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●謹賀新年 あけましておめでとうございます

●住まいのお悩みレスキュー ～和室・玄関のお掃除術編～

●寒い冬を暖かく快適に・・

●ウイングスタッフがおすすめする 横浜グルメ特集

●STAFF’S DIARY

●Customer’s Voice

●QUIZE

030303   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 



  

 

 

 

 

謹賀新年 

あけましておめでとうございます。 

 

  昨年は大変お世話になりました。本年も昨年同様、沢山のお客様に喜んで頂けるよう    

  スタッフ一同、精一杯頑張って参りますのでどうぞ宜しくお願いいたします。 

 毎年の恒例の初詣に行ってきました！気持ちを新たに頑張ります！！ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

３月１５日（金） 



横浜市青葉区 吉池様 

子供が生まれたことで、引っ越しを検討していました。 

ちょうどその頃、同じマンション内でオープンルームをやって

いるのを知り、行ってみることに！ 

もともと住んでいたマンションだったので環境への安心感と価格の

条件がピッタリでした。営業の杉山さんにはスピーディーに 

誠実に対応して頂き、初めての不動産購入でしたが安心感を

持って購入できました。今では子供を含め新居に満足して 

います。住んでいた為に使い勝手の分かっている部分もあり 

安心できています。新居でキレイになったお風呂タイムを息子も

楽しんでいます。 

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。またご協力頂いた吉池様ありがとうございました！ 

事業部３課 

宮崎 良太の場合 
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

○月×日

この日は昨年末に誕生した３人目の子供を連れて
家族全員で初詣に行きました。ついこの間まで
甘えっ子だった長女も今では頼りになるお姉ちゃんに
なってきました。親としては日々成長を感じます。 

「近いからいつでも行ける」という理由からなかなか連れて行って 
あげられなかった八景島シーパラダイスに行きました。ほぼ初めての
シーパラに大満足の様子の２人でした。

○月×日

ここ最近、３人目の誕生という一大イベントがあったせいで、かまって
もらえず溜まった子供たちのストレスを発散するべく、子供たちの
お気に入りの公園に行きました。有り余る元気を爆発させ、２時間
休みなく遊び続けていました。 

あけましておめでとうございます。

住まいのお悩みレスキュー 

お客様を迎えることの多かったお正月、ご自宅の玄関や和室は綺麗に保てていますか？今回は汚れやすい玄関と 

和室のお掃除の裏ワザをご紹介！普段のお掃除でなかなかできない部分もこの時期にしっかりとお掃除しましょう。 

～和室・玄関のお掃除術編～ 

和 室 

【障子の黄ばみを取る方法】 

お酢スプレーの作り方 

水２００ｍｌ ＋お酢２ｇ 

たばこのヤニなどで黄ばんでしまう障子にはお酢が効果的です。水で薄めたお酢をスプレー

すると黄ばみが消えます。張り替えたばかりのキレイな障子にしっかりスプレーすると黄ばみの

防止になります。かけすぎに注意し、予め目立たない所で確認し試してみて下さい。 

【襖のレールのゴミを取り除く方法】 

ふすまのレールの汚れとりには輪ゴムを使用します。 

レールの上に輪ゴムを置き、その上を滑らせるように

襖を開け閉めします。すると、輪ゴムと一緒に沢山の

ホコリが簡単に取れます。わざわざ襖をはずさなくても

簡単にできる裏ワザです！ 
①輪ゴムをセット ②襖を開け閉め

玄 関 

まず下駄箱の中の靴を全部外に出します。次に下駄箱の中のホコリや砂をほうきとチリトリでしっかりと払い取り

布切れや雑巾をエタノールに含ませて拭いて除菌します。最後に少し下駄箱のドアを開け放してしっかり換気、通風を
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【下駄箱をイヤな臭いを消す方法】 

【玄関ドアをピカピカにする方法】 
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<作り方＞ 
１、土鍋に手羽と水、にんにく、しょうが、酒を入れ火にかけ沸騰  

  したら弱火にし３０分程煮込む。塩とうまみ調味料で淡い味  

  をつけておく。 

２、そこにざく切りした白菜、豚バラ、春雨を交互に入れ、 
  蓋をして煮詰める。煮立ってきたらあくをとる。 

３、たれの材料は全てボウルに入れ、混ぜておく。 

４、あとはたれにつけて頂く。最後はお湯を足してお好みで  
おじやを作る。 

材料（２人分） 

豚バラ  200ｇ 白菜（ざく切り） ４枚 

鳥の手羽 6本 春雨（水にもどしたもの）100ｇ 

水 4カップ にんにく（丸のまま） 4かけ 

酒 1カップ 生姜（薄切り） 10枚 

塩 小さじ1 うまみ調味料 小さじ1/3 

【たれ】 

ごま油 大さじ4  塩 小さじ1/2 

しょうゆ 大さじ2  酢 大さじ2 

ねぎ（みじん切り）  大さじ2  にんにく（みじん切り）小さじ2 

白菜、手羽と豚バラ、 

春雨のしょうが鍋 

身体をポカポカに温めてくれる食材「生姜」。生姜を
使った料理で健康に寒い冬を温かく過ごしましょう！ 

で温める 

 

食 

窓
まわりをプチリフォーム 

色
を変える 

色によって温かく感じる色と涼しく感じる色があります。

寒い冬におすすめなのは炎を連想させ温かみを感じる 

赤やオレンジと言った暖色系です。冬は暖色系を積極的に

お部屋のインテリアに取り入れて視覚から温かくなり

ましょう！明るいオレンジや赤であれば楽しい印象に、

ダークなブラウン系は温かみのある落ち着いた印象の

空間になります。 

一度にお部屋のカラーコーディネートを変えるのは大変

なので、まずはクッションやブランケットといった小物を

冬インテリアに加えてみると効果的です。ずいぶん印象が

変わってきます。 

家の中の暖気の約５０％は窓などの開口部から流出します。せっかくの

暖かい空気が室外へ逃げてしまうと暖房効率はダウンしてしまいます。 

暖房効率をアップし省エネ・節電するために、窓まわりをプチリフォーム 

しましょう！カーテンは厚手のもの、断熱性の高いものに変え、窓からの 

熱の出入りを防くことがポイントです。同じ素材でもドレープ（ひだ）の

多い方が断熱効果はより高まります。今のカーテンに裏打ちをして 

厚くすることも有効です。 

さらに高い断熱性を期待するなら「ハニカムスクリーン」がおすすめ 

です。形状が蜂の巣状になっており、空気層が暖かさを外に逃げない

よう防ぎます。また、窓から入る冷たい空気も防ぐことで、冬でも

室温を安定させて快適に過ごすことができます。 

ハニカム構造（蜂の巣状）

ハニカムスクリーン レフィーナ／ニチベイ

寒い冬を温かく快適に･・ 
寒い冬を暖かく過ごす住まいの簡単あったか術をご紹介します！

節電はもちろん省エネでエコな住まいの工夫で、寒さを防いで

光熱費を節約しましょう。 

ウイングスタッフがオススメする

横浜グルメ特集 
ウイングスタッフもよく通う横浜周辺のグルメ 

スポットをご紹介します！今回は当社から歩いて

１０秒？！目と鼻の先にあるお店！ハマ横丁内に

ある「馬肉とおでん お富さん」に密着します！！ 

お富さんではチェーン店では出せない人とのふれあいを大事にしています。 

初めて来店した人とでもできるだけコミュニケーションをとるようにしています。 

もちろん空気を読むようにしてですが、店員に触れられたくないような方にはそっと

その場を味わっていただくようにしています。居心地のいい空間を作り出すのは

店員の役目です。お客様が帰る際、「あの店にまた行ってみたいな・・・」と感じて

頂けるよう日々創意工夫をしております。 

店長 山田ピートさんから

横浜駅西口、岡田屋モアーズ沿いの道から鶴屋橋を渡って直進。向かって右側の

日本レンタカーの角を右に曲がってすぐのハマ横丁２階です。 

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町２－１１－４ ハマ横丁２Ｆ 

営業時間 月～木 17:00～24:00 / 金・土 祝前日 17:00～4:00

TEL ０４５-６２４-９８８５ ＨＰ  http://otomisan.sakura.ne.jp/web 

お富さん 

馬肉とおでん 

お富さん人気メニュー 

お富さんのおでんを鉄板に、 
上からのせたチーズをバーナー
であぶりイタリアン香辛料を
かけた、和なの？洋なの？
不思議な一品。 
これを求めてリピーターになる
人が数多くいます。 

焼きおでん ８８０円
たてがみ、赤身のもも、ロース、

中霜降り、薄霜降り、ふたえご

（バラ肉）の6種類の刺しの 

盛り合わせ。同じ馬でそれぞれに

違った旨みを味わえます。 

馬刺し６点盛１９８０円

店内はレトロな雰囲気。昭和の懐かしい時代にタイムスリップしたかのようです。 昔のネオン街をイメージさせるような外観。 

「ウイング通信」を見たと言って
頂くと、大人気の「馬刺し（もも）」
通常５８０円のところ、なんと
２９円（肉価格！！）でご利用
頂けます！ 

「馬刺し（もも）」

★ 

※２０１３年３月末まで有効

通常５８０円 → ２９円!! 

special coupon ★ 
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○月×日 

ここ最近、３人目の誕生という一大イベントがあったせいで、かまって
もらえず溜まった子供たちのストレスを発散するべく、子供たちの
お気に入りの公園に行きました。有り余る元気を爆発させ、２時間
休みなく遊び続けていました。 

 

 

 

あけましておめでとうございます。 

住まいのお悩みレスキュー 

お客様を迎えることの多かったお正月、ご自宅の玄関や和室は綺麗に保てていますか？今回は汚れやすい玄関と 

和室のお掃除の裏ワザをご紹介！普段のお掃除でなかなかできない部分もこの時期にしっかりとお掃除しましょう。 

～和室・玄関のお掃除術編～ 

和 室 

【障子の黄ばみを取る方法】 

お酢スプレーの作り方 

水２００ｍｌ ＋お酢２ｇ 

たばこのヤニなどで黄ばんでしまう障子にはお酢が効果的です。水で薄めたお酢をスプレー

すると黄ばみが消えます。張り替えたばかりのキレイな障子にしっかりスプレーすると黄ばみの

防止になります。かけすぎに注意し、予め目立たない所で確認し試してみて下さい。 

【襖のレールのゴミを取り除く方法】 

ふすまのレールの汚れとりには輪ゴムを使用します。 

レールの上に輪ゴムを置き、その上を滑らせるように

襖を開け閉めします。すると、輪ゴムと一緒に沢山の

ホコリが簡単に取れます。わざわざ襖をはずさなくても

簡単にできる裏ワザです！ 
①輪ゴムをセット ②襖を開け閉め 

玄 関 

まず下駄箱の中の靴を全部外に出します。次に下駄箱の中のホコリや砂をほうきとチリトリでしっかりと払い取り

布切れや雑巾をエタノールに含ませて拭いて除菌します。最後に少し下駄箱のドアを開け放してしっかり換気、通風を

すればカビ臭さも解消できます！ 

【下駄箱をイヤな臭いを消す方法】 

【玄関ドアをピカピカにする方法】 

玄関ドアにいきなり水拭きをすると水と砂などの汚れが混ざって跡が

残ってしまいます。まずはハケを使って玄関ドアのホコリを取り

除きましょう。次に重曹水で湿らせた雑巾を使って全体を拭き

ます。その後に水拭き、空拭きをするとピカピカに！ 

①ハケでドアのホコリを取る。 ②雑巾で全体を拭く。 

①ほうきで中の砂やホコリを払う。 ②エタノールを含ませた雑巾で拭いて除菌する。 ③ドアをしばらく開けて換気する。 

【畳をキレイにする方法】 

塩を汚れの上にまき、畳の目に沿って乾いた歯ブラシなどでこすり、付着した汚れをかきだします。

粉になった汚れを掃除機で吸い取り、これを何回か繰り返します。それでも汚れが落ちない

場合は、お湯で５倍程度に薄めたお酢の中に雑巾を入れ固く絞り畳の目に沿って拭き、よく

乾かします。 ※畳は水に弱いので拭きすぎに注意してください！！ 

 



謹賀新年 

あけましておめでとうございます。 

  昨年は大変お世話になりました。本年も昨年同様、沢山のお客様に喜んで頂けるよう

  スタッフ一同、精一杯頑張って参りますのでどうぞ宜しくお願いいたします。 

毎年の恒例の初詣に行ってきました！気持ちを新たに頑張ります！！ 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

３月１５日（金） 



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 

●謹賀新年 あけましておめでとうございます

●住まいのお悩みレスキュー ～和室・玄関のお掃除術編～

●寒い冬を暖かく快適に・・

●ウイングスタッフがおすすめする 横浜グルメ特集

●STAFF’S DIARY

●Customer’s Voice

●QUIZE

030303   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 




