をＵＰ！神奈川県のおすすめパワースポット

●冬太りにサヨナラ！ダイエット特集

●超簡単★子供も一緒に作れるValentineレシピ

●STAFF’S DIARY

●Customer’s Voice

●QUIZE




