
暑中お見舞い申し上げます。
平素は格別のお引き立てにあず
かり、厚く御礼申し上げます。
現在、当社ウイングオートには皆
様方にも負けないくらい、
車が大好きなスタッフが集まって
おり、日々精進しております。
皆様の大切なカーライフに携わり、
皆様が笑顔で元気になって頂く事、
そのことが私たちの活力にもなり、
やり甲斐にもなっています。
今年も早いもので1年の後半に
差し掛かりました。
残る半年、WINGDAYやツーリング
など、皆様と一緒に楽しませて頂
きます！

株式会社 ウイングオート
営業統括部長
中野　暁

株式会社 ウイングオート
ファクトリー工場長
中野　肇

連日厳しい暑さが続いております
が、皆様如何お過ごしでしょうか？
ウイングオート サービス工場では、
皆さまの愛車をお預かりし、通常
のメンテナンスサービスはもちろん、
よりお車をお楽しみいただく為、
GM、フォード、ユーロコンパクト、
ロータスのスペシャリストが、専用
の車両診断機、最新のアライメン
トテスターや、シャーシダイナモが
完備されたファクトリーで、ご要望
以上の仕事で応じることが出来る
よう、日々仕事に励んでおります。
これからも、より愛される工場を
目指して精進して参りますので
今後ともご愛顧のほど
宜しくお願い申し上げます。

暑中お見舞い申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し
上げます。
さて、毎年恒例のWINGDAYを11月10日（日）
に鈴鹿ツインサーキットにて開催させて
頂くことになりました。
WINGDAYも今年で5回目を迎え、参加台数
400台を目標にしています。
同じ趣味を持つ仲間と最幸の1日を創りましょう。
皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしております。
暑さ厳しき折柄、皆様のご健勝をお祈り申し
上げますとともに、
これからも変わらぬお引き立てを賜ります様
お願い申し上げます。

令和元年　盛夏

株式会社 ウイングオート
取締役社長
上窪　倫裕

弊社が取り扱う趣味の車の提供、技術力の提供、遊び場の提供を通じて、
仲間との繋がりの場を提供し「顧客様の喜び」を創り出す為にウイング
オートは今後、物売りからコトを提供する会社に革新し未来へ挑戦してい
きます。今後も皆様と共に楽しんで参りたいと思います。

株式会社 ウイングオート
代表取締役会長
上窪　順一郎

暑中お見舞いのご挨拶

暑中お見舞い申し上げます。

大好評につき今年も

in 鈴鹿ツインサーキット 開催日：11月10日（日）in SUZUKA TWIN
CIRCUIT

5th

2019

sun

1110

五感を通じて運転する楽しさを感じて下さい!私達は元気と楽しさを提供します!
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株式会社ウイングオート

趣味の車を通じて運転する楽しさと仲間との繋がりを
体感していただき、皆様に元気と活力を提供します!
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ウイングオート 検　索

WING BODY 〒452-0962  愛知県清須市春日川中68番地

ヨーロピアンショールーム・ロータス名古屋西 〒452-0962  愛知県清須市春日砂賀東130番地
TEL〔052〕400-5554　FAX〔052〕400-5755

アメリカンショールーム・シボレー名岐 〒452-0962  愛知県清須市春日焼田67番地の2
TEL〔052〕409-5434　FAX〔052〕409-5438

WING FACTORY 〒452-0962  愛知県清須市春日焼田２３番地の２
TEL〔052〕401-1327　FAX〔052〕401-1376
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これからもメカニックと共にロータスを通じて、仲間の輪を広げていきたいと思います！

S3エリーゼR
から

エリーゼ
SPRINT22

0
に乗り換え
ちゃいました！

オーナーの五感
を刺激する

当社オリジナ
ル

仕様のLSD
を取り付け
ませんか?

やりたい
チューニングが

たくさん!

より軽く
よりロータ

ス
らしく

ロータス名古屋西

今年も新しいロータスオーナーの仲間が増え、仲間の輪がグイッグイっと広がって
おります。クルマと渾然一体となるドライビングプレジャーを毎日体感できる
ロータスの仲間の輪を、これからも全力で広げていきたいと思います！
ドラアカやツーリング、オフの走行会(平日開催)にご興味ありましたら、
LINE@のトークからお気軽に荒にご相談くださいませ。

ロータス担当 営業

荒　雅敏

皆さんこんにちは、1126号の荒です！
2013年12月にエリーゼのオーナーになり、今年の8月で6年と
4カ月目となりました。これまで、7、8年乗っていたのかと勘違
いしてしまう程、それだけ濃度が濃かったのでしょうね。
昨年は、ロータス好きが高じてロータスの営業に転職してし
まったり、鈴鹿サーキット130Rで人生初のコースアウトとスピ
ンを体験するなど盛りだくさんの1年でした。

入りましょうね！詳しくは、荒までご相談くださいませ。

初代1126号のエリーゼRは、私にライトウェイトスポーツカー
の楽しさ、スポーツドライビングの楽しさ、メカニックと一緒に
クルマをチューニングする楽しさ、なによりもロータスオーナー
の友人とのつながりを与えてくれました。6年間ありがとう！
今年の6月に、『

』を体現する、エリーゼ
SPRINT220に乗り換えることとなりました。
きっかけは、昨年鈴鹿のS字で、新型シャシーのエリーゼを、後
ろから追いかけるシチュエーションがあったのですが、コーナリ
ングパフォーマンスのポテンシャルの高さに魅せられてしまい
ました。878kg、250ps/ｔの誘惑には勝てません！
これからは、二代目1126号で、ロータスの楽しさを皆さんにお
伝えしていきたいと思います。

ロータス
サービス

ロータス名古屋西

ロータスを愛する仲間たちと楽しいロータスライフを送りませんか?

S3エリーゼR

エリーゼS
PRINT22

0

ウイングオ
ートオリジ

ナルLSD

ロータスマイスター

中野　肇

長い梅雨が続いたと
思ったら、いきなり猛
暑！！
皆様、お元気にされて
おりますでしょうか？？

今回、ウイングオート・
ロータスファクトリーか
らお贈りするのは、サス
ペンションと並ぶ大ヒッ
ト商品『デフ』に関する
お話。皆様、『デフ』と聞
いて何を想像されます

か？ワタシ？『デブ』？違いますよ！『デフ』です！『デフ＝機械式
LSD！！』！
サーキット等でスポーツ走行をする際、車高調・ブレーキパッド
などの足回りと同じくらい「必需品です！」と言われるパーツに
「LSD」があります。名前くらいは聞いたことはありますよね？
どんな効果があるの？・・・というと、
LSDはリミテッドスリップデフ（Limited-Slip-Differential 
gear）の略で、主にコーナリングの速度や安定性を向上させる
足まわりのパーツです。一言で言ってしまうと「コーナリング
パーツ」であり、クルマのキャラクターを大きく左右する、とて
も重要な部品であると言えます。
サーキットアタックはもとより、ドリフトや峠などのスピードを重
視する走りを実現するためには必須のパーツでありますが、昨
今では、ハイグリップラジアルタイヤやSタイヤなど、タイヤの
性能向上も著しく、サスペンションも高性能となり、特に私ども
が取扱うロータスはそれらを際立たせる車体剛性の高さなど
の影響で、メカニカルグリップが非常に高く、トラクション性能
にも優れているため、その特性を活かすため、どのようにLSD

を組み上げるか？が、私たちの腕の見せ所となります。
最近の傾向として、タイヤのグリップ力を最大限発揮させるた
めに、LSDはどちらかというと、それを活かすよう必要最小限に
効かせる方向になってきていますが、その匙加減がとても重要
なのです。もちろんそうした車両の統制や進化、ドライバーの好
みに合わせて、私たちが組むLSDも進化させ続けています。
同じ車両でも、装着しているタイヤやサスペンションの特性な
どが異なれば、LSDのセッティングも変化します。セッティング
用にさまざまなカム角度のプレッシャーリングや特性の異なる
クラッチプレートを用意してありますが、マイルドな効き味にす
る場合や、お客様にご満足いただく目的で、プレートなど部品
に手を加えることも頻繁にあります。
お客様個々のお好み、使用目的に対し、その内容をよくお伺い
したうえで個別に組み上げます。単なる仕様違いでない、「楽し
い！」「もっとタイムが上がりそう！」「立ち上がりで躊躇すること
なく、アクセルを踏み込める！」といった、乗り手が「アドレナリ
ン噴きまくり状態！」になるような、オーナーの五感に訴えかけ
る車に変化した！と思えるLSDをご提供できるよう努めており
ます！
これからサーキットなどでのイベントも続きます！
あなたのロータスにも是非！
当社オリジナル仕様のLSDを取り付けてみませんか？

より速く
より楽しい
マシンへ

楽しい情報が届くよ!
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社員研修旅行で
沖縄に行ってきました

！ 5S委員会では、毎月1回の「地域の美化活動」、
毎週1回の「社内の5S活動」を開催しております。

5S委員会

改善委員会イベント活性化委員会

美化活動 5S活動

Improvement Committee

5S Committee

Event Activation Committee

改善委員会は、改善提案制度によって、スタッフみんなが働きやすい職場にすることを目的として
います。ここ半年で出た改善提案の件数は、54件ありました。６か月間の中より、スタッフみんな
が働きやすい職場への改善提案、無駄、ムラを省けることになった改善提案を一部紹介します！

社員全員参加し、日ごろお世話になっている地域の方への感謝
を込めて、会社周辺のごみ拾いや草むしりを行っています。

ショールームと工場で、より良い働きやすい環境を作りを行っ
ています。今年は工場2Fの部品棚を整理整頓し、中古パーツ
展示場開設を準備しております。

イベント活性化委員会
委員長の入野です！
社内ボーリング大会や
スノーボードなど、スタッフ
同士アクティブに楽しんで
います！ また社内行事の
一環として「ありがとう
カード」を続けています♪
皆様の会社でも是非♪ 恒例行事の一つとなったボーリング大会では過去の成績を元

にメンバー構成し、チーム戦では回を重ねるごとにスコア差が
縮み白熱します！

「ありがとうカード」
スタッフ同士、中々照れくさい事でもありがとうカードに書いて
渡すことでお互いの気持ちを知れたり感謝力が増し信頼関係
もよくなる取り組みをしています♪

こちらも冬の名物行事！スノーボード部！
雪山のお供はやっぱりアメ車！ガンガン駆け上ります！雪の降り
積もる中、一人で#イリノカメラ 撮影会していました。笑

美化活動
本社の横の段ボールを捨てる場所に、
発泡スチロールやお酒のケース等色々
な物が捨ててある。何でも捨てるので
異臭もする。雨がかかる場所なので、段
ボールが雨で濡れてしまうので回収に
来た時に大変。

1 Wi-Fi設置
工場に来店してくれたお客様が待ち時
間を快適に過ごせるように、Wi-Fiを設
置する。待っているお客様を見ていると
PCなど使っている方もいらっしゃるの
でそのような環境があるとお客様も嬉
しいのでは？

2

21

駐車場の舗装
自分たちで２回治しましたが粉々に砕
けて余計に砂利が増え飛び石の危険
性やタイヤに挟まる確率が高くなって
います。

3

Wi-Fiを
設置
しました!

Wi-Fiを
設置
しました!

清潔な場所に
するため
現在、対策中!
清潔な場所に
するため
現在、対策中!

キレイに
舗装し
安全に!

お客様にとってスタッフにとってより良い会社に
なるために

11　WAN WAN　12
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9月
SEPTEMBER

10月
OCTOBER

11月
NOVEMBER

2019年後半もまだまだ盛り上がっていきます ご期待ください2019年後半もまだまだ盛り上がっていきます ご期待ください2019年後半もまだまだ盛り上がっていきます ご期待ください

今年も年に１度のロータスの祭典、JAPAN LOTUS DAYが富士ス
ピードウェイで開催されます。それに便乗して前日からツーリングを
して夜は宴会でロータスオーナー同士で懇親を深めるお泊りツーリ
ングを企画しました。お気軽にお問合せください。

アメ車オーナー同士のお泊りミーティング。20名様限定。民宿１棟を
貸し切ってＢＢＱを楽しんだり、宴会で仲間同士の懇親を深めるイベ
ントを企画しました。人数制限がありますのでご予約はお早めに！

ユーロコンパクトカーのツーリングイベントです。WACABAはオー
ナーズミーティング的なイベントが多いのですが今回は、秋のビー
ナスラインの景色を眺めながらワイディングを楽しみ、美味しいラン
チを味わう、走りをメインとしたツーリングを企画しました。

9 07土

08日

9 22日

9 28土

29日

10 06日

11 10 日

11 21木

24日

ＷＡＣオーナーズミーティング IN 南木曽

JAPAN LOTUS DAY 2019 
IN FUJI SPEED WAY＆WTTCツーリング

MOCJミーティング 
IN 奥伊吹モーターパーク

ALOHA PICNICはハワイアンダンスや、ウクレレ、アイランド・レゲエなどの音楽と
ハワイアンフードの他、最新のアイランドカルチャーの魅力をお届けする、文化的
交流を目的としたイベントです。WINGAUTOもアメリカンカルチャー好きの方々
にアメ車の魅力をお届けしたいと思い、初出展させて頂きます。

MOCJ(Mustang Owners Club　of Japan)のミーティングが奥
伊吹モーターパークで開催されます。全国からマスタングオーナー
が集まるＢＩＧイベントです。WINGAUTOもサポートさせて頂きま
す。ジムカーナーイベントも企画されているそうです。

Aloha Picnic IN モリコロパーク

WACABAツーリング
IN 長野ビーナスライン

年に１度のＢＩＧイベント、WINGDAY2019を鈴鹿
ツインサーキットで開催します。今年で５年目を迎
えるイベントです。同じ趣味を持つ仲間同士繋がり
ませんか？皆さんと私たちで最幸の思い出を創り
ましょう！お友達もお誘いあわせの上、奮ってご参
加ください！！

WINGDAY 2019 5th 
IN 鈴鹿ツインサーキット

２年に１度、中部地区最大規模の自動車イベント「第21回名古屋
モーターショー」が2019年11月21 日（木）～24日（日）の4日間、名
古屋市金城ふ頭のポートメッセなごやにて開催されます。
WINGAUTOもGM、LOTUSブースで出展します。

第21回 名古屋モーターショー
 IN ポートメッセなごや

マスタングオーナーズクラブジャパン

5S Committee

わたしたちは趣味の車を通じてお客様に元気と楽しさと活力を提供している会社です。
一緒に楽しみ自分という人間を磨いていく仲間を募集しています。

大切なことはこの仕事を通じてあなたが幸せになることです。
仲間と繋がり、共に切磋琢磨し、人生で成功を収めていきましょう。

私達は趣味の車を通じて
お客様と共に喜び共に感動を分かち合い

元気と楽しさを提供し
人間力とやり抜く力を培い
生きる活力を創造します。

私たちの経営理念 私たちの今後のビジョン

最後に

メカニック 募集要項 営業 募集要項

走りを楽しむお客様にプロフェッショナルなサービスを提供するスタッフを募集しています

弊社は車好きの現会長によって1988年に創業しました。
私は2017年5月に2代目としてバトンを受け取りました。
そんな環境で育った私たちも車好きのスタッフばかりです。
サービスするのは人であり、喜びや感動は人の手によって創り出され、
仕事を通して人間的に成長することで、関わるすべての人の幸せに繋が
ると考えます。
今までは趣味性の高い「車」を売っていましたが、今では愛車で運転す
る楽しさという「ライフスタイル」を提供しています。
「同じ趣味を持つ仲間」とツーリング、走行会、ドライビングアカデ
ミー、WINGDAYなどの「仲間と繋がる場」を通じて、
「元気と楽しさを提供」し、お互いに「生きる活力」を創造していくこと
で社会に貢献していきます。

株式会社 ウイングオート
取締役社長 上窪 倫裕

共に働く仲間を
募集しています!!

私たちは、趣味の車を通じて
お客様に元気と楽しさを提供する為に、

2020年10月、WINGAY参加台数600台！！
という大きなイベントを開催します。

そのために「商品・技術・サービス」を革新し続ける
プロフェッショナル集団になります。

RECRUITE - SALES STAFFRECRUITE - MECHANIC
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