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～ロサンゼルス～ 

10月1日～10月5日 

２０１２年ウイング社員旅行 

ウイング毎年の恒例行事社員旅行に行ってきました！ 
今年の行先はロサンゼルス！ 
サンタモニカやハリウッド、ダウンタウンなど巡ってきました！ 
またグランドキャニオンやティファナ（メキシコ）へもグループに
分かれ、行くことができアメリカを満喫することができました！ 

ドジャー・スタジアムでメジャーリーグを観戦しました！この日は
ロサンゼルス・ドジャースＶＳサンフランシスコジャイアンツの試合。
地元のファンでスタジアムが熱気で溢れていました！ 

HOLLYWOOD 

GRAND CANYON 

DODGER STADIUM 

TIJUANA (MEXICO) 

SANTA MONICA 

カルフォルニアのリゾート地サンタモニカに行って
きました！約５kmに及ぶ白い砂浜と海が本当にキレイ
でした！ 

世界遺産グランドキャニオンです！雄大な自然の姿に感動！ 
とにかく「凄い」の一言です！ 

アメリカとの国境にあるメキシコのティフアナへ！ 
数時間の滞在でしたがメキシコ料理も堪能し、 
アメリカとは違った雰囲気を楽しめました！ 

HOLLYWOODサインの前で！写真
ではサインが確認できませんが
肉眼ではバッチリ見えました！！ 

申し込み締め切り 

１２月１５日（土） 
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横浜市磯子区 Ｓ野様  

インターネットを通じて何件か中古マンションの見学をしていましたが、

なかなか希望通りのマンションが見つからず・・。ちょうどその頃、

自宅のポストに投函されていたチラシを見てウイングさんのオープンルームに

足を運ぶことに・・・。私たちは価格はもちろんですが、立地と間取りを

重視して中古マンションを探していました。実際に見学に行った際には

部屋のキレイさにビックリしたのを覚えています。ローンについても

分かり易く説明してくれ、安心してお任せすることができました。今では

理想通りのマンションに住むことができ、大変満足しています。ベランダ

からは景色が良く、家に帰るのが毎日楽しみです！ 

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Ｓ野様ありがとうございました！ 

営業部１課  

小森 洋一の場合 

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 

この日は仲間と横浜の海にジェットスキーをしに
行きました!子供の頃から海が大好きで休日は
いつも海で遊んできます。そのため日焼けで
年中真っ黒です！最近は日焼けに悩み毎日 
ハイチオールＣを飲んでいます！もう半分、

諦めてはいるんですけどね♡ 

○月×日 

9月の連休を利用し以前テレビで見て以来、興味が
あった台湾に行ってきました！この写真はあの宮崎
駿作品「千と千尋の神隠し」の舞台にもなった
お茶屋さんです。九份（きゅうふん）という山あいの
町でとてもノスタルジックで雰囲気ある場所！ 
ご飯も美味しいし、最高！ 

○月×日  

日頃の暴飲暴食が祟り、３３歳にして中年太りに悩んでいました！３ヶ月前
からダイエットのためのサイクリングをはじめ、１５キロの減量に成功 
しました！今は１０月！食欲の秋！誘惑の多い季節です！只今、リバウンドの
真っ最中です♪ 

吊り戸棚 
吊り戸棚の中は手がなかなか届かない所で、収納にも
困ってしまうという方も多いのでは？そんな時は持ち手の
ついたケースを使用しましょう！フタ付きのものであれば
ホコリも入らず安心です！ 

調理器具や調味料など形も種類も不揃いで小物類がいっぱいのキッチン。使い勝手が求められるにも
関わらず、一番片付きにくいスペースでもあります。片付きにくい原因の小物の整理をマスターすれば
キッチン収納は制したも同然です！今回はキッチン周りの整理整頓術をご紹介！ちょっとしたアイデアで
キッチンはぐんと使いやすくなります! 

調味料や乾物は透明な容器を
使ってみましょう！ 
中身が見え実用的で同じ種類の
容器を使えば統一感もあり見た目も
いいです！ 

～キッチンの整理整頓術編～ 

シンク下の収納にはホームセンターなどで売っている専用ラックが 
大変便利です！組み立てて収納スペースを広げれば一気に置き場が 
増えます！また100円ショップで売っている書類ケースを使用するのも
おすすめです！鍋も立てて収納することができ、収納容量がかなりUP
します！透明なものを使えば何が入っているか一目瞭然！大変便利です！ 

シンク下収納 

大きさがバラバラな調理器具は
１００円ショップなどのプラス
チックケースを使って上手に 
仕切りましょう! 
見た目もスッキリします! 
 

調理器具収納 

調味料収納 

住まいのお悩みレスキュー 

①道具を持ちすぎない、増やさない！ 

②ひと目で物を見渡せ、すぐ使えるように収納する！ 

③１００円ショップを活用する！ 

収納上手になる３つのポイント！ 

kitchen 



ハロウィンを楽しもう！ 
Happy Halloween!!   

ハロウィンはキリスト教の諸聖人の祝日「万聖節」の前夜祭で収穫への感謝とともに悪魔払いをする
お祭りで、ハロウィンの由来は古代ケルトで行われていたお祭りにあります。古代ケルトでは、
１１月１日に暦がかわるため、年がかわる１０月３１日の夜に祖先の霊ばかりではなく悪霊や魔女
がやってきて災いをもたらすと信じられており身を守るために仮面をかぶり、火をたいて霊を呼び
戻したり悪霊を追い払うようになりました。やがてこれが移民とともにアメリカに伝わりましたが
この祭りを子どもが怖がったため、子どもも楽しめる行事に変化していきました。 

最近では日本でも秋のイベントとして定着してきました！ハロウィンというと、子供だけが楽しむ
イベントと思われがちですが、仮装まではいかなくとも、かぼちゃ料理やお菓子を準備してホーム
パーティーをして楽しんだり、ハロウィンカラーのブラックとオレンジを取り入れてお部屋に飾って
みたりと大人だって気軽にハロウィンを楽しめます！今回はハロウィンを楽しむためのオススメ映画と
ホームパーティーにもぴったりなかぼちゃを使ったレシピをご紹介します♪お子様に限らず大人も
ハロウィンを楽しんでみてはいかがでしょうか？ 

ハロウィンとは？ 

 

ハロウィンと言えばこの映画！ティム・バートンのミュージカルアニメですが大人も楽しめる
ダーク･ファンタジー作品です。ファンタジー色とホラーティックな世界観がよく
マッチした異色の作風がこの映画の魅力です！ 
 
日々繰り返させる祭りの準備に憂鬱なハロウィンの王様ジャックはある日、偶然
クリスマスの世界へ迷い込む。その華やかさに魅了された彼はハロウィン風クリ
スマスの計画を思いつく。ハロウィンタウンでクリスマスを行おうとするが･･。 

 

「ハロウィン」 
ホラー映画が好きな人ばかりで見るならこの映画がおすすめです！イリノイ州の小さな町を 
舞台に、ある殺人事件を発端に起こる怪奇な事件を描く恐怖映画。 
 
ハロウィンの夜、白いマスクをかぶった少年マイケル･マイヤーズは姉のほか３人を 
惨殺。病院でルーミス医師の治療を受けることになる。しかし１７年後のハロ
ウィンの日、病院を脱出したマイケルは再びマスクを手に取り恐怖の殺人鬼と
化す・・。 

ハロウィンに見たい映画 

「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」 

 

① かぼちゃは洗い、種や綿を取り、ラップで包んで約３～４分レンジで 

  加熱します。 

② 鶏肉は小さめ（２センチ大）に切り、玉ねぎは薄くスライスします。 

  しめじは石づきをとり、小房に分けます。冷凍エビを使用する場合は 

  解凍し、水けをおさえておきます。 

③ フライパンにバターを入れ、中火で鶏肉、玉ねぎ、しめじ、エビを炒め      

  ます。途中、塩コショウをします。 

④ 火加減を弱～中火にします。小麦粉（薄力粉）を加え、具と混ぜ、 

  なじませます。コンソメ、牛乳を加え、余熱で混ぜながら、まとめます。 

⑤ かぼちゃに具をたっぷりのせ、チーズをふります。 

 ※もし具が余ってしまったらバゲットなどに載せて一緒に焼いてもＯＫ！ 

⑥ ２２０度のオーブンで約１０分焼きます。こんがり焼き色がついたら 

  出来上がり！ 

材料 （２～３人分） 
 

★かぼちゃ     １/４個              ★鶏肉       １００グラム ※胸肉やもも肉、ささみなど 

★エビ       １００グラム           ★たまねぎ     １/６個 

★しめじ      １/２パック            ★バター      大さじ１（約１５グラム） 

★小麦粉      大さじ２（約１５グラム）     ★牛乳       １５０CC  

★塩        少々                ★胡椒       少々 

★チーズ      適量 （目安 大さじ３）      ★コンソメ     １/２個 ※類型なら約２～３グラム（小さじ１） 

かんたん！楽ちんレシピ！ 

かぼちゃの 
  まるごとグラタン 



ハロウィンを楽しもう！ 
Happy Halloween!!   

ハロウィンはキリスト教の諸聖人の祝日「万聖節」の前夜祭で収穫への感謝とともに悪魔払いをする
お祭りで、ハロウィンの由来は古代ケルトで行われていたお祭りにあります。古代ケルトでは、
１１月１日に暦がかわるため、年がかわる１０月３１日の夜に祖先の霊ばかりではなく悪霊や魔女
がやってきて災いをもたらすと信じられており身を守るために仮面をかぶり、火をたいて霊を呼び
戻したり悪霊を追い払うようになりました。やがてこれが移民とともにアメリカに伝わりましたが
この祭りを子どもが怖がったため、子どもも楽しめる行事に変化していきました。 

最近では日本でも秋のイベントとして定着してきました！ハロウィンというと、子供だけが楽しむ
イベントと思われがちですが、仮装まではいかなくとも、かぼちゃ料理やお菓子を準備してホーム
パーティーをして楽しんだり、ハロウィンカラーのブラックとオレンジを取り入れてお部屋に飾って
みたりと大人だって気軽にハロウィンを楽しめます！今回はハロウィンを楽しむためのオススメ映画と
ホームパーティーにもぴったりなかぼちゃを使ったレシピをご紹介します♪お子様に限らず大人も
ハロウィンを楽しんでみてはいかがでしょうか？ 

ハロウィンとは？ 

 

ハロウィンと言えばこの映画！ティム・バートンのミュージカルアニメですが大人も楽しめる
ダーク･ファンタジー作品です。ファンタジー色とホラーティックな世界観がよく
マッチした異色の作風がこの映画の魅力です！ 
 
日々繰り返させる祭りの準備に憂鬱なハロウィンの王様ジャックはある日、偶然
クリスマスの世界へ迷い込む。その華やかさに魅了された彼はハロウィン風クリ
スマスの計画を思いつく。ハロウィンタウンでクリスマスを行おうとするが･･。 

 

「ハロウィン」 
ホラー映画が好きな人ばかりで見るならこの映画がおすすめです！イリノイ州の小さな町を 
舞台に、ある殺人事件を発端に起こる怪奇な事件を描く恐怖映画。 
 
ハロウィンの夜、白いマスクをかぶった少年マイケル･マイヤーズは姉のほか３人を 
惨殺。病院でルーミス医師の治療を受けることになる。しかし１７年後のハロ
ウィンの日、病院を脱出したマイケルは再びマスクを手に取り恐怖の殺人鬼と
化す・・。 

ハロウィンに見たい映画 

「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」 

 

① かぼちゃは洗い、種や綿を取り、ラップで包んで約３～４分レンジで 

  加熱します。 

② 鶏肉は小さめ（２センチ大）に切り、玉ねぎは薄くスライスします。 

  しめじは石づきをとり、小房に分けます。冷凍エビを使用する場合は 

  解凍し、水けをおさえておきます。 

③ フライパンにバターを入れ、中火で鶏肉、玉ねぎ、しめじ、エビを炒め      

  ます。途中、塩コショウをします。 

④ 火加減を弱～中火にします。小麦粉（薄力粉）を加え、具と混ぜ、 

  なじませます。コンソメ、牛乳を加え、余熱で混ぜながら、まとめます。 

⑤ かぼちゃに具をたっぷりのせ、チーズをふります。 

 ※もし具が余ってしまったらバゲットなどに載せて一緒に焼いてもＯＫ！ 

⑥ ２２０度のオーブンで約１０分焼きます。こんがり焼き色がついたら 

  出来上がり！ 

材料 （２～３人分） 
 

★かぼちゃ     １/４個              ★鶏肉       １００グラム ※胸肉やもも肉、ささみなど 

★エビ       １００グラム           ★たまねぎ     １/６個 

★しめじ      １/２パック            ★バター      大さじ１（約１５グラム） 

★小麦粉      大さじ２（約１５グラム）     ★牛乳       １５０CC  

★塩        少々                ★胡椒       少々 

★チーズ      適量 （目安 大さじ３）      ★コンソメ     １/２個 ※類型なら約２～３グラム（小さじ１） 

かんたん！楽ちんレシピ！ 

かぼちゃの 
  まるごとグラタン 



 

横浜市磯子区 Ｓ野様  

インターネットを通じて何件か中古マンションの見学をしていましたが、

なかなか希望通りのマンションが見つからず・・。ちょうどその頃、

自宅のポストに投函されていたチラシを見てウイングさんのオープンルームに

足を運ぶことに・・・。私たちは価格はもちろんですが、立地と間取りを

重視して中古マンションを探していました。実際に見学に行った際には

部屋のキレイさにビックリしたのを覚えています。ローンについても

分かり易く説明してくれ、安心してお任せすることができました。今では

理想通りのマンションに住むことができ、大変満足しています。ベランダ

からは景色が良く、家に帰るのが毎日楽しみです！ 

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Ｓ野様ありがとうございました！ 

営業部１課  

小森 洋一の場合 

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 

この日は仲間と横浜の海にジェットスキーをしに
行きました!子供の頃から海が大好きで休日は
いつも海で遊んできます。そのため日焼けで
年中真っ黒です！最近は日焼けに悩み毎日 
ハイチオールＣを飲んでいます！もう半分、

諦めてはいるんですけどね♡ 

○月×日 

9月の連休を利用し以前テレビで見て以来、興味が
あった台湾に行ってきました！この写真はあの宮崎
駿作品「千と千尋の神隠し」の舞台にもなった
お茶屋さんです。九份（きゅうふん）という山あいの
町でとてもノスタルジックで雰囲気ある場所！ 
ご飯も美味しいし、最高！ 

○月×日  

日頃の暴飲暴食が祟り、３３歳にして中年太りに悩んでいました！３ヶ月前
からダイエットのためのサイクリングをはじめ、１５キロの減量に成功 
しました！今は１０月！食欲の秋！誘惑の多い季節です！只今、リバウンドの
真っ最中です♪ 

吊り戸棚 
吊り戸棚の中は手がなかなか届かない所で、収納にも
困ってしまうという方も多いのでは？そんな時は持ち手の
ついたケースを使用しましょう！フタ付きのものであれば
ホコリも入らず安心です！ 

調理器具や調味料など形も種類も不揃いで小物類がいっぱいのキッチン。使い勝手が求められるにも
関わらず、一番片付きにくいスペースでもあります。片付きにくい原因の小物の整理をマスターすれば
キッチン収納は制したも同然です！今回はキッチン周りの整理整頓術をご紹介！ちょっとしたアイデアで
キッチンはぐんと使いやすくなります! 

調味料や乾物は透明な容器を
使ってみましょう！ 
中身が見え実用的で同じ種類の
容器を使えば統一感もあり見た目も
いいです！ 

～キッチンの整理整頓術編～ 

シンク下の収納にはホームセンターなどで売っている専用ラックが 
大変便利です！組み立てて収納スペースを広げれば一気に置き場が 
増えます！また100円ショップで売っている書類ケースを使用するのも
おすすめです！鍋も立てて収納することができ、収納容量がかなりUP
します！透明なものを使えば何が入っているか一目瞭然！大変便利です！ 

シンク下収納 

大きさがバラバラな調理器具は
１００円ショップなどのプラス
チックケースを使って上手に 
仕切りましょう! 
見た目もスッキリします! 
 

調理器具収納 

調味料収納 

住まいのお悩みレスキュー 

①道具を持ちすぎない、増やさない！ 

②ひと目で物を見渡せ、すぐ使えるように収納する！ 

③１００円ショップを活用する！ 

収納上手になる３つのポイント！ 

kitchen 



～ロサンゼルス～ 

10月1日～10月5日 

２０１２年ウイング社員旅行 

ウイング毎年の恒例行事社員旅行に行ってきました！ 
今年の行先はロサンゼルス！ 
サンタモニカやハリウッド、ダウンタウンなど巡ってきました！ 
またグランドキャニオンやティファナ（メキシコ）へもグループに
分かれ、行くことができアメリカを満喫することができました！ 

ドジャー・スタジアムでメジャーリーグを観戦しました！この日は
ロサンゼルス・ドジャースＶＳサンフランシスコジャイアンツの試合。
地元のファンでスタジアムが熱気で溢れていました！ 

HOLLYWOOD 

GRAND CANYON 

DODGER STADIUM 

TIJUANA (MEXICO) 

SANTA MONICA 

カルフォルニアのリゾート地サンタモニカに行って
きました！約５kmに及ぶ白い砂浜と海が本当にキレイ
でした！ 

世界遺産グランドキャニオンです！雄大な自然の姿に感動！ 
とにかく「凄い」の一言です！ 

アメリカとの国境にあるメキシコのティフアナへ！ 
数時間の滞在でしたがメキシコ料理も堪能し、 
アメリカとは違った雰囲気を楽しめました！ 

HOLLYWOODサインの前で！写真
ではサインが確認できませんが
肉眼ではバッチリ見えました！！ 

申し込み締め切り 

１２月１５日（土） 
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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 

ホームページ http://www.w-ing.net/ 

メール info@w-ing.net 

ツイッター https://twitter.com/wing_yokohama 

フェイスブック http://www.facebook.com/wing.yokohama 

 

Wing  
暮らしを豊かにする情報マガジン 020202   

 

●2012年ウイング社員旅行  

●住まいのお悩みレスキュー ～キッチンの整理整頓術編～ 

●ハロウィンを楽しもう！  

●STAFF’S DIARY 

●Customer’s Voice 

●QUIZE 


