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２０１３年ウイング社員旅行 

 
毎年恒例の社員旅行！今年の行先はＮＹ！！ＮＹは見どころが沢山で、ショッピングや、

ジャズバーで本場のジャズを楽しんだり、ディナークルーズでマンハッタンの

夜景を堪能したり・・と各々ＮＹを満喫してきました！！全日程で快晴と天候

にも恵まれ、楽しすぎてあっという間に終わってしまった社員旅行でした。 

また来年も楽しめるようにウイングスタッフ一同頑張ってまいります！ 

～ニューヨーク～ 

９/３０～１０/４ 

ＮＹのシンボルと言えば自由の女神！！ということで船に乗って

自由の女神像を見てきました！間近でみるとその迫力に圧倒

されます！これぞアメリカ！！という感じでした！ 

自由の女神像 

ブルックリンブリッジ 

世界一華やかな交差点タイムズスクエアに行きました！

派手なネオンに沢山の人！！夜でも昼間のような明るさ

です！ＮＹのエネルギーを感じました！ 
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エア

 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

１２月１５日（日） 

６月２６日  

８４．９㎏ 
１０月８日現在  

８０．２㎏ 

before after 

 

応援して頂いたにもかかわらず、目標体重（７４㎏）には 

届きませんでしたが、今後もダイエットは続けていきます！ 

いつか必ず目標体重をクリアします！ 

今後も引き続き応援の程、宜しくお願いします。 



 

川崎市幸区 Ｋ様 

たまたま目に入ったオープンルームのチラシを見て、

家の近所ということもあり、何気ない気持ちで見に

行きました。もともと知っているマンションだったので、

はじめは今後のマンション購入の参考にする程度としか

考えていませんでした。しかし実際に見てみると

フルリフォームされていてビックリ！ 

まるで新築のような室内ですぐに気に入りました！

ローンを組んでも今住んでいる賃貸と比べ安くなるし、

何よりもお部屋がとても気に入り、ココに住むことに 

決めました！ 

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Ｋ様ありがとうございました！ 

管理部 

須藤 寛子の場合 ウイングスタッフのとある休日をご紹介いたします！ 

お盆休みに２泊３日で宮崎＆鹿児島に旅行に行ってきました！
夏の思い出旅日記をご覧ください★☆ 

○月×日 

宮崎と言えばキレイな海！ということで５年ぶりにサーフィンを
してきました！体力の衰えから２時間位しか入っていられず、最後は
浮いているだけの状態でしたが、キレイな水と南国景色に大満足！！
しかし・・次の日の筋肉痛が辛かったです・・・。 

○月×日 

指宿で砂むし風呂を体験！！砂むし風呂の効果は
普通の温泉の３～４倍だそうです！１０分程の
入浴でしたが、全身から汗がじわーっと吹き出し、
老廃物が全部出た気がしました！ 

○月×日 

今回の旅で一番行ってよかったと思った場所が、宮崎県日南市に
ある「鵜戸神宮」でした！この神社は断崖絶壁にあり、さらに
本殿は洞窟の中にあります！目の前は海！洞窟に佇む朱色の
立派な本殿がとっても神秘的でした★☆ 

高層ビル群に宏大な緑！都会のオアシス！セントラルパークに

行きました！公園内には池や遊園地、美術館などもあり、

とにかく広いです！！大都会にこんな自然があるなんて羨ましい！！ 

セントラルパーク 

ストロベリー・フィールズ 

ＮＹは美味しいものもたくさんありました！ステーキやハンバーガー、

パンケーキやマフィンなど、心もお腹も満たされた旅行でした！ 

ロックフェラー・センター 

摩天
楼 

ＮＹ グルメ 

フリーダ
ム・タワ

ー 

アポロ・シ
アター 

マンハッタンの見渡す 

限りの夜景に感動しました！ 

マンハッタンの夜景 



住まいのお悩みレスキュー 

お風呂の掃除は考えるだけでも億劫なものです。でもちょっとした工夫で楽々お掃除できる場所でもあります。今回は意外な

あるもの？を使って、楽しみながら簡単にお風呂掃除ができてしまう裏ワザをご紹介！！わざわざお風呂用洗剤や掃除道具を

買い足さなくてもＯＫです！！家にあるもので節約しつつ、お風呂をピカピカにしちゃいましょう！！ 

～浴室のお掃除裏ワザ術編～ 

鏡の汚れ×レモン 
 

１、鏡を水で濡らし、じゃがいもの皮（実の方）で拭く 

２、シャワーで鏡を洗い流して、乾いた布で拭く 

鏡のくもり×じゃがいもの皮 

 じゃがいもに含まれる 

サポニンには海面活性の 

効果があり、キレイに 

なります！ 

シャワーヘッドの黒ずみ×酢 

１、水を１リットル、お酢をワンカップ洗面器に入れよくかき混ぜる 

２、シャワーヘッドを入れ、１時間程浸す 

４、シャワーヘッドに詰まっていたゴミが浮いてくる！！ 

５、歯ブラシなどでシャワーの目の部分を掃除するとよりキレイに！ 

知らない間にシャワーヘッドの中にはゴミが溜まってしまいます。また、シャワーの出が悪くなる原因として、

水道水に含まれるミネラルが固まってしまうということもあります。そんなシャワーの目詰まりにはお酢が

効果的です！！ 

風呂場の鏡はこまめに掃除しないと白いうろこのような 

水垢汚れがついてしまいます。レモンに含まれるクエン酸 

（酸性）は水垢の原因物質のカルシウムやマグネシウム塩を

分解してくれるので鏡の水垢汚れの掃除に効果的と言われて

います。 

タイル目地のカビ汚れ×砂消しゴム 

タイルの目地にしつこくこびりついたカビに意外に効果的なのが砂消しです。目地に沿って軽く擦っていくだけで、

簡単に気持ちよく落とすことができます。あまりやり過ぎてしまうとタイルを傷付けたり目地を削ってしまいます。

使い過ぎに注意しましょう！ 

床や壁のカビ汚れ×酢・重曹 

１、酢を水で１０倍程うすめ、スプレー容器に入れる。 

２、カビに直接かけ、目地を歯ブラシでこする 

３、さらにその上に重曹をふりかけ、１０分放置する 

 （重曹をかけた瞬間にシュワシュワ音がします） 

４、１０分後、水で重曹を流すと、カビがなくなります！ 

水垢×デニム生地 

１、デニム生地に水をつける 

２、水垢の部分をこする 

デニム生地は太く固い糸でしっかりと隙間なく縫われて
おり、生地の表面が凸凹しているため水垢をとらえて
落とすことができます！！ 

レモンを輪切りにして、鏡に塗りこむ。うろこのように 

こびりついた白い斑点もこれでキレイになります。 

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！

今回は第２弾です！第１弾同様、ウイングから歩いて数秒の距離にある

「旬粋亭」さんに密着します！！ウイングスタッフにもお馴染みの

お店！料理も美味しく、雰囲気もステキなお店なので、是非皆さん 

足を運んでみてくださいね♪♪ 

 

鶏と鰹の旨み深い出汁に赤味噌を合わせた
一風変わったオリジナルおでん！！ 
肌寒い夜に最適な心まで温まる逸品！！ 

黒おでん 

地場横浜産の蕪をホワイトソースと西京
味噌で煮込みました！厚切りベーコンと
冬野菜で召し上がれ！ 

旬の鮭と甘みのある蕪を、さっぱりとした
みぞれ酢でお召し上がり下さい！！ 

鮭と蕪のみぞれ和え 蕪と厚切りベーコンのクリーム煮 

～第２弾～ 

 旬粋亭 
横浜スクウェアビル 

２Ｆ・３Ｆ 

 店名の由来は、旬の食材を粋にご提供し、お客様に喜んで

頂きたいと云う、想いから。昭和５８年にフレンチで創業を

開始し、平成元年に横浜駅至近のこの地にて、和創作料理店

『旬粋亭』を開業いたしました。厳選素材を職人の確かな

技術で仕上げた、創作料理の数々 をお楽しみください。 

総席数８２席を備え、大小様々 な８部屋の個室（全て掘りごたつ形式）を

ご用意しています。季節を感じさせる、月替わりの会席料理 

全８コースやアラカルト、さらには日々 の入荷食材に見合った 

調理法による「本日のおすすめ料理」をご堪能下さい。 営業マネージャー 
小山 恭也さん 

お会計より１０％ＯＦＦ!！ 
※金・祝前日不可 飲み放題との併用不可 

 

【利用条件】 
・金・祝前日利用は５％ＯＦＦ 
・２名様以上ご利用、お通し代別途 
・入店時にご提示 
・宴会利用不可、飲み放題との併用不可 
・クレジットカードとの併用不可、他の割引との併用不可 

個室もあります！接待や大切なお集まりにも！ 大人数の宴会もできます！ 

和の雰囲気がステキな入口 

旬粋亭（しゅんすいてい） 
〒２２１－０８３５ 

横浜市神奈川区鶴屋町２－１３－２横浜スクウェアビル 

☎０４５－３２３－４８６１ 

営業時間 月～土 １６：４５～２４：００（LO．２３：００） 

定休日 日・祝 

横浜駅きた西口より右手の橋を渡り２つ目の右角、ファミリー
マートとモスバーガーの間の道を右に曲がる。出口、左手角の
ビルの２Ｆです！ 

クーポンプレゼントクーポンプレゼントクーポンプレゼント!!!!!!   

カウンター席もあるのでおひとり様でも楽しめます♪ 
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高層ビル群に宏大な緑！都会のオアシス！セントラルパークに

行きました！公園内には池や遊園地、美術館などもあり、

とにかく広いです！！大都会にこんな自然があるなんて羨ましい！！ 

セントラルパーク 

ストロベリー・フィールズ 

ＮＹは美味しいものもたくさんありました！ステーキやハンバーガー、

パンケーキやマフィンなど、心もお腹も満たされた旅行でした！ 

ロックフェラー・センター 

摩天
楼 

ＮＹ グルメ 

フリーダ
ム・タワ

ー 

アポロ・シ
アター 

マンハッタンの見渡す 

限りの夜景に感動しました！ 

マンハッタンの夜景 



 

２０１３年ウイング社員旅行 

 
毎年恒例の社員旅行！今年の行先はＮＹ！！ＮＹは見どころが沢山で、ショッピングや、

ジャズバーで本場のジャズを楽しんだり、ディナークルーズでマンハッタンの

夜景を堪能したり・・と各々ＮＹを満喫してきました！！全日程で快晴と天候

にも恵まれ、楽しすぎてあっという間に終わってしまった社員旅行でした。 

また来年も楽しめるようにウイングスタッフ一同頑張ってまいります！ 

～ニューヨーク～ 

９/３０～１０/４ 

ＮＹのシンボルと言えば自由の女神！！ということで船に乗って

自由の女神像を見てきました！間近でみるとその迫力に圧倒

されます！これぞアメリカ！！という感じでした！ 

自由の女神像 

ブルックリンブリッジ 

世界一華やかな交差点タイムズスクエアに行きました！

派手なネオンに沢山の人！！夜でも昼間のような明るさ

です！ＮＹのエネルギーを感じました！ 

タイ
ムズ

スク
エア

 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

１２月１５日（日） 

６月２６日  

８４．９㎏ 
１０月８日現在  

８０．２㎏ 

before after 

 

応援して頂いたにもかかわらず、目標体重（７４㎏）には 

届きませんでしたが、今後もダイエットは続けていきます！ 

いつか必ず目標体重をクリアします！ 

今後も引き続き応援の程、宜しくお願いします。 



 

   

   

  

  

 

   

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 

●２０１３年ウイング社員旅行  ～ニューヨーク～ 

●住まいのお悩みレスキュー 浴室のお掃除裏ワザ術編～ 

●横浜グルメ特集～第２弾～  

●STAFF’S DIARY 

●Customer’s Voice 

●QUIZE 
 

060606   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 




