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topic

1
2021年度の方針を共有しました。

今年は恒例の集合形式での全社方針確認会は行わず、Web動画
配信形式にて全国の幹部社員へ新年度の方針を共有しました。昨年4
月から始まった中期３カ年計画「VISION2022」初年度では、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響を受ける中でも積極的な拠点展開、新規開拓、
業態開発により好業績をあげることができたとの報告がありました。

今年度より「VISION2022」の中間年度がスタート。お客さまや仕入
先さまの価値観が変化し、DX（デジタル・トランスフォーメーション）へ
の取り組みが急がれる中、昨年リリースされた基幹システム「次世代
モノリス」、積算・作図システム「Kronos（クロノス）」の活用でお客さま
により良いサービスをお届けしてまいります。

2021年度も「生活インフラをつなぐパイプ役」としてさらなる努力を続
け、次代のセディアグループへと進化を遂げてまいります。

次代のセディアグループへと進化いたします

本件のお問い合わせは、
［経営企画室 広報・社長室グループ］まで。
TEL.03-3549-3076
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2
新入社員161名が入社しました。

渡辺パイプ単体で157名、グループ会社4名の計161名が4月1日に
入社し、社会人としての新たな一歩を踏み出しました。

今年度は新型コロナウイルスの影響に鑑み全新入社員集合の入社
式は行わず、支店ごとに開催しました。

入社式当日は全国各地で同期社員たちが同時刻に式に参加して
いるという一体感を感じられるように、全国の同期社員の意気込みを
懇親会の中で放映し、コロナ禍でもコミュニケーションが活性化するよ
うに注力いたしました。

新入社員がいち早くお客さま・仕入先さまのお役に立てるようグルー
プ全体でサポートしてまいります。若さとパワーに満ちあふれたセディア
グループの新入社員をどうぞよろしくお願いいたします。

新入社員をよろしくお願いいたします

本件のお問い合わせは、
［人事ユニット 人材開発室］まで。
TEL.03-3549-3072
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SEDIA SMILE BOOK Vol.15を 
発刊しました。

ステークホルダーの皆さまの笑顔をご紹介する「SEDIA SMILE 
BOOK Vol.15」を発刊しました。「セディアグループをとりまくすべての
人々が笑顔になれる」をコンセプトに、様々な切り口でお客さまや仕入
先さまの笑顔をCSRアクティブレポートとしてご紹介しています。

今号は「働く喜び」をテーマに、コロナ禍においても元気で快適な暮
らしに不可欠な、生活インフラの最前線で働く皆さまを取材させていた
だきました。この冊子の編集にあたり、ご協力いただいた皆さまには厚
く御礼を申し上げます。

●Webにて「SEDIA SMILE BOOK」をご覧いただけます。
https://www.sedia-system.co.jp/company/publish/smile/

今号は「働く喜び」をテーマに取材いたしました

本件のお問い合わせは、
［経営企画室 広報・社長室グループ］まで。
TEL.03-3549-3076
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4
営業所を開設・移転・統合・名称変更しました。

新たにサービスセンターなどを開設し、一部営業所を移転・統合・名
称変更いたしました。それぞれの地域に密着したきめ細かいサービス
をお届けし、お客さまにご愛顧いただけるよう邁進いたします。

移転した横須賀サービスセンター

本件のお問い合わせは、
［総務ユニット 総務グループ］まで。
TEL.03-3549-3071

「SEDIA SMILE BOOK
Vol.15」はこちらから
ご覧いただけます

《サービスセンター開設》
●ライフライン事業部・住建事業部

2月開設 延岡SC
住所／〒882-0856 
宮崎県延岡市出北5-15-28 
TEL／0982-26-7711  FAX／0982-33-0055 
所長／ 畑瀬 晋

4月開設

仙台北住設SC 
（仙台泉SC併設）

住所／〒981-3133 
宮城県仙台市泉区泉中央1-1-4 
TEL／022-772-5725  FAX／022-375-7805 
所長／竹内 義伸

郡山電工SC 
（郡山SC併設）

住所／〒963-8844 
福島県郡山市賀庄13 
TEL／024-945-2105  FAX／024-945-1502 
所長／島田 光広

市川北SC 
（船橋SC内に 
先行出店）

住所／〒273-0003 
千葉県船橋市宮本9-9-6 
TEL／047-431-5531  FAX／047-431-5538 
所長／矢野 寛幸

市川北電工SC 
（船橋電工SC内に
先行出店）

住所／〒273-0003 
千葉県船橋市宮本9-9-6 
TEL／047-432-1591  FAX／047-434-1539 
所長／伊東 直生

横浜北電工SC 
（横浜北SC併設）

住所／〒224-0045 
神奈川県横浜市都筑区東方町298 
TEL／045-473-0712  FAX／045-473-1184 
所長／遠藤 穣（横浜南電工SC所長兼務）

横浜西住設SC 
（横浜西SC併設）

住所／〒227-0047 
神奈川県横浜市青葉区みたけ台37-5 
TEL／045-972-4702  FAX／045-972-4705 
所長／篠 太郎

板橋住建SC 
第二課 

（板橋住建SC 
第一課併設）

住所／〒174-0063 
東京都板橋区前野町6-44-1 
TEL／03-5915-5311  FAX／03-3967-5789 
所長／西野 聡（板橋住建SC第一課所長兼務）

4月開設

草加電工SC 
（草加SC併設）

住所／〒340-0021 
埼玉県草加市手代3-47-12 
TEL／048-920-3182  FAX／048-922-8130 
所長／松本 雅宏

埼玉北設備SC 
（熊谷SC併設）

住所／〒360-0816 
埼玉県熊谷市石原1205-2 
TEL／048-521-6314  FAX／048-526-3516 
所長／加藤 浩之（埼玉設備SC所長兼務）

小牧住設SC 
（小牧SC併設）

住所／〒485-0012 
愛知県小牧市大字小牧原新田630-1 
TEL／0568-74-0121  FAX／0568-73-2051 
所長／木村 哲也

京都設備SC 
（京都SC併設）

住所／〒601-8123 
京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町13 
TEL／075-693-8468  FAX／075-691-3752 
所長／中村 光宏（京都SC所長兼務）

大阪空調SC 
（大阪南SC併設）

住所／〒557-0061 
大阪府大阪市西成区北津守4-4-79 
TEL／06-6563-3694  FAX／06-6567-0221 
所長／小野 信（大阪設備SC所長兼務）

広島西SC 
（廿日市SC内に
先行出店）

住所／〒738-0007 
広島県廿日市市城内2-11-14 
TEL／0829-34-0270  FAX／0829-32-6515 
所長／小山 友靖（廿日市SC、広島土木SC所長兼務）

福岡中央SC
住所／〒815-0071 
福岡県福岡市南区平和2-2-33 
TEL／092-534-5360  FAX／092-525-0015 
所長／鬼木 伸一（福岡土木SC所長兼務）

京都物流センター
（京都SC併設）

住所／〒601-8123 
京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町13
TEL／075-693-8468  FAX／075-691-3752
グループリーダー／熊谷 則彦
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4月開設

福岡物流センター
（福岡東SC併設）

住所／〒811-2304 
福岡県糟屋郡粕屋町仲原2654-1
TEL／092-626-5075  FAX／092-626-5078
グループリーダー／熊谷 則彦

神戸物流センター 
（灘SC併設）

住所／〒657-0852 
兵庫県神戸市灘区大石南町3-6-8 
TEL／078-805-2451  FAX／078-805-2470 
グループリーダー／熊谷 則彦

市場開発部  
設計機能開発G 

（錦糸町オフィス内）

住所／〒130-0013 
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル3階 
TEL／03-5819-0131  FAX／03-3626-3036 
グループリーダー／渡邊 修（市場開発部 部長兼務）

●グリーン事業部

4月開設 滋賀（G）SC 
（滋賀住設SC併設）

住所／〒520-3024 
滋賀県栗東市小柿9-12-5 
TEL／077-553-8633  FAX／077-552-8237 
所長／横治 達也

●グループ会社

4月開設

平和テクノ株式会社 
広島支店 

（広島南SC併設）

住所／〒734-0026 
広島県広島市南区仁保2-19-8 
TEL／082-510-1281  FAX／082-287-1590 
支店長／大西 啓介（平和テクノ㈱ 廿日市支店 支店長兼務）

平和テクノ株式会社
福岡南支店 

（福岡住建SC併設）

住所／〒811-1345 
福岡県福岡市南区向新町2-4-7 
TEL／092-564-3051  FAX／092-565-2810 
支店長／渡部 健太郎（平和テクノ㈱ 福岡支店 支店長兼務）

台灣渡邊建材股份 
有限公司 第二課

住所／〒11070 
台北市信義區基隆路一段141號 
新寶信義大樓7樓之4 
TEL／+886-2-2768-2929  FAX／+886-2-2768-2928 
専案經理／小宮 庸平

《サービスセンター移転》
●ライフライン事業部・住建事業部

2月移転

電工市場開発 
グループ 

（錦糸町オフィス内）

住所／〒130-0013 
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル3階 
TEL／03-5819-0132  FAX／03-3626-3037 
グループリーダー／乙崎 修一

市場開発部  
広域開発G 

（錦糸町オフィス内）

住所／〒130-0013 
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル3階 
TEL／03-5819-0131  FAX／03-3626-3036 
グループリーダー／ 高橋 武志

市場開発部
海外Ｇ 

（錦糸町オフィス内）

住所／〒130-0013 
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル3階 
TEL／03-5819-0131  FAX／03-3626-3036 
グループリーダー／渡邊 修（市場開発部 部長兼務）

市場開発部 
住宅開発G 

（錦糸町オフィス内）

住所／〒130-0013 
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル3階 
TEL／03-5819-0131  FAX／03-3626-3031 
グループリーダー／ 小竹 貴之

物流企画グループ 
一部移転 

（錦糸町オフィス内）

住所／〒130-0013 
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル3階 
TEL／03-5819-0133  FAX／03-3626-3037 
グループリーダー／古谷 龍雄

3月移転

苫小牧住設SC
住所／〒053-0055 
北海道苫小牧市新明町3-1-11 
TEL／0144-53-2780  FAX／0144-57-8022 
所長／砂田 雅和

横須賀SC
住所／〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町3-16-24 
TEL／046-835-2451  FAX／046-838-3474 
所長／小野田 裕介

横須賀電工SC 
（横須賀SC併設）

住所／〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町3-16-24 
TEL／046-835-2453  FAX／046-838-3474 
所長／黒崎 孝之

横須賀住設SC 
（横須賀SC併設）

住所／〒239-0807
神奈川県横須賀市根岸町3-16-24 
TEL／046-835-2452  FAX／046-838-3475 
所長／福井 涼雨

4月移転

函館住設SC
住所／〒040-0083 
北海道函館市八幡町19-5 
TEL／0138-62-5170  FAX／0138-40-5173 
所長／笠原 法幸

函館電工SC 
（函館住設SC併設）

住所／〒040-0083 
北海道函館市八幡町19-5 
TEL／0138-62-5171  FAX／0138-40-5174 
所長／瀧口 渡

4月移転

関西支社・ 
大阪支店

住所／〒542-0076 
大阪府大阪市中央区難波 5-1-60 
なんばスカイオ26階WeWork 
TEL／06-4967-4820  FAX／06-6643-0601 
支社長／吉野 浩（大阪支店長兼務）

大阪設備SC 
（関西支社併設）

住所／〒542-0076 
大阪府大阪市中央区難波 5-1-60 
なんばスカイオ26階WeWork 
TEL／06-4967-4821  FAX／06-6643-0602 
所長／小野 信（大阪空調SC兼務）

大阪住設SC
（関西支社併設）

住所／〒542-0076 
大阪府大阪市中央区難波 5-1-60 
なんばスカイオ26階WeWork
TEL／06-4967-4822  FAX／06-6643-0603
所長／相原 嘉明

大阪住建SC
（関西支社併設）

住所／〒542-0076 
大阪府大阪市中央区難波 5-1-60 
なんばスカイオ26階WeWork
TEL／06-4967-4823  FAX／06-6643-0603
所長／尾山 真一郎

市場開発部
西日本住宅開発グループ

（関西支社併設）

住所／〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波 5-1-60 
なんばスカイオ26階WeWork
TEL／06-4967-4820  FAX／06-6643-0601
グループリーダー／朝日 慎也

加古川住設SC
住所／〒675-0122 
兵庫県加古川市別府町別府533-6 
TEL／079-430-6700  FAX／079-435-6011 
所長／坂元 寛樹

●グリーン事業部

2月移転 市場開発部 
（錦糸町オフィス内）

住所／〒130-0013 
東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル3階 
TEL／03-5819-0134  FAX／03-3626-3037 
部長／辻 規賢

●グループ会社

2月移転

株式会社
ワークサポート 

（関東支社併設）

住所／〒130-0014 
東京都墨田区亀沢1-4-7 両国オフィス3階 
TEL／03-3626-3135  FAX／03-3623-8758

株式会社
ＷＡＴＥＲ ＷＯＲＫＳ 

（関東支社併設）

住所／〒130-0014 
東京都墨田区亀沢1-4-7 両国オフィス3階 
TEL／03-3623-5761  FAX／03-3623-5785

3月移転 大阪DP 
（大阪物流併設）

住所／〒557-0061 
大阪府大阪市西成区北津守4-4-79 
TEL／06-6563-3692  FAX／06-6567-0223

《サービスセンター名称変更・統合》
●ライフライン事業部・住建事業部

4月統合

函館SC第一課 
下記グループ会社を吸収合併
旧：キザイ産業㈱本社、 
中道営業所
旧：梅津管材㈱

住所／〒040-0083 
北海道函館市八幡町19-5 
TEL／0138-62-5172  FAX／0138-40-5175 
所長／小池 良平

函館SC第二課 
下記グループ会社を吸収合併
旧：キザイ産業㈱本社、 
昭和営業所
旧：梅津管材㈱

住所／〒040-0083 
北海道函館市八幡町19-5 
TEL／0138-62-5173  FAX／0138-40-5176 
所長／鷹巣 一弘（道南地区担当部長兼務）

苫小牧電工SC 
旧：三興電材㈱を
吸収合併 

住所／〒053-0055  
北海道苫小牧市新明町3-1-11 
TEL／0144-53-2781  FAX／0144-57-8022 
所長／池田  章一

4月名称
変更

板橋住建SC第一課 
（板橋住設SC併設）

住所／〒174-0063 
東京都板橋区前野町6-44-1 
TEL／03-5915-5311  FAX／03-3967-5789 
所長／西野 聡（板橋住建SC 第二課所長兼務）

4月統合 新居浜SC 
旧：三島SC

住所／〒792-0003  
愛媛県新居浜市新田町1-6-48 
TEL／0897-31-0880  FAX／0897-31-0886 
所長／山﨑 浩二

※ 気仙沼SCは下記SCへ統合・管理店移管をいたしました。 
大崎SC、北上SC、石巻SC、盛岡SC、山形SC、仙台土木SC 
お問い合わせは、東北支店（TEL：022-235-9557）へお願いいたします。

●グリーン事業部

4月統合・
名称変更

青森（G）SC 
旧：八戸（G）SCに青森（G）
SCを統合
名称は青森（G）SCに変更

住所／〒039-2246 
青森県八戸市桔梗野工業団地2-11-6 
TEL／0178-20-3011  FAX／0178-20-1852 
所長／古川 貴久
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「ZEB」認証を取得しました。

渡辺パイプ株式会社延岡サービスセンター（宮崎県延岡市）、函館
住設サービスセンター（北海道函館市）の新社屋で、「ZEB」（※1）を
取得しました。BELS（※2）の5段階評価の「最高ランク5☆」を獲得し、
建物のエネルギー消費量100％以上の削減を達成しました。

今後も「ZEB」を採用した社屋を全国各地で積極的に展開してまいり
ます。

※1  Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の略称。年間の
一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスにすることを目指した建築物。

※2  国土交通省が定めた、非住宅建築物を対象とした省エネルギー性能などに
関する評価・表示を行う制度。

topic

6
水と住まいの事業本部を 
ライフライン事業部、住建事業部に組織
改編いたしました。

4月より、従来の「水と住まいの事業本部」を「ライフライン事業部」、
「住建事業部」に事業領域を分けて組織改編を行いました。管工機材
の取り扱いを中心とした「ライフライン事業部」と、住設機器・建材の「住
建事業部」の2つの部門で、今まで以上にきめ細やかにお客さまの求め
る商品・配送・サービスのご提供に努めてまいります。

事業領域を分けて組織改編を行いました

本件のお問い合わせは、
［営業推進統括部］まで。
TEL.03-3549-3077

topic

7
「株式会社log build」へ出資しました。

建設現場でのリモート施工管理を実現するためのサービス「Log 
System」を開発・提供している「株式会社log build （ログビルド）」に
出資しました。同社との協業を通じて、当社顧客である建設事業者各社
さまの生産性向上支援を推進してまいります。

《株式会社log build 会社概要》
会社名／株式会社log build（ログビルド）
代表者／代表取締役社長 中堀 健一
所在地／〒251-0057  神奈川県藤沢市城南4-1-9
設立日／2020年2月20日
資本金／10,000,000円
資本準備金／8,000,000円
URL／https://www.log-build.com/

「株式会社log build （ログビルド）」に出資しました

本件のお問い合わせは、
［住建事業部］まで。
TEL.03-3549-3077

渡辺パイプはZEBリーディング・オーナーに登録され
ています

本件のお問い合わせは、
［総務ユニット 総務グループ］まで。
TEL.03-3549-3071
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施設園芸総合カタログ「Rakuchin（らく
ちん）」2021年度版を発刊。

グリーン事業部では、毎年多くの営農家さまにご愛読いただいてい
る日本の農業・施設園芸総合カタログ「Rakuchin」の2021年度版を
4月19日に発刊いたしました。今回は「営農家と、ともに挑む『儲かる農
業』の未来。」をテーマに、当社から営農家の皆さまへのエールと最新
情報を詰め込んだカタログとなっております。本カタログには、渡辺パイ
プの「強いハウスシリーズ」から使用用途に合わせた設備まで様々な
商品を掲載しており、今年も営農家の皆さまにとって有用な情報満載
のカタログになっております。

 「グレートカンパニーアワード2021」 
大賞を受賞しました。

一般財団法人 船井財団が主催する、社会に著しい貢献が期待で
きる法人を表彰する制度「第12回グレートカンパニーアワード2021」
において渡辺パイプが大賞を受賞しました。この賞を励みに、これから
もお客さまに寄り添い、社会に必要とされ続ける企業であるためにさら
なる成長を遂げてまいります。

以下グレートカンパニーアワード オフィシャルページより引用

《グレートカンパニーとは》
社会的価値の高い「理念」のもと、その「企業らしさ」を感じさせる独特のビジネ
スモデルを磨き上げ、その結果、持続的成長を続ける会社のことです。そして、
社員も顧客も誇りを持つような独特のカルチャーが形成されている企業が、グ
レートカンパニーと定義されます。

《グレートカンパニーの５つの要件》
1．持続的成長企業であること
2．熱狂的ファンを持つ、ロイヤルティの高い企業であること
3．社員と、その家族が誇れる、社員満足の高い企業であること
4．自社らしさを大切にしていると思われる、個性的な企業であること
5． 地域や社会からなくてはならないと思われている、社会的貢献企業であること

《受賞理由》
「すべてはお客さまのために」をモットーに、顧客第一主義、モノではなく顧客の
お困りごとを解決する「コトを売る」事業構想を展開し、業界初の電子受発注シ
ステム、顧客台帳オペレーションなどを実現。生活インフラを支えるのみならず、
農業に関する教育、啓蒙にも力を入れる同社に『グレートカンパニー大賞』をお
贈りします。

● 一般財団法人 船井財団 
グレートカンパニーアワードオフィシャルページ
https://funaifound.or.jp/activities/

営農家さまへのエールと最新情報を詰め込みました

本件のお問い合わせは、
［グリーン事業部 商品開発部］まで。
TEL.03-3549-3079

渡辺パイプが大賞を受賞しました

本件のお問い合わせは、
［経営企画室 広報・社長室グループ］まで。
TEL.03-3549-3076
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自社農場のノウハウをタイムリーにお届け 
「渡辺パイプの営農通信」配信スタート！

当社の実践農場である2つのげんき農場（八街・羽生）の、栽培情報
やハウス内環境を整える取り組みを配信する「渡辺パイプの営農通
信」の配信を開始いたします。この「渡辺パイプの営農通信」は、当社
が農家さま同士のつながりの場として運営する「アグリカルチャークラ
ブ」のサイト内コンテンツ「極めるコラム」にて毎月配信を行い、季節ご
とのお役立ち情報をご紹介してまいります。

渡辺パイプは2004年に、実践農場として2,600坪の大型鉄骨ハウス
の農場を千葉県八街市に建設し、トマトの栽培を開始しました。2020
年には新たに埼玉県羽生市にイチゴの実践農場を建設。今ではスタ
ンダードになりつつある「収量を増やすための光合成の方法」を日々
データとして蓄積・分析し、よりよい商品・サービスの開発につなげてき
ました。

日本の施設園芸面積のうち、トマトとイチゴは非常に大きな割合を占
めています。そのため、「げんき農場」のトマトとイチゴの栽培情報を発
信していくことで、営農家の皆さまにとって有益な情報をお届けするこ
とができると考え、この度「渡辺パイプの営農通信」の配信を開始いた
しました。今後も、営農家の皆さまの収益の改善や作業の効率化につ
ながる具体的な情報をお伝えしてまいります。

「渡辺パイプの営農通信」の配信を開始いたしました

本件のお問い合わせは、
［グリーン事業部 営業企画部］まで。
TEL.03-3549-3079

「渡辺パイプの営農通信」
お申し込みフォームはこちら

topic

11
株式会社鶴岡屋が 
セディアグループに仲間入りしました。

この度、新潟県に本社を置く株式会社鶴岡屋の全株式を譲り受け、
3月23日付けでセディアグループに仲間入りいたしました。株式会社鶴
岡屋は、新潟県を中心に、建材資材の販売や床工事の請負を行って
おります。

これからもセディアシステムと共に、確かな商品と付加価値の高い
サービスをご提案してまいります。今後ともご愛顧賜りますようお願い申
し上げます。

《会社概要》
商　号／株式会社鶴岡屋
代表者／代表取締役社長 佐々木 雅裕
所在地／〒959-3132  新潟県村上市坂町3589
設立日／1969年1月20日
資本金／1,600万円
資本準備金／ 14億5,172万7千円（2020年2月期）

確かな商品と付加価値の高いサービスをご提案して
まいります

本件のお問い合わせは、
［経営企画室 広報・社長室グループ］まで。
TEL.03-3549-3076
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渡辺パイプ公式
「SEDIAチャンネル」
はこちら

topic
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採用活動を目的とした広告出稿を 
開始しました。

2月より、新 卒 採用活 動に向けた企 業 認 知 度アップを目的とし、
YouTube広告・交通広告の出稿を開始しました。若者の圧倒的な利
用率を誇る動画共有サイト「YouTube」や、大学の集まるエリア・路線
に交通広告を出すことで、学生層へのアプローチを図ってまいります。
広告内容は、まずは当社の社名を認知してもらい、「生活インフラを支
えるパイプ役である」ということを訴求する内容となっております。ぜひ
ご注目ください。

《YouTube広告》
媒体／YouTube TrueViewインストリーム広告
期間／2021年2月1日～7月31日
対象／ 全国18～24歳のYouTube視聴者 

（対象者の視聴時のみ表示されます）
※ 渡辺パイプ公式YouTubeチャンネル「SEDIAチャンネル」内でCM動画を

ご覧いただけます。

《交通広告》
① 都営新宿線 神保町駅 駅構内看板 
（期間：2021年1月29日～2022年1月31日）

② 都営新宿線 市ヶ谷駅 駅構内看板 
（期間：2021年1月29日～2022年1月31日）

③ 都営新宿線 車両内 まど上ポスター 
（期間：2021年2月1日～2021年4月30日）

学生層へのアプローチを図ってまいります

本件のお問い合わせは、
［経営企画室 広報・社長室グループ］まで。
TEL.03-3549-3076

オルカ鴨川FCを応援しています。
セディアグループは、千葉県鴨川市に拠点を置く女子サッカークラブ

チーム、オルカ鴨川FCを応援しています。2021シーズンも引き続き、トッ
プチームのユニフォームには肩の位置に、U-15チームのユニフォーム
には胸の位置に「SEDIA」ロゴを掲示して応援しています。

2021年秋の女子プロサッカー「WEリーグ」発足に伴い今年度より
体制が変更となり、なでしこリーグ1部でプレーすることとなりました。リー
グ開幕は3月27日。なでしこリーグ1部優勝、WEリーグに参入できる
チームを目指して、選手や地域が一丸となり挑戦しているオルカ鴨川
FCの活躍にご注目ください。

topic

13

オルカ鴨川FCの活躍にご注目ください

本件のお問い合わせは、
［経営企画室 広報・社長室グループ］まで。
TEL.03-3549-3076
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「小諸高原ゴルフクラブ」が、 
今シーズンの営業を開始しました。
「小諸高原ゴルフクラブ」が、3月20日より今シーズンの営業を開始し

ました。
当ゴルフクラブは長野県小諸市の標高1,000ｍに位置しており、「ギャ

ラリーは大自然」をキャッチコピーとしています。富士山・北アルプス・
八ヶ岳といった山々が一望できる素晴らしい大自然の中、開放的なプ
レーをお楽しみいただけます。

地元食材を使ったこだわりのレストランメニューもおすすめです。
小諸高原ゴルフクラブで、快適なプレーとこだわりのお食事をお楽しみ

ください。

●小諸高原ゴルフクラブ
〒384-0045 長野県小諸市滝原1101
TEL／0267-23-9583
ホームページ／https://www.komoro-kogen.com/
Facebook／https://www.facebook.com/komorokogen

「小諸高原ゴルフクラブ」が今シーズンの営業を開始

本件のお問い合わせは、
［株式会社アサマリゾート］まで。
TEL.0267-22-9853

topic
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株式会社アサマリゾートの 
公式ホームページを開設しました。

当社のグループ会社「株式会社アサマリゾート」は、長野県小諸市の
代表的な観光地「高峰高原」を軸としたリゾート施設の運営をしており
ます。各施設の魅力を集約し、より多くの方にアサマリゾートを知って
いただくことを目的にホームページを作成しました。

高峰マウンテンホテル、高峰高原ホテル、アクアホテル佐久平、アサマ
2000パーク、小諸高原ゴルフクラブ、高峰高原ビジターセンター、NPO
法人浅間山麓国際自然学校の7つの施設をダイナミックな写真と共に
ご紹介しております。ぜひご覧ください。

●株式会社アサマリゾート ※4月1日より住所と電話番号が下記に変更となりました。

〒384-0061 長野県小諸市加増3丁目8-43 2階
TEL／0267-22-9853　FAX／0267-22-9960
ホームページ／https://asama-resort.co.jp/

ホームページをぜひご覧ください

本件のお問い合わせは、
［株式会社アサマリゾート］まで。
TEL.0267-22-9853

ホームページはこちらから
ご覧ください


