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２日間に渡って開催され、両日花火が打ち上げられます。

花火の前後はイルミネーションで輝く、夜の横浜港を演出

（ジュエリーポート）。また、日中は海難レスキューデモ等、

様々なイベントが行われる他、飲食ブースが出店され、

１日中楽しむことができます！ 

開催日時 ２０１４年７月１９日（土）～２０日（日） 

時間    １９時～２０時 

開催場所  横浜港 

     (山下公園前海上） 

打ち上げ数 ３０００発  

昨年の人出 ２０万人 

※小雤決行（荒天時は中止） 

見逃せないのは開いた時の直径が４８０ｍにもなる関東最大級の

二尺玉！夜空に広がる大きな花と、体の芯まで震える轟音に圧倒

されます！他にも音楽に合わせて打ち上げられる花火や大スター

マイン等が横浜の夜景をバックに華やかに打ち上げられます！

大幅な交通規制が予想されるので車での来場は控えましょう！ 

開催日時 ２０１４年８月５日（火） 

時間    １９時～２０時３０分 

開催場所  横浜みなとみらい２１ 

      臨港パーク前面会場 

打ち上げ数 １万５０００発  

昨年の人出 １９万人 

※小雤決行（荒天時は翌日に延期） 

 

横浜ワールドポーターズの屋上にはルーフガーデンという素敵な
夜景スポットがあります。フロアの最北端部分に立てば、コスモ
クロックをはじめ、みなとみらいエリアの夜景が目前に！高さは
それほどでもありませんが、みなとみらい地区という夜景そのものの
光量が豊富なエリアを一望できるため臨場感あふれる夜景を楽しむことが
できます。また、このスポットは誰もが気軽に訪問する事ができるにも 
かかわらず、意外とその存在が知られていないのではないかと思います！ 
夜の雰囲気が抜群なスポットだけに、ぜひ横浜ショッピングの締め
くくりに訪れてみて欲しいイチオシの夜景スポットです。 

横浜ランドマークタワー（北西）方向の夜景 

  

横浜ベイブリッジを眺める事が出来る場所は数多くあり 

ますが、最も至近距離で見られるのがここ大黒ふ頭西緑地です。 

緑地内は設備も整っているうえ街灯も多いので、夜でも周囲は

オレンジ色の光に明るく包まれ訪れる人を暖かく迎えて 

くれます。 

ドラマのロケ地等 

としても度々利用 

されている場所 

なので知名度は高い 

ですが、訪れる人は 

割と少なく穴場 

スポットです！ 

横浜港シンボルタワーは本牧Ｄ突堤の先端部にあり、横浜港を

往来する船への信号所と展望施設を兼ね備えた、数ある横浜夜景

スポットの中でも知る人ぞ知る貴重な場所となっています。 

というのも営業時間が季節により変動しており、夜景観賞が

出来るのは１年のうちでも 

午後8時まで営業する 

7/21～8/31の間だけと 

なっているためで、ベイ 

ブリッジやみなとみらい 

エリアを南側から眺める 

ことができる貴重な夜景 

スポットになっています！ 

 ウイングが選ぶ 

横浜は日本屈指の夜景スポットです！しかし意外にも横浜近辺に住んでいると、夜景を見にわざわざ出掛けることはあまりないのでは？
そこで今回は、横浜の夜景スポットをランキング形式でご紹介！ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

９月１５日（月） 



 

横浜市神奈川区 博多屋様 

オープンルームの看板を見てウイングさんを知りました。

同じマンションの賃貸に住んでいましたが、賃貸の部屋の

更新があったので、思い切って購入しようかなと考えていた

矢先のことでした。営業の鎌田さんはとても親切に

対応して下さり、ローンの相談等にも親身になって

下さいました！新しい部屋はフローリングになって

掃除がとっても楽になり、システムキッチンの高さも

ちょうどよくなり妻も大喜び！洗面台がシャワーノズルに

なったのも大変気に入っています！２年前に思い切って

購入した自分を褒めてあげたいです。 

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、ご協力頂いた博多屋様ありがとうございました！ 

事業部１課 

菊地 亮 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 

娘２人と近所にある岸根公園の池の鯉に餌を 

やりに行きました。遠くに遊びに行くのも 

いいですが、近所にも遊べる場所が有ると 

休みの日が充実しますね。 

皆さんも、改めて近所を散歩すると新しい 

発見があるかも？！ 

○月×日 

友人と霞ヶ浦の方までゴルフに行って来ました。天気も 

良く広大な自然の中で１日を過ごすと気持ちがいいですね。 

例えスコアがメタメタでも… 

住まいのお悩みレスキュー 

～クローゼットの整理術編～ 
クローゼットは収納や片付けの仕方で入れられる服の量が大きく変わってきます。また、収納するだけでなく、着たい洋服を着たい時に

着ることができるように取り出しやすさも兼ね備えておく必要があります！今回はクローゼットの整理が苦手な人も大丈夫！誰でもできる 

クローゼットの片付け・収納術をご紹介します！ 

 ★整理するための大切なポイント★  

●モノに住所をつける  

 探し物をなくすためにも、利用用途に合わせて定位置を決めて管理します。モノそれぞれに家庭内での住所を割り振ってあげましょう！ 
 

    〇よく利用するものは「腰」の高さ 

    〇重たいものは「下」の段 

    〇使用頻度の低いものは、一番「上」 
 

●モノを見える化する 

 モノは定位置に収めてずっとしまい込んでおくのではなく、取り出しやすくしていつでも活用できるようにしましょう！ 
 そのためにも、そこに何があるのか、「モノを見える化」する工夫が大切です！ 

 

ブックエンドを使ってカバンを立てて収納する 
方法がオススメ！ 
これなら自立しない 
素材やデザインの 
ものも安定し、取り 
出しやすく、見やすい 
です！ 

①使用頻度の低いカバンは一箇所にまとめて収納！  ⑤靴下や下着類は仕切りを使って収納！ 

靴下や下着類は引出しを１００円ショップでも
売っている仕切り板で、小スペースに分け、 
種類ごとに収納しましょう！事前に引出しの深さを
測ってそこに収まる深さの仕切り板を選ぶ事が
ポイントです！ 

 ②シャツやジャケット等をかけて収納！ 

種類別・色別に分けてハンガーにかけて
収納すれば、自分がどんなアイテムを
持っているか把握しやすくなります。 
収納スペースが少ない場合は、洋服の丈を
揃えて収納しましょう！洋服の下にまとまった
スペースができるのでケースや引出しがもう 
一段積めます！ 

 ⑥Ｔシャツやズボンは引出しを使ってたたんで立てて収納！ 

 
 

 

色や柄がパッと見て分かるので取り出しやすく、１つを
抜いても倒れにくいたたみ方なので、ごちゃっとなりません！ 

～たたみ方～ 

 

使用頻度の高いカバンやストール、ベルト等の
小物類は、取り出しやすいこの位置に収納
しましょう！小物は箱やカゴを使用すると
収納しやすいです。 

③よく使うカバンや小物類は使いやすい  
 位置に収納！ 

 

必要なモノのみを分かり
やすく収納することが基本
ですが、どうしても捨てるか
判断ができない場合は
一時保管ＢＯＸを作り、 
まとめて収納しましょう！
１年後に再度中身を確認し、
１度も使わなければ捨て
時です！ 

④一時保管用ＢＯＸを     
 使って収納！ 

 



   

   

ポピュラーなスイカで、甘くてシャリっと
して歯触りの良い食感が楽しめます。 
重さは平均３～５㎏で 
大きいものは７～９㎏ 
にもなります。 

主な種類 
「縞王」「富士光」 
「甘泉」「祭ばやし」 

果皮が緑で果肉が黄色のスイカ。別名
クリームスイカ。以前は甘さ控えめでしたが、
最近のものは糖度が 
高くシャリシャリした 
歯触りが楽しめます。 

主な種類 
「おつきさま」 
「ひまわり」 

ラグビーボールのような楕円形のスイカで皮が
薄く甘みがあります。重さは２～４㎏の 
小玉です。 
 

主な種類 
「姫まくら」 
「紅まくら」 
「黒美人」 

変わった風貌から一躍有名になった「四角

スイカ」や「三角スイカ」。百貨店などで

ディスプレイ用として使用 

されることがほとんどなので、 

あまり店頭では見かけません。 

観賞用なので味はあまり 

良くないとのこと。 

果皮が黄色くて果肉が赤色という珍しいスイカ。
皮の黄色と果肉の赤のコントラストが美しく
食欲そそります。重さは 
７㎏程度の大玉で、希少性が 
高く値段も高めです。 
主な種類 
「金のたまご」 
「愛娘ひなた」 

深緑色の表皮を持つ一風変わったスイカで、

みずみずしい真っ赤な果肉で高級スイカとして

贈答品によく利用され 

ます。似たようなスイカで 

「ダイナマイトスイカ」 

があります。 

スイカは、世界各国で約150種類以上が栽培されています。日本国内種では、大別すると、形状の違いで
『大玉種、中玉種、小玉種、ラクビーボール型、俵型』などがあり、果肉の色の違いで、 
『赤肉、黄肉、白色』など、表皮の色の違いで『縞模様（赤と緑）、黄色、黒色』などに分類することができます。 

 

７月２７日は「スイカの日」まさに日本の夏の風物詩ですね！ 

実は、スイカはその栄養価の高さから熱中症対策にも効果抜群！ 

今回はそんなスイカをご紹介!! 

いよいよ夏本番！ 

熱中症からカラダを守りましょう！ 

  

 

熱中症とは？ 

熱中症は高温多湿の環境で大量に汗が出て、体内の水分や 

ミネラルのバランスが崩れたり、体温の調整ができなく 

なったりすることにより起こる様々な症状のことです。 

近年、地球温暖化などが原因で暑さが年々増し、 

それに伴って熱中症の患者も増加する傾向が 

あります。 

ＷＢＧＴ=暑さ指数 
“ＷＢＧＴ”とは「気温」「湿度」「輻射熱」の値を基に算出された

指標で、一般的に「暑さ指数」と呼ばれます。WBGTの値によって 

熱中症発生の危険度を日常生活に関する指針として「注意」

「警戒」「厳重警戒」「危険」の４段階に分類。熱中症を予防するために

有効な指標として注目を集めています。環境省の熱中症予防情報サイト

で好評されているので、運動や外出する際はチェックしましょう！ 

熱中症予防に適した飲み物 

熱中症の予防に適しているのは水や麦茶、そば茶、ルイボスティー、スポーツ飲料等です。コーヒーや紅茶

などカフェインが多く含まれる飲み物やアルコール類には利尿作用があり、体内の水分が排泄されてしまうので

ＮＧです！また、汗をかいた時に水分と共に体内から失われるのがナトリウムやカリウム、マグネシウムと

いったミネラルや水溶性ビタミンで、代謝に不可欠なビタミンＢ群とＣです。これらのミネラルや

ビタミンは内臓や筋肉など体全体の機能を正常に保つ働きがあり、不足するとめまいや立ちくらみ 

などの症状につながることもあるので、水分補給に加えてミネラルやビタミンもしっかりとる 

ことが大切です。喉が渇いてなくても、定期的に水分をとるようにしましょう！体内の水分が不足して、脱水症状を 

起こしていても初期の段階では喉の渇きをあまり感じないためです。特に発汗量が多いスポーツや入浴後、就寝前は 

水分補給を忘れずに！体への吸収率を高めるために、少量ずつこまめに飲むのがポイントです！ 

 熱中症対策おすすめアイテム 

  熱中症予防に適した衣服 
吸水性や通気性が高い綿や麻といった素材がおすすめです。

色は熱の吸収率が低い白や淡い色合いのもの、熱がこもらない

ようにそで口や衿ぐりがあいたデザインを選ぶと良いでしょう。

薄着のほうが涼しいと考えがちですが、インナーを着た方が

涼感はアップします。肌とインナー、

インナーとアウターの間にできる空気の

層が外からの熱気を遮断し、空気を

循環させる役目をするためです。

また、外出時は帽子を被ることを

オススメします！！ 

熱中症予防に適した住環境 
日本で古くから使われていた「すだれ」や「よしず」は、日差しを

カットしつつ風は通す優れもの。よしずは、軒下やベランダに

立てかけるだけなので、取りつける手間もなくホームセンター等で

購入できます。また、家の中でも

特にバスルームやトイレなど

締め切った個室は、湿気がこもり

やすく風通しも悪いので、

換気を忘れずに行いましょう！ 

しろくまのきもちクールチューブ 
２，２４２円（税込）  

水に濡らして絞ったあと、パン！と広げる

だけで冷たくなるタオルです。柔らかい

素材が心地よく、首に 

巻く以外にもバンダナ風に 

ヘアバンドやフードの 

様に使うのもオススメ 

です！ 

熱中症指数を５段階で表示します。 

危険・厳重警戒の領域ではアラームが 

鳴ります。温度・湿度計のほか、 

時計機能もついています。 

便利な金具付きで外出時には 

ベルトやカバンにつけて携帯 

できます。 

 ＭＯＮＤＯ Ｈｅａｔ 熱中症指数計 
２，１６０円（税込） 

ハンカチなどにシューッとスプレーするだけで、

ミストが氷の冷たさに！ 

いつでもどこでも瞬間 

冷却！火照った肌をすぐに 

クールダウンしたい時、 

とても便利な携帯用の 

スプレーです！ 

 
白元 どこでもアイスノン 
氷スプレー ５６２円（税込） 

熱中症指数をチェック！ いつでもどこでもクールダウン！ 首を冷やしてリスクを軽減！ 

熱中症のピークは７月～８月と言われています。熱中症を未然に防ぐためには、正しい予防法を知ることが肝心

です！今回は予防のポイント、対策グッズ等の特集です！しっかりチェックして快適に夏を過ごしましょう！ 

７月２７日は「スイカの日」まさに日本の夏の風物詩ですね！ 

実は、スイカはその栄養価の高さから熱中症対策にも効果抜群！ 

今回はそんなスイカをご紹介!! 

http://www.kudamononavi.com/health/koukestu.htm
http://www.kudamononavi.com/health/doumyaku.htm
http://www.kudamononavi.com/health/noukousoku.htm
http://www.kudamononavi.com/health/shinkinkou.htm
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指標で、一般的に「暑さ指数」と呼ばれます。WBGTの値によって 

熱中症発生の危険度を日常生活に関する指針として「注意」

「警戒」「厳重警戒」「危険」の４段階に分類。熱中症を予防するために

有効な指標として注目を集めています。環境省の熱中症予防情報サイト

で好評されているので、運動や外出する際はチェックしましょう！ 

熱中症予防に適した飲み物 

熱中症の予防に適しているのは水や麦茶、そば茶、ルイボスティー、スポーツ飲料等です。コーヒーや紅茶

などカフェインが多く含まれる飲み物やアルコール類には利尿作用があり、体内の水分が排泄されてしまうので

ＮＧです！また、汗をかいた時に水分と共に体内から失われるのがナトリウムやカリウム、マグネシウムと

いったミネラルや水溶性ビタミンで、代謝に不可欠なビタミンＢ群とＣです。これらのミネラルや

ビタミンは内臓や筋肉など体全体の機能を正常に保つ働きがあり、不足するとめまいや立ちくらみ 

などの症状につながることもあるので、水分補給に加えてミネラルやビタミンもしっかりとる 

ことが大切です。喉が渇いてなくても、定期的に水分をとるようにしましょう！体内の水分が不足して、脱水症状を 

起こしていても初期の段階では喉の渇きをあまり感じないためです。特に発汗量が多いスポーツや入浴後、就寝前は 

水分補給を忘れずに！体への吸収率を高めるために、少量ずつこまめに飲むのがポイントです！ 

 熱中症対策おすすめアイテム 

  熱中症予防に適した衣服 
吸水性や通気性が高い綿や麻といった素材がおすすめです。

色は熱の吸収率が低い白や淡い色合いのもの、熱がこもらない

ようにそで口や衿ぐりがあいたデザインを選ぶと良いでしょう。

薄着のほうが涼しいと考えがちですが、インナーを着た方が

涼感はアップします。肌とインナー、

インナーとアウターの間にできる空気の

層が外からの熱気を遮断し、空気を

循環させる役目をするためです。

また、外出時は帽子を被ることを

オススメします！！ 

熱中症予防に適した住環境 
日本で古くから使われていた「すだれ」や「よしず」は、日差しを

カットしつつ風は通す優れもの。よしずは、軒下やベランダに

立てかけるだけなので、取りつける手間もなくホームセンター等で

購入できます。また、家の中でも

特にバスルームやトイレなど

締め切った個室は、湿気がこもり

やすく風通しも悪いので、

換気を忘れずに行いましょう！ 

しろくまのきもちクールチューブ 
２，２４２円（税込）  

水に濡らして絞ったあと、パン！と広げる

だけで冷たくなるタオルです。柔らかい

素材が心地よく、首に 

巻く以外にもバンダナ風に 

ヘアバンドやフードの 

様に使うのもオススメ 

です！ 

熱中症指数を５段階で表示します。 

危険・厳重警戒の領域ではアラームが 

鳴ります。温度・湿度計のほか、 

時計機能もついています。 

便利な金具付きで外出時には 

ベルトやカバンにつけて携帯 

できます。 

 ＭＯＮＤＯ Ｈｅａｔ 熱中症指数計 
２，１６０円（税込） 

ハンカチなどにシューッとスプレーするだけで、

ミストが氷の冷たさに！ 

いつでもどこでも瞬間 

冷却！火照った肌をすぐに 

クールダウンしたい時、 

とても便利な携帯用の 

スプレーです！ 

 
白元 どこでもアイスノン 
氷スプレー ５６２円（税込） 

熱中症指数をチェック！ いつでもどこでもクールダウン！ 首を冷やしてリスクを軽減！ 

熱中症のピークは７月～８月と言われています。熱中症を未然に防ぐためには、正しい予防法を知ることが肝心

です！今回は予防のポイント、対策グッズ等の特集です！しっかりチェックして快適に夏を過ごしましょう！ 

７月２７日は「スイカの日」まさに日本の夏の風物詩ですね！ 

実は、スイカはその栄養価の高さから熱中症対策にも効果抜群！ 

今回はそんなスイカをご紹介!! 

http://www.kudamononavi.com/health/koukestu.htm
http://www.kudamononavi.com/health/doumyaku.htm
http://www.kudamononavi.com/health/noukousoku.htm
http://www.kudamononavi.com/health/shinkinkou.htm


 

横浜市神奈川区 博多屋様 

オープンルームの看板を見てウイングさんを知りました。

同じマンションの賃貸に住んでいましたが、賃貸の部屋の

更新があったので、思い切って購入しようかなと考えていた

矢先のことでした。営業の鎌田さんはとても親切に

対応して下さり、ローンの相談等にも親身になって

下さいました！新しい部屋はフローリングになって

掃除がとっても楽になり、システムキッチンの高さも

ちょうどよくなり妻も大喜び！洗面台がシャワーノズルに

なったのも大変気に入っています！２年前に思い切って

購入した自分を褒めてあげたいです。 

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、ご協力頂いた博多屋様ありがとうございました！ 

事業部１課 

菊地 亮 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 

娘２人と近所にある岸根公園の池の鯉に餌を 

やりに行きました。遠くに遊びに行くのも 

いいですが、近所にも遊べる場所が有ると 

休みの日が充実しますね。 

皆さんも、改めて近所を散歩すると新しい 

発見があるかも？！ 

○月×日 

友人と霞ヶ浦の方までゴルフに行って来ました。天気も 

良く広大な自然の中で１日を過ごすと気持ちがいいですね。 

例えスコアがメタメタでも… 

住まいのお悩みレスキュー 

～クローゼットの整理術編～ 
クローゼットは収納や片付けの仕方で入れられる服の量が大きく変わってきます。また、収納するだけでなく、着たい洋服を着たい時に

着ることができるように取り出しやすさも兼ね備えておく必要があります！今回はクローゼットの整理が苦手な人も大丈夫！誰でもできる 

クローゼットの片付け・収納術をご紹介します！ 

 ★整理するための大切なポイント★  

●モノに住所をつける  

 探し物をなくすためにも、利用用途に合わせて定位置を決めて管理します。モノそれぞれに家庭内での住所を割り振ってあげましょう！ 
 

    〇よく利用するものは「腰」の高さ 

    〇重たいものは「下」の段 

    〇使用頻度の低いものは、一番「上」 
 

●モノを見える化する 

 モノは定位置に収めてずっとしまい込んでおくのではなく、取り出しやすくしていつでも活用できるようにしましょう！ 
 そのためにも、そこに何があるのか、「モノを見える化」する工夫が大切です！ 

 

ブックエンドを使ってカバンを立てて収納する 
方法がオススメ！ 
これなら自立しない 
素材やデザインの 
ものも安定し、取り 
出しやすく、見やすい 
です！ 

①使用頻度の低いカバンは一箇所にまとめて収納！  ⑤靴下や下着類は仕切りを使って収納！ 

靴下や下着類は引出しを１００円ショップでも
売っている仕切り板で、小スペースに分け、 
種類ごとに収納しましょう！事前に引出しの深さを
測ってそこに収まる深さの仕切り板を選ぶ事が
ポイントです！ 

 ②シャツやジャケット等をかけて収納！ 

種類別・色別に分けてハンガーにかけて
収納すれば、自分がどんなアイテムを
持っているか把握しやすくなります。 
収納スペースが少ない場合は、洋服の丈を
揃えて収納しましょう！洋服の下にまとまった
スペースができるのでケースや引出しがもう 
一段積めます！ 

 ⑥Ｔシャツやズボンは引出しを使ってたたんで立てて収納！ 

 
 

 

色や柄がパッと見て分かるので取り出しやすく、１つを
抜いても倒れにくいたたみ方なので、ごちゃっとなりません！ 

～たたみ方～ 

 

使用頻度の高いカバンやストール、ベルト等の
小物類は、取り出しやすいこの位置に収納
しましょう！小物は箱やカゴを使用すると
収納しやすいです。 

③よく使うカバンや小物類は使いやすい  
 位置に収納！ 

 

必要なモノのみを分かり
やすく収納することが基本
ですが、どうしても捨てるか
判断ができない場合は
一時保管ＢＯＸを作り、 
まとめて収納しましょう！
１年後に再度中身を確認し、
１度も使わなければ捨て
時です！ 

④一時保管用ＢＯＸを     
 使って収納！ 

 



 

  

 

２日間に渡って開催され、両日花火が打ち上げられます。

花火の前後はイルミネーションで輝く、夜の横浜港を演出

（ジュエリーポート）。また、日中は海難レスキューデモ等、

様々なイベントが行われる他、飲食ブースが出店され、

１日中楽しむことができます！ 

開催日時 ２０１４年７月１９日（土）～２０日（日） 

時間    １９時～２０時 

開催場所  横浜港 

     (山下公園前海上） 

打ち上げ数 ３０００発  

昨年の人出 ２０万人 

※小雤決行（荒天時は中止） 

見逃せないのは開いた時の直径が４８０ｍにもなる関東最大級の

二尺玉！夜空に広がる大きな花と、体の芯まで震える轟音に圧倒

されます！他にも音楽に合わせて打ち上げられる花火や大スター

マイン等が横浜の夜景をバックに華やかに打ち上げられます！

大幅な交通規制が予想されるので車での来場は控えましょう！ 

開催日時 ２０１４年８月５日（火） 

時間    １９時～２０時３０分 

開催場所  横浜みなとみらい２１ 

      臨港パーク前面会場 

打ち上げ数 １万５０００発  

昨年の人出 １９万人 

※小雤決行（荒天時は翌日に延期） 

 

横浜ワールドポーターズの屋上にはルーフガーデンという素敵な
夜景スポットがあります。フロアの最北端部分に立てば、コスモ
クロックをはじめ、みなとみらいエリアの夜景が目前に！高さは
それほどでもありませんが、みなとみらい地区という夜景そのものの
光量が豊富なエリアを一望できるため臨場感あふれる夜景を楽しむことが
できます。また、このスポットは誰もが気軽に訪問する事ができるにも 
かかわらず、意外とその存在が知られていないのではないかと思います！ 
夜の雰囲気が抜群なスポットだけに、ぜひ横浜ショッピングの締め
くくりに訪れてみて欲しいイチオシの夜景スポットです。 

横浜ランドマークタワー（北西）方向の夜景 

  

横浜ベイブリッジを眺める事が出来る場所は数多くあり 

ますが、最も至近距離で見られるのがここ大黒ふ頭西緑地です。 

緑地内は設備も整っているうえ街灯も多いので、夜でも周囲は

オレンジ色の光に明るく包まれ訪れる人を暖かく迎えて 

くれます。 

ドラマのロケ地等 

としても度々利用 

されている場所 

なので知名度は高い 

ですが、訪れる人は 

割と少なく穴場 

スポットです！ 

横浜港シンボルタワーは本牧Ｄ突堤の先端部にあり、横浜港を

往来する船への信号所と展望施設を兼ね備えた、数ある横浜夜景

スポットの中でも知る人ぞ知る貴重な場所となっています。 

というのも営業時間が季節により変動しており、夜景観賞が

出来るのは１年のうちでも 

午後8時まで営業する 

7/21～8/31の間だけと 

なっているためで、ベイ 

ブリッジやみなとみらい 

エリアを南側から眺める 

ことができる貴重な夜景 

スポットになっています！ 

 ウイングが選ぶ 

横浜は日本屈指の夜景スポットです！しかし意外にも横浜近辺に住んでいると、夜景を見にわざわざ出掛けることはあまりないのでは？
そこで今回は、横浜の夜景スポットをランキング形式でご紹介！ 

 

 

ＱＵＩＺＥ 

申し込み締め切り 

９月１５日（月） 



 

   

   

  

  

 

   

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 

●横浜夜景スポットランキング 

●住まいのお悩みレスキュー ～クローゼットの整理術編～ 

●夏といえばこれ！スイカ特集  

●熱中症からカラダを守りましょう！ 

●STAFF’S DIARY 

●Customer’s Voice 

●QUIZE 

090909   
ＴＡＫＥ ＦＲＥＥ！ 




