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オリジナルの「表面補修方法」で特許を取得！！ 

「表面補修方法」によりいつまで美しさを保つ修理を提供している。 

広く使用されているパテや固形ワックスによる補修では修理箇所が劣化変質 

してしまうが、オリジナルの補修技術により、これまでの概念を超えた仕上がりが 

でき一般のお客様から建築・運送関係の方まで幅広く多様なニーズに対応している。 

株式会社 ジャパンメンテナンス 

＜事業内容＞ 

家具修理・傷補修 床、フローリング修理・補修、木製玄関ドア再塗装    

カーウッドパネル再塗装、その他家財・家屋修理全般 内装リフォーム 

特許取得 「表面補修方法」 第２６７７５３９号 

＜所在地＞ 〒２２４－００４４ 横浜市都筑区川向町８２１－５ 

＜ＴＥＬ＞ ０４５－４７８－１１７０ （本社事業所）  

大きなキリンの置物（木製）も発見！！ 

どうやらこのキリン、足が３本折れていたようで、

こちらで修理したそうです！！目を凝らして

みてもヒビや傷が見当たりません。どこが折れて

いたか全くわかりません！まさに職人技！！ 

こちらはアンティーク家具。ワインセラーだそうです。

ステキな家具ですが足が折れてしまっています。 

これから修理するそうですが、ただ足をくっつけるだけで 

なく補強もするそうです。せっかくの大事な家具 

なのでいつまでも丈夫で美しさを保てるような修理を

心がけているとのことです！さすがです！１ 

フローリングの傷とキャビネットの傷の修理を目の前で実践して頂き

ました！下の写真が実際のキャビネットとﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの写真です！

傷が白く目立っていましたが、物の見事になくなりました！また、傷が

あった箇所を触ってみると・・・さらに驚きます！！傷があった表面は

凹凸ひとつなく、フラットです！ここまでいくと一体何処が傷ついていたか

分かりません！たった１時間で傷がなくなってしまうなんて本当にびっくり

です！職人さんの技術に圧倒されました！！フローリングや家具、 

クロスの傷は１ヵ所8,000円～修理

してもらえるそうです。また見積もりは

無料なので、大事な家具等に傷を

つけてしまってお困りの方はご相談

してみてはいかがでしょうか。 

After  Before ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 

キャビネット 

After  Before 

～ウイング提携会社への訪問～ 

よみがえらせるプロ  「株式会社ジャパンメンテナンス」に密着！！ 
「株式会社ジャパンメンテナンス」は、よみがえらせるプロとして家具やﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの修理や補修、内装リフォームを行っている会社です！ 

今回は工場を見学させて頂きました！ 

＜ＨＰ＞ hｔｔｐ：//www.jp-maintenance.co.jp/ 
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申し込み締め切り 

９月１５日（日） 



 

営業部１課 

鎌田 克彦 

横浜市磯子区 Ａ様 

チラシをみてウイングさんを知りました。 

そろそろマンションを購入したいと考えていた頃だった

ので、連絡してみることに。実際にオープンルームに

行ってみて、綺麗にリフォームされた部屋をみて購入を

決めました！営業の小島さんにはとても親切に対応

して頂き、マンション購入という高価な買い物では

ありましたが、安心してお任せすることができました。

新居はリフォームが綺麗にしてあるので不自由なく、とても

住みやすく満足しています！ 

 

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Ａ様ありがとうございました！ 

季節は衣替えのある朝、クリーニングの袋に入っていた夏服
ズボンを穿こうとした時にビリビリ！！何やら聞き慣れない
洋服の悲鳴が・・。そうだダイエットしよう！！  
ということで今回はスタッフ鎌田のダイエット日記をご覧
ください！ 

【ダイエット方法】 

①１日の摂取カロリーを１５００カロリーに抑える。 

（通常の食事 朝：ソイジョイ 昼：そば 夜：魚を中心とした定食など） 

②朝１０分程度の筋トレ 

③通勤途中などお腹に力を入れて歩く 

※以下３点を５月から実践中です！！ 

    ～プロフィール～ 

 

鎌田 克彦 （４０歳） 

身長１８４㎝／体重９５㎏  

＜好きな食べもの＞ 

ラーメン、カレー、かつ丼 

＜健康診断の結果＞  

   肥 満 

目標体重７４㎏を 

      目指します！！ 

＜一週間ごとの体重推移＞ 

５月１日 ９５．３㎏ 

  ８日 ９３．２㎏ 

 １５日 ９１．４㎏ 

 ２２日 ９０．２㎏ 

 ２９日 ８８．８㎏ 

６月５日 ８７．６㎏ 

 １２日 ８６．６㎏ 

 １９日 ８５．５㎏ 

 ２６日 ８４．９㎏ 

６月２６日現在 体重８５㎏。 目標体重まであと１１㎏！！  

ダイエット前 ６月２６日現在 

※６月に入ってから体重の減尐がペースダウンしてきました！   
 今後はサプリメントを取り入れ効果などを検証していく予定です☆ 

住まいのお悩みレスキュー 

リビングは家族が集まるくつろぎの場でありながら、お客様を招きいれるもてなしの場でもあります。様々な役割を持ったリビング、

できるだけキレイにしておきたいものです。今回はリビングをきれいにスッキリさせるために是非守って頂きたい「すっきりリビングの

７カ条」をご紹介します！「家族が多くてリビングが全然片付かない。」「なんだか雑然としている。」などお悩みの方は是非

チェックしてみて下さい！！ 

～リビングの整理整頓術編～ 

リビングは家庭内の公共の場。個人の物はなるべく置かない

ように心がけましょう。それでも個人の物がリビングに持ち

込まれる場合は個人専用の 

一時保管ケースを作って 

定期的に中をチェックする 

ようにしましょう！ 

小さなお子様がいるご家庭ではリビングに

おもちゃが沢山あるのではないでしょうか？

まずは子供のものは一箇所にまとめて片付け 

ましょう。あちらこちらに散らばっていると

リビング全体が子供部屋になってしまいます。 

大きなカゴを用意しておくだけでもＯＫ！

来客があったらとりあえずカゴに入れて

見えないようにしましょう！ 

 

まとまりのある空間にするためには統一したテーマが必要です。まずはテイストと

カラーを決めましょう！カラーを定めるだけでお部屋が

かなりスッキリするハズです！例えばブラウン系と決めたら

カーテンや家具、ラグ等面積が大きい物はブラウン系で統一！ 

他の色を使いたい場合は面積の小さいクッション等にしましょう！

ブラウン系の空間に青や赤といったカラーが尐し入って

いるとアクセントとなりメリハリがつきます！ 

その② 『定位置と名札』 

リビングで家族が使う物は全員が必ず

分かるように収納することが大切です。

例えば爪切り・筆記用具・はさみなど。

取り出した場所に必ず戻してもらうための

工夫が必要です。その為にはきちんと

定位置を定めさらに位置を明確にする

ことです。 

その④ 『オープンなラックは隠す』 

リビングにラックやカラーボックスがある場合は布や箱を入れる

等して中身を隠しましょう！オープンなラックは収納した物が全て

見えてしまい、ごちゃごちゃした 

印象になりがちです。 

カラーボックスの中に合うサイズの 

箱を入れる等して中が見えない 

ようにするとスッキリします！ 

 

その③ 『個人の物は置かない』 

その⑤ 『背の高い家具を避ける』 

空間を広く使いたい場合、できるだけ背の高い家具は避けるように 

しましょう！背の高い家具は圧迫感がありお部屋を狭く感じさせて 

しまいます。どうしても背の高い家具を 

置きたい場合は入口の手前側に配置 

しましょう。手前に背の高い家具、 

奥に背の低い家具を配置することで 

一点透視図のような奥行を感じる 

ため、あまり狭さを感じさせません。 

その⑥ 『子供の物は一箇所にまとめる』 

その⑦ 『テイスト・カラーをまとめる』 

すっきりリビングの７カ条 

その① 『何があるのかを知る』 

リビングにはどんな物がどれだけの量があるのかを把握する

ことが大切です。収納スペースは限りがあるので、物が増え

たら同じ量のものを処分するか別の収納スペースに移動させる

しかありません。リビングにある物と 

その数を書きだしてみましょう！ 

「なぜ、こんなものがリビングに？！」と 

驚くものが出てくるかもしれません！ 



 

『元気がない』 

暑いと気持ちが散漫になり、やる気が 

おきず夏バテになりやすくなります。 

そんな時は集中力を高めて前向きな 

気分にさせてくれるハーブ系や樹木系の

アロマオイルが効果を発揮！ 

特にペパーミントのスッキリとした香りや

ユーカリのシャープな香りは頭の中を 

クリアにし、気分転換に最適です！ 

 

『食欲がない』 

夏の食欲不振は暑さによる不快感で

胃の働きが低下するなど精神的な影響が

大きいです。そんな時はフレッシュな

柑橘系やスパイシーなハーブ系のアロマ

オイルが活躍！食欲を刺激し、消化機能を

活性化してくれます。例えば食事の前に

グレープフルーツやフェンネルといった香りで

部屋を満たしたり、マッサージオイルとして

用いて腹部を中心にボディケアするのも

効果的です。 

 

『眠れない』 

眠りが浅いと、一日の溜まった疲れが

取れず、倦怠感を招きます。寝苦しい

夜にはリラックス効果の高いラベンダーや

カモミールといったフローラル系の

アロマオイルを使って心地よい環境を

つくりましょう！ほんの一滴ティッシュに

落として枕元に置いたり、パジャマに

落としたりするだけで優しい香りが深い

眠りへ導いてくれます。 

☆アロマテラピー（芳香療法）で夏バテ予防☆ 
夏バテ対策としてアロマテラピー（芳香療法）がおすすめです！アロマテラピーとは植物の力を利用した自然療法の一種です。

植物の香りで心が落ち着き、癒されたり体がリフレッシュした経験はないでしょうか？それは全て植物の香りが心や体に作用して

起こるためです。今回は症状別に効果があるオイルをご紹介いたします！是非お試しください。 

☆しそジュースで夏バテ予防☆ 

～材料（約２リットル）～ 

赤しそ ・・・・４００ｇ 

三温糖 ・・・・８００ｇ 

米酢 ・・・・・５００ｍｌ 

水 ・・・・・・２０００ｍｌ 

しそはビタミンやミネラルが豊富で夏バテ予防には
大変効果的です☆ 

⑤煮汁を再び中火にかけ砂糖を加える。  

 良くかき混ぜて砂糖が溶けたら火を止める。 

 米酢を加え良くかき混ぜる。酢を加えると  

 鮮やかなルビー色に変わる。保存ビンに入れ 

 冷蔵庫で冷やしたらできあがり！！ 

①赤しそを洗い、水気を切る。赤しそは葉だけ

をつまみ、水で良く洗い水気を切っておく。 

②沸騰した湯に入れ、中火で５分煮る。鍋に

水２リットルを入れ沸騰させ、水気を切った

赤しそを加え、中火で５分ほど煮る。 

③赤しその色素が湯に溶け込み、葉が 

 緑色にかわる。 

④ボウルの上にざるをのせ、煮汁を漉す。 

■作り方■ かんたん！楽ちんレシピ！ 

暑い夏を元気に！オススメ夏バテ予防法 

 

 

 

 

 

これを知っていればあなたも花火通？！ ～日本の花火の種類～ 

 花火はその形や色、打ち上げ方法によって数多くの種類がありますが、『割物』、『ポカ物』、 

『型物』、『仕掛け花火』と大きく４つの種類に分けられます。打ちあがった花火の名前や種類が 

解れば、花火大会をいつもより何倍も楽しめるハズ！！今回は日本の花火の種類をご紹介します！！ 

「仕掛け花火」 

木枠などで字や風景の形を組み立てて、それに
各種の発色剤などを紙管に
つめて配置するものです。
一端の導火線に火を着けると
全体に移り火文字などを
描きます。「ナイアガラの
滝」や「スターマイン」が 
仕掛け花火の一種です。 

『割物』

一般的な打ち上げ花火で、
開花時の尾を引いて広がる
「菊」や尾を引かずに点で
大輪を描く「牡丹」に大別
され、二重に円を描くものを
「芯物」と呼びます。 

『ポカ物』 

打ち上げると玉が「ポカッ」
と２つに割れ、中身がこぼれ
落ちるように見える花火で、
「柳」や「蜂」などがあり
ます。 

「型物」 

空中で星形やハート型といった記号や絵などを
描くもので、最近は漫画のキャラクターなどもあります！ 

７月２３日（火） 第６５回鎌倉花火大会 鎌倉市            約２５００発 

８月１日（木）  第２８回神奈川新聞花火大会 横浜西区        約１万５０００発 

８月１日（木）  第６４回さがみ湖湖上祭花火大会 相模原市緑区    約５０００発 

８月３日（土）  第６７回あつぎ鮎まつり大花火大会 厚木市      約１万発 

８月３日（土）  ２０１３よこすか開国祭 開国花火大会 横須賀市   約５０００発 

８月３日（土）  第３９回サザンビーチちがさき花火大会 茅ヶ崎市   約３０００発 

８月７日（水）  三浦海岸納涼まつり花火大会 三浦市         約３０００発 

８月２３日（金） 第６３回湘南ひらつか花火大会 平塚市        約３０００発 

８月２４日（土） 第４２回相模原納涼花火大会 相模原市中央区     約８０００発 

８月２４日（土） 第３７回綾瀬市商工会青年部花火大会 綾瀬市     約２０００発 

８月３１日（土） 第３９回金沢まつり花火大会 横浜市金沢区      約３２００発 

２０１３年神奈川県花火大会スケジュール 

※雨天等で日程が変更になる場合がありますので、詳細は各市町村にお問い合わせ下さい。 

スマイル 蝶々 ピカチュウ ナイアガラの滝 

柳 菊 
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水２リットルを入れ沸騰させ、水気を切った

赤しそを加え、中火で５分ほど煮る。 

③赤しその色素が湯に溶け込み、葉が 

 緑色にかわる。 

④ボウルの上にざるをのせ、煮汁を漉す。 

■作り方■ かんたん！楽ちんレシピ！ 

暑い夏を元気に！オススメ夏バテ予防法 

 

 

 

 

 

これを知っていればあなたも花火通？！ ～日本の花火の種類～ 

 花火はその形や色、打ち上げ方法によって数多くの種類がありますが、『割物』、『ポカ物』、 

『型物』、『仕掛け花火』と大きく４つの種類に分けられます。打ちあがった花火の名前や種類が 

解れば、花火大会をいつもより何倍も楽しめるハズ！！今回は日本の花火の種類をご紹介します！！ 

「仕掛け花火」 

木枠などで字や風景の形を組み立てて、それに
各種の発色剤などを紙管に
つめて配置するものです。
一端の導火線に火を着けると
全体に移り火文字などを
描きます。「ナイアガラの
滝」や「スターマイン」が 
仕掛け花火の一種です。 

『割物』

一般的な打ち上げ花火で、
開花時の尾を引いて広がる
「菊」や尾を引かずに点で
大輪を描く「牡丹」に大別
され、二重に円を描くものを
「芯物」と呼びます。 

『ポカ物』 

打ち上げると玉が「ポカッ」
と２つに割れ、中身がこぼれ
落ちるように見える花火で、
「柳」や「蜂」などがあり
ます。 

「型物」 

空中で星形やハート型といった記号や絵などを
描くもので、最近は漫画のキャラクターなどもあります！ 

７月２３日（火） 第６５回鎌倉花火大会 鎌倉市            約２５００発 

８月１日（木）  第２８回神奈川新聞花火大会 横浜西区        約１万５０００発 

８月１日（木）  第６４回さがみ湖湖上祭花火大会 相模原市緑区    約５０００発 

８月３日（土）  第６７回あつぎ鮎まつり大花火大会 厚木市      約１万発 

８月３日（土）  ２０１３よこすか開国祭 開国花火大会 横須賀市   約５０００発 

８月３日（土）  第３９回サザンビーチちがさき花火大会 茅ヶ崎市   約３０００発 

８月７日（水）  三浦海岸納涼まつり花火大会 三浦市         約３０００発 

８月２３日（金） 第６３回湘南ひらつか花火大会 平塚市        約３０００発 

８月２４日（土） 第４２回相模原納涼花火大会 相模原市中央区     約８０００発 

８月２４日（土） 第３７回綾瀬市商工会青年部花火大会 綾瀬市     約２０００発 

８月３１日（土） 第３９回金沢まつり花火大会 横浜市金沢区      約３２００発 

２０１３年神奈川県花火大会スケジュール 

※雨天等で日程が変更になる場合がありますので、詳細は各市町村にお問い合わせ下さい。 

スマイル 蝶々 ピカチュウ ナイアガラの滝 

柳 菊 



 

営業部１課 

鎌田 克彦 

横浜市磯子区 Ａ様 

チラシをみてウイングさんを知りました。 

そろそろマンションを購入したいと考えていた頃だった

ので、連絡してみることに。実際にオープンルームに

行ってみて、綺麗にリフォームされた部屋をみて購入を

決めました！営業の小島さんにはとても親切に対応

して頂き、マンション購入という高価な買い物では

ありましたが、安心してお任せすることができました。

新居はリフォームが綺麗にしてあるので不自由なく、とても

住みやすく満足しています！ 

 

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Ａ様ありがとうございました！ 

季節は衣替えのある朝、クリーニングの袋に入っていた夏服
ズボンを穿こうとした時にビリビリ！！何やら聞き慣れない
洋服の悲鳴が・・。そうだダイエットしよう！！  
ということで今回はスタッフ鎌田のダイエット日記をご覧
ください！ 

【ダイエット方法】 

①１日の摂取カロリーを１５００カロリーに抑える。 

（通常の食事 朝：ソイジョイ 昼：そば 夜：魚を中心とした定食など） 

②朝１０分程度の筋トレ 

③通勤途中などお腹に力を入れて歩く 

※以下３点を５月から実践中です！！ 

    ～プロフィール～ 

 

鎌田 克彦 （４０歳） 

身長１８４㎝／体重９５㎏  

＜好きな食べもの＞ 

ラーメン、カレー、かつ丼 

＜健康診断の結果＞  

   肥 満 

目標体重７４㎏を 

      目指します！！ 

＜一週間ごとの体重推移＞ 

５月１日 ９５．３㎏ 

  ８日 ９３．２㎏ 

 １５日 ９１．４㎏ 

 ２２日 ９０．２㎏ 

 ２９日 ８８．８㎏ 

６月５日 ８７．６㎏ 

 １２日 ８６．６㎏ 

 １９日 ８５．５㎏ 

 ２６日 ８４．９㎏ 

６月２６日現在 体重８５㎏。 目標体重まであと１１㎏！！  

ダイエット前 ６月２６日現在 

※６月に入ってから体重の減尐がペースダウンしてきました！   
 今後はサプリメントを取り入れ効果などを検証していく予定です☆ 

住まいのお悩みレスキュー 

リビングは家族が集まるくつろぎの場でありながら、お客様を招きいれるもてなしの場でもあります。様々な役割を持ったリビング、

できるだけキレイにしておきたいものです。今回はリビングをきれいにスッキリさせるために是非守って頂きたい「すっきりリビングの

７カ条」をご紹介します！「家族が多くてリビングが全然片付かない。」「なんだか雑然としている。」などお悩みの方は是非

チェックしてみて下さい！！ 

～リビングの整理整頓術編～ 

リビングは家庭内の公共の場。個人の物はなるべく置かない

ように心がけましょう。それでも個人の物がリビングに持ち

込まれる場合は個人専用の 

一時保管ケースを作って 

定期的に中をチェックする 

ようにしましょう！ 

小さなお子様がいるご家庭ではリビングに

おもちゃが沢山あるのではないでしょうか？

まずは子供のものは一箇所にまとめて片付け 

ましょう。あちらこちらに散らばっていると

リビング全体が子供部屋になってしまいます。 

大きなカゴを用意しておくだけでもＯＫ！

来客があったらとりあえずカゴに入れて

見えないようにしましょう！ 

 

まとまりのある空間にするためには統一したテーマが必要です。まずはテイストと

カラーを決めましょう！カラーを定めるだけでお部屋が

かなりスッキリするハズです！例えばブラウン系と決めたら

カーテンや家具、ラグ等面積が大きい物はブラウン系で統一！ 

他の色を使いたい場合は面積の小さいクッション等にしましょう！

ブラウン系の空間に青や赤といったカラーが尐し入って

いるとアクセントとなりメリハリがつきます！ 

その② 『定位置と名札』 

リビングで家族が使う物は全員が必ず

分かるように収納することが大切です。

例えば爪切り・筆記用具・はさみなど。

取り出した場所に必ず戻してもらうための

工夫が必要です。その為にはきちんと

定位置を定めさらに位置を明確にする

ことです。 

その④ 『オープンなラックは隠す』 

リビングにラックやカラーボックスがある場合は布や箱を入れる

等して中身を隠しましょう！オープンなラックは収納した物が全て

見えてしまい、ごちゃごちゃした 

印象になりがちです。 

カラーボックスの中に合うサイズの 

箱を入れる等して中が見えない 

ようにするとスッキリします！ 

 

その③ 『個人の物は置かない』 

その⑤ 『背の高い家具を避ける』 

空間を広く使いたい場合、できるだけ背の高い家具は避けるように 

しましょう！背の高い家具は圧迫感がありお部屋を狭く感じさせて 

しまいます。どうしても背の高い家具を 

置きたい場合は入口の手前側に配置 

しましょう。手前に背の高い家具、 

奥に背の低い家具を配置することで 

一点透視図のような奥行を感じる 

ため、あまり狭さを感じさせません。 

その⑥ 『子供の物は一箇所にまとめる』 

その⑦ 『テイスト・カラーをまとめる』 

すっきりリビングの７カ条 

その① 『何があるのかを知る』 

リビングにはどんな物がどれだけの量があるのかを把握する

ことが大切です。収納スペースは限りがあるので、物が増え

たら同じ量のものを処分するか別の収納スペースに移動させる

しかありません。リビングにある物と 

その数を書きだしてみましょう！ 

「なぜ、こんなものがリビングに？！」と 

驚くものが出てくるかもしれません！ 



 

オリジナルの「表面補修方法」で特許を取得！！ 

「表面補修方法」によりいつまで美しさを保つ修理を提供している。 

広く使用されているパテや固形ワックスによる補修では修理箇所が劣化変質 

してしまうが、オリジナルの補修技術により、これまでの概念を超えた仕上がりが 

でき一般のお客様から建築・運送関係の方まで幅広く多様なニーズに対応している。 

株式会社 ジャパンメンテナンス 

＜事業内容＞ 

家具修理・傷補修 床、フローリング修理・補修、木製玄関ドア再塗装    

カーウッドパネル再塗装、その他家財・家屋修理全般 内装リフォーム 

特許取得 「表面補修方法」 第２６７７５３９号 

＜所在地＞ 〒２２４－００４４ 横浜市都筑区川向町８２１－５ 

＜ＴＥＬ＞ ０４５－４７８－１１７０ （本社事業所）  

大きなキリンの置物（木製）も発見！！ 

どうやらこのキリン、足が３本折れていたようで、

こちらで修理したそうです！！目を凝らして

みてもヒビや傷が見当たりません。どこが折れて

いたか全くわかりません！まさに職人技！！ 

こちらはアンティーク家具。ワインセラーだそうです。

ステキな家具ですが足が折れてしまっています。 

これから修理するそうですが、ただ足をくっつけるだけで 

なく補強もするそうです。せっかくの大事な家具 

なのでいつまでも丈夫で美しさを保てるような修理を

心がけているとのことです！さすがです！１ 

フローリングの傷とキャビネットの傷の修理を目の前で実践して頂き

ました！下の写真が実際のキャビネットとﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの写真です！

傷が白く目立っていましたが、物の見事になくなりました！また、傷が

あった箇所を触ってみると・・・さらに驚きます！！傷があった表面は

凹凸ひとつなく、フラットです！ここまでいくと一体何処が傷ついていたか

分かりません！たった１時間で傷がなくなってしまうなんて本当にびっくり

です！職人さんの技術に圧倒されました！！フローリングや家具、 

クロスの傷は１ヵ所8,000円～修理

してもらえるそうです。また見積もりは

無料なので、大事な家具等に傷を

つけてしまってお困りの方はご相談

してみてはいかがでしょうか。 

After  Before ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 

キャビネット 

After  Before 

～ウイング提携会社への訪問～ 

よみがえらせるプロ  「株式会社ジャパンメンテナンス」に密着！！ 
「株式会社ジャパンメンテナンス」は、よみがえらせるプロとして家具やﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの修理や補修、内装リフォームを行っている会社です！ 

今回は工場を見学させて頂きました！ 

＜ＨＰ＞ hｔｔｐ：//www.jp-maintenance.co.jp/ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

９月１５日（日） 



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 

●よみがえらせるプロ「株式会社ジャパンメンテナンス」に密着!!

●住まいのお悩みレスキュー ～リビングの整理整頓術編～

●暑い夏を元気に！オススメ夏バテ予防法

●2013年神奈川県花火スケジュール

●これを知っていればあなたも花火通？！～日本の花火の種類～

●STAFF’S DIARY

●Customer’s Voice

●QUIZE

050505   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 




