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 お部屋までは看板が置いて
あるので迷うことなく辿り
着けました！ 
ご来場の際は看板を目印に
お越しくださいね☆ 

   営業部２課の田代が分かりやすく説明して

くれました！住宅ローンなどご不明な点は何でも

お気軽に相談してくださいね！！ 

 
室内はこんなにキレイです！！ 
中古とは思えないですね！ 
水周りもピカピカです！ 
ＬＤＫも広々！！まるで 
新築みたいです！！ 

オープンルームに行ってみよう！ 
ウイングでは毎週土曜、日曜にオープンルームを開催しています！ 
今回はオープンル―ムへ密着！！平塚市にある「平塚ガーデンホームズ」に行って
きました！海に近く、敶地内は石畳で緑も沢山！憧れの湘南ライフを満喫できそうな
素敵なマンションでした！！ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

６月１５日（土） 



 

営業部３課 

鳥山 英樹の場合 
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 

横浜市中区 Ｙ様 

以前に住んでいた借家の取り壊しが決まり、家を出なければ

ならず、マンションの購入を考えていました。ちょうど

その頃、玄関のポストにウイングさんのチラシが入って

おり、オープンルームに行ってみることにしました。 

マンションについては分からないことだらけで不安でしたが、

営業の三好さんが丁寧に教えてくれたので、安心して 

お任せすることができました。新居の部屋は広く、ゆったりと

していてとても快適です！バルコニーからは公園が一望でき、

天気が良い時は富士山も綺麗に見えます。春には桜がとても

キレイで眺めの良いこのバルコニーがお気に入りです！ 

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。またご協力頂いた吉池様ありがとうございました！ 

高校生の時からの友達と一緒に熱海の温泉に

行きました！温泉や銭湯が好きでよく仲間と

一緒に行っています。仲間と行く遠い場所の

温泉は道中も楽しいし、行くまでに時間も 

かけただけあってとても気持ちよかったです。

サウナで我慢大会をして頑張りすぎ、サウナを

出たときには茹でダコ状態！疲れを取りに

行ったのに逆に疲れた気がしました（笑） 

鶴見にある「てんか」というラーメン屋に行き

ました！ここのオススメは汁なし坦々麺！！ 

太麺でこってり♪♫なんというか・・とりあえず

激ウマです！！気になる方はとりあえず行って

食べてみてください。  

天気が良かったので戸塚にある祖父母のお墓参りに

行きました。いつもはなかなか行く時間が無いので、

本当はダメなんですが、気が向いたときは夜でも

行ってしまいます。今は慣れたけど最初は  

恐かった～！！お墓を綺麗に掃除して心も綺麗に

なった気がした日でした。 

○月×日 

住まいのお悩みレスキュー 

ゴールデンウィークが終わると、ジメジメして嫌な季節「梅雨」がやってきますね。梅雨時から夏にかけては食中毒が増える 

時期でもあります！冷蔵庫の中、詰め込みすぎていませんか？庫内は清潔に保たれていますか？梅雨が来る前に冷蔵庫の中身を

チェックしてみましょう！！ 

～冷蔵庫の整理整頓・電気代節約術～ 

 
電気代の約２０％が冷蔵庫の消費電力であることをご存知でしょうか?冷蔵庫は１年３６５日、１日２４時間ずっと

つけっ放し。小さな工夫をすれば結構な電気代を抑えられるものです。まずは冷蔵庫の温度調節メモリを「弱」にする

ことから始めましょう！消費電力は「強」のほうが「弱」より約２０％多くなります。「強」を「弱」にするだけで 

電気代の節約になります。さらに、冷蔵庫は冷たい空気を流すことで庫内を冷やしています。ぎっしりと食材が詰まってい

ると、空気が上手く循環されず、庫内全体が均一に冷えない状態になり電気代アップの原因に・・・。 

冷蔵庫に保管する食材の量は、要領の７割程度が理想とされています。できる限り詰め込みすぎないことを意識し、

特に冷気の吹き出し口の周りに余裕を持たせるようにしましょう！ 

一方、冷凍庫！こちらはむしろぎっしり詰め込んだ方が電気代がお得に!凍った食材がそれぞれ保冷剤のような役割を

果たし、冷凍庫の効率をアップさせてくれます！ 

“冷蔵庫はゆったり、冷凍庫はぎっしり！” 

「電気代節約の合言葉」 

【ドアポケット】 

冷蔵室には多くの食品が入るため、気づけば奥の方にあった食材を使い忘れていた！

なんて苦い経験をされた方も多いのではないでしょうか？解決策は、取り出しやすく

見やすくすることです！１００円ショップで売っているカゴを使用しましょう！ 

冷蔵室の奥行に合わせたものを使うのがスペースの無駄を無くすポイントです！ 

ドレッシングや調味料など細々した
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使って収納しましょう！見やすく 

取り出しやすいです！ 

【冷蔵室】 

【野菜室】 

入れ方によっては、無駄なスペースが多くなり鮮度が落ちやすくなってしまう野菜室。 

この場所には牛乳パックやペットボトルを上手に使いましょう！それぞれ半分位の高さに

カットし、野菜を立てて収納します。これなら使いたい時にサッと取り出すことができ、

使い捨てもでき、万が一野菜が潰れてしまっても汁漏れの心配がありません。 

冷凍室の整理整頓ポイントは立てて収納することです！ 
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【冷凍室】 

 

室内はこんなにキレイです！！ 
中古とは思えないですね！ 
水周りもピカピカです！ 
ＬＤＫも広々！！まるで 
新築みたいです！！ 



じめじめに負けない！ 

 エコカラット／ＬＩＸＩＬ 

プチリフォームしてみましょう！！ 

梅雨の時期になると窓や壁に出てくるイヤな結露・・。部屋を閉め切ったままで換気をせず、洗濯物を 

室内干しするご家庭などでは特に結露が発生しやすくなります。エアコンの除湿機能や除湿器などを使用すれば快適に

過ごせますが、夏を控えたこの時期はなるべく電力を控えたいものです。そこで、今回は電気などのエネルギーを使わず、

自然の力で結露に効果抜群な「珪藻土」と「エコカラット」をご紹介します！ 

珪藻土とは？？ 

太古の植物性プランクトンが長年にわたり海底や湖底に堆積して化石化した天然の鉱物です。ナノメーター単位の

孔が無数に並ぶ「超多孔室構造」を有するこの土は、「調湿性」という最大の特性と共に「脱臭性」、「耐火性」など

様々 な優れた効果を発揮します！まさに結露対策にはもってこいです！珪藻土を天井や壁に塗ると、

湿気が多いと吸い、乾燥すると吐き出すという自律的な吸放湿を行い、お部屋を快適な温度

に保ってくれます。この調湿機能が湿気による結露を防止し、住まいを長持ちさせます。 

結露を防ぐことによりカビ・ダニの抑制にも大変効果的で、美容や健康を害する過乾燥も 

防いでくれます。また珪藻土は自然素材なので、ホルムアルデヒドなどの揮発性 

化学物質を発生させません。部屋の空気は汚染されず、常に清潔な室内環境を保ち 

続けてくれる健康にも優しい素材です。 

珪藻土もエコカラットも自分で施工することが可能です！どちらもクロスの上から塗ったり貼ったりできるので、

少し頑張って今流行りのＤＩＹに挑戦してみるのもオススメ！！左官材は素人では塗るのが難しいとされて

いますが、珪藻土は真っ平にならなくてもそれはそれであじが出ていい感じに！エコカラットは専用の接着剤で

貼りつけるだけなのでトライしやすいです！どちらもホームセンターやネットショップで手に入れることが

できます。自分じゃ時間もないし・・、仕上がりが気になるし・・。という方は思い切ってプロに頼んでみましょう！ 

エコカラットとは？？ 

粘土鉱物などの微細な孔（とても細かい穴）を持つ原料からできたデザインタイルです。 

機能は珪藻土と同様で、梅雨のジメジメ、冬の過乾燥や結露を軽減してくれます。 

またホルムアルデヒドなどの有害物質を吸着し低減する効果もあります。 

「脱臭性」においては珪藻土よりも優れており、トイレのアンモニア臭や 

生ゴミの腐敗臭など、住まいの気になる生活臭を吸着し、お部屋の空気を 

爽やかに保ってくれます。タイルのデザインも豊富なので、インテリアの 

アクセントとしても最適です！ 

梅雨の結露防止対策～プチリフォームで快適に！～ 

有限会社 クレイドル 

横浜市神奈川区鶴屋町２－１２－１  

鶴屋町第２ビル５Ｆ 

リフォームの 

ご相談・お問い合わせ ０４５－３２１－３８７８ 

ウイング100％出資のリフォーム会社です！ 

   お見積りは無料ですのでお気軽に 

      ご相談ください！ 

籠   

４月上旬、会社の「永年勤続者表彰制度」を利用して、

沖縄県の石垣島に家族で旅行に行かせて頂きました！ 

一日目の午前中に現地に到着し、早速お昼に名物の八重山

そばを食べ、夕食は予約必須の焼肉屋さんで

石垣牛焼肉！！２日目はあいにくの天気

でしたが、市街地でお土産やさんなどを

回ってショッピング！３日目はフェリーで

１５分ほどの竹富島に渡り、水牛車に乗ったり

など充実した３日間で妻も息子も大満足の

様子でした！ 

杉山family 
in 石垣島 

営業部２課 杉山 仁 

RECOMMEND ★  item 
ウイングスタッフがお届けする 

 

スタッフが個人的にハマっている、ＨＯＴな 
アイテムをご紹介します！！是非お試しあれ！！  
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つけっ放し。小さな工夫をすれば結構な電気代を抑えられるものです。まずは冷蔵庫の温度調節メモリを「弱」にする

ことから始めましょう！消費電力は「強」のほうが「弱」より約２０％多くなります。「強」を「弱」にするだけで 

電気代の節約になります。さらに、冷蔵庫は冷たい空気を流すことで庫内を冷やしています。ぎっしりと食材が詰まってい

ると、空気が上手く循環されず、庫内全体が均一に冷えない状態になり電気代アップの原因に・・・。 

冷蔵庫に保管する食材の量は、要領の７割程度が理想とされています。できる限り詰め込みすぎないことを意識し、

特に冷気の吹き出し口の周りに余裕を持たせるようにしましょう！ 

一方、冷凍庫！こちらはむしろぎっしり詰め込んだ方が電気代がお得に!凍った食材がそれぞれ保冷剤のような役割を

果たし、冷凍庫の効率をアップさせてくれます！ 

“冷蔵庫はゆったり、冷凍庫はぎっしり！” 

「電気代節約の合言葉」 

【ドアポケット】 

冷蔵室には多くの食品が入るため、気づけば奥の方にあった食材を使い忘れていた！

なんて苦い経験をされた方も多いのではないでしょうか？解決策は、取り出しやすく

見やすくすることです！１００円ショップで売っているカゴを使用しましょう！ 

冷蔵室の奥行に合わせたものを使うのがスペースの無駄を無くすポイントです！ 

ドレッシングや調味料など細々した

ものが多いこの場所は、スペースを

確保したい場所です！ 

わさびなどのチューブ類はクリップを

使って収納しましょう！見やすく 

取り出しやすいです！ 

【冷蔵室】 

【野菜室】 

入れ方によっては、無駄なスペースが多くなり鮮度が落ちやすくなってしまう野菜室。 

この場所には牛乳パックやペットボトルを上手に使いましょう！それぞれ半分位の高さに

カットし、野菜を立てて収納します。これなら使いたい時にサッと取り出すことができ、

使い捨てもでき、万が一野菜が潰れてしまっても汁漏れの心配がありません。 

冷凍室の整理整頓ポイントは立てて収納することです！ 

積み重ねていくと下になった食品が見えなくなり、腐らせて

しまいがちです。余ったゴハンなどを冷凍する際はできるだけ

平たくしましょう！立てたり重ねたりが綺麗にできます！

ブックスタンドを利用してみるのもアリです！取り出しやすく

なれば、扉を開けている時間も減るので電気代の節約にもなります。 

【冷凍室】 

 

室内はこんなにキレイです！！ 
中古とは思えないですね！ 
水周りもピカピカです！ 
ＬＤＫも広々！！まるで 
新築みたいです！！ 



 

 お部屋までは看板が置いて
あるので迷うことなく辿り
着けました！ 
ご来場の際は看板を目印に
お越しくださいね☆ 

   営業部２課の田代が分かりやすく説明して

くれました！住宅ローンなどご不明な点は何でも

お気軽に相談してくださいね！！ 

 
室内はこんなにキレイです！！ 
中古とは思えないですね！ 
水周りもピカピカです！ 
ＬＤＫも広々！！まるで 
新築みたいです！！ 

オープンルームに行ってみよう！ 
ウイングでは毎週土曜、日曜にオープンルームを開催しています！ 
今回はオープンル―ムへ密着！！平塚市にある「平塚ガーデンホームズ」に行って
きました！海に近く、敶地内は石畳で緑も沢山！憧れの湘南ライフを満喫できそうな
素敵なマンションでした！！ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

６月１５日（土） 



株式会社ウイングコーポレーション 
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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 

●オープンルームに行ってみよう！

●住まいのお悩みレスキュー ～冷蔵庫の整理整頓・電気代節約術～

●梅雨の結露防止対策～プチリフォームで快適に～

●RECOMMEND★ITEM

●杉山 family in 石垣島

●STAFF’S DIARY

●Customer’s Voice

●QUIZE

040404   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 




