
お客さまへもっと近く。もっと深く。

01

セディアトピックス    July, 2021 vol.58
発行／経営企画室／セディアトピックス編集室
〒104-0045 東京都中央区築地5丁目6番10号　浜離宮パークサイドプレイス6階　TEL.03-3549-3076

ハス ハス科ハス属

topic

1
今年も、8月1日「水の日」に 
WATER WORKSを発刊します。

水に関わる企業として、水の大切さを伝えるために制作している冊子
「WATER WORKS」は、毎年8月1日「水の日」にCI委員会が発刊し
ています。1996年に創刊し、26号目となる今号のテーマは「下水道
の進化」。下水道の歴史や基本的な機能から下水汚泥のリサイクル、
グリーンインフラ、未来へのビジョンまでさまざまな切り口で特集してお
ります。

バックナンバーもご覧いただける「WATER WORKS特設サイト」も
開設しておりますので、ぜひご覧ください。

●WATER WORKS
WEBサイト／http ://www.waterworks.jp/
ご意見、ご感想は下記メールアドレスにて受け付けています。
お気軽にご連絡ください。

●CI委員会「WATER WORKS」編集室
メールアドレス／ciinfo@sedia-system.co.jp

topic

2
農業用ハウス見積もり 

「らくちん」をリリースしました。
グリーン事業部がWEBで簡単に農業用ハウスの見積もりができる

「らくちん」を2021年7月14日にリリースいたしました。
さまざまな農業用ハウスを取り揃えており、この農業用ハウス見積もり

「らくちん」では、お客さまのご要望を簡単にご入力いただくだけで、無
料で複数のハウスモデルからお客さまに合った最適なハウスをご提案
することができます。最新の3Dシステムにて画面上でハウスを設計する
ことができ、その場ですぐに参考価格の確認が可能です。また、付帯設
備（オプション）の見積もりも可能で、作物を指定すると、環境制御盤な
ど最適な設備をわかりやすくご提案。基本情報の入力・ハウス詳細設
定・詳細見積依頼の簡単3ステップでおすすめのハウスをご検討いた
だけます。

WEBで簡単に農業用ハウスの見積もりが可能！

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

今号のテーマは「下水道の進化」です

本件のお問い合わせは、
［CI委員会］まで。
TEL.03-3549-3076
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3
事務総会を開催しました。

6月9日（水）、事務職の社員が集まる「事務総会」をオンラインで開催
しました。この事務総会は、昨年社員から「セディアグループの未来につ
ながるアイデア」を募った社内企画から生まれ、実現したものです。全国
から14名の社員が参加し、業務効率化のコツやミス・トラブル事例とそ
の解決策の共有、未来に向けてバックオフィスでできることなど、さまざま
なテーマについて話し合いました。

コロナ禍においても横のつながりを持ってもらう機会の創出となり、学
びの多い会となりました。参加した社員は、今回の事務総会を通じてお
互いの業務への理解を深め、お客さまへよりよいサービスをお届けする
ための意識合わせができたようです。このような企画を今後も積極的に
実施してまいります。

topic

4
営業所を開設・移転・名称変更しました。

サービスセンターを下記の通り開設・移転・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。

5月に移転した広島（G）サービスセンター新社屋

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

「事務総会」をオンラインで開催しました

本件のお問い合わせは、
［CI委員会］まで。
TEL.03-3549-3076

《サービスセンター移転》
●ライフライン事業部・住建事業部

6月移転 江戸川住設SC
（東京東住建SC併設）

住所／〒130-0014
東京都墨田区亀沢1-4-7 
TEL／03-6758-1795  FAX／03-5608-9321 
所長／ 鈴木 貴行

6月移転 中四国支店
住所／〒733-0833
広島県広島市西区商工センター1-3-30 
TEL／082-270-5181  FAX／082-279-5170 
支店長／後藤 徹也

6月移転 広島西SC
（中四国支店併設）

住所／〒733-0833
広島県広島市西区商工センター1-3-30 
TEL／082-270-5182  FAX／082-279-5170 
所長／小山 友靖

6月移転 広島設備SC
（中四国支店併設）

住所／〒733-0833
広島県広島市西区商工センター1-3-30 
TEL／082-270-5183  FAX／082-279-5177 
所長／白水 隆雄

7月移転 八千代SC
住所／〒276-0046
千葉県八千代市大和田新田341-6 
TEL／047-487-5572  FAX／047-487-5571 
所長／向後 貴生

●グリーン事業部

5月移転 函館（G）SC
住所／〒041-0824
北海道函館市西桔梗町818-11 
TEL／0138-48-8111  FAX／0138-48-8115 
所長／小沢 賢祐 

5月移転 広島（G）SC
住所／〒725-0003
広島県竹原市新庄町155-8 
TEL／0846-23-1060  FAX／0846-29-2686 
所長／津田 賢司 

《開設･名称変更》
●グリーン事業部グループ会社

7月開設 （株）げんき農場

本社
住所／〒348-0013
埼玉県羽生市日野手新田字惣達24 
TEL／048-566-1051  FAX／048-565-5835 
代表取締役／ 渡邉 有祐

7月開設 （株）げんき農場　
羽生農場

住所／〒348-0013
埼玉県羽生市日野手新田字惣達24 
TEL／048-566-1051  FAX／048-565-5835 
農場長／服巻 拓

7月名称
変更

（株）げんき農場
八街農場
旧：渡辺パイプ
げんき農場

住所／〒289-1103
千葉県八街市八街に259-2 
TEL／043-440-7010  FAX／043-443-8862 
農場長／植竹 佑介
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5
セディアエキスポ、ルームエアコンカタログ、
設備・資材カタログを発刊しました。

営業推進統括部から刊行物発刊のお知らせです。各冊子WEBカタ
ログもご用意しておりますのでQRコードから、ぜひご覧ください。

《セディアエキスポ》
約100社のメーカーさまが独自のイチオシ商品、新商品を掲載した冊子「セディア
エキスポ2021」を発刊いたしました。今回は「DXで建設業界大変革」をテーマに
withコロナ時代の新常識を特集しています。

●WEBカタログ 
https : //ebook.sedia-system.com/sedia-system/sediaexpo2021/

《2021ルームエアコンカタログ》
オリジナル「2021ルームエアコンカタログ」を発刊いたしました。この冊子は、５つの
メーカーの2021年度最新モデルを畳数別にご覧いただけます。
また、寒冷地用モデルや換気扇、エアコン設置に必要な配管部材も合わせて掲
載しております。カタログは、全国の渡辺パイプサービスセンターにて配布中です。
お客さまに営業ツールとしてお役立ていただける便利な1冊です。

●WEBカタログ 
https : //ebook.sedia-system.com/sedia-system/roomaircom2021/

《設備・資材カタログ2021》
設備・資材カタログ2021 WEBカタログを発刊いたしました。
この「設備・資材カタログ」は、渡辺パイプが取り扱っている設備・水道工事商材
の定価を掲載したカタログです。

●WEBカタログ 
https ://ebook.sedia-system.com/sedia-system/setubicatalog2021/

各種最新の情報をぜひご覧ください

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

topic

6
SEDIA NETWORK CARDの 
アプリ化のお知らせ

当社とお取引のあるお客さまを対象とした会員サービス「SEDIA 
NETWORK CARD」のアプリを導入しました。アプリ内の会員証画面
をご掲示いただくだけで、全国どこのサービスセンターでもいつものお取
り決め価格でお引き取りいただけます。

《SEDIA NETWORK CARDとは》

● 全国どこでも、いつもの価格でお引き取りいただけます。 
全国の渡辺パイプのサービスセンターですぐにお客さまの本人確認
ができ、スピーディーにお引き取りいただけます。

● 現在位置からお近くの営業所を検索できます。 
現在地・県別から検索の2パターンで検索していただけます。

● 50スタンプでクオペイ（500円）をプレゼント 
ご来店ごとに2スタンプを付与（1日1回限定）いたします。50スタンプ
貯まりますと、500円のクオペイをお客さまのスマホにお送りします。

本アプリはダウンロードだけではご利用いただけません。当社顧客限定のサービスです。

SEDIA NETWORK CARDがアプリになりました

本件のお問い合わせは、
［営業推進統括部］まで。
TEL.03-3549-3077
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7
株式会社げんき農場を設立いたしました。 
お中元のトマトもお送りしています。

千葉県八街市にあるセディアグループ直営の「げんき農場」が2021
年7月1日より分社化し、農業法人株式会社げんき農場として営業を開
始いたしました。株式会社げんき農場はグリーンハウス・温室に関する
製品を開発する試験農場であると同時に千葉県八街市でトマト栽培、
埼玉県羽生市でイチゴ栽培を行い、市場に出荷しています。

従業員一同、気持ちを新たに取り組んでまいりますので、今後とも倍
旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

また、今年も千葉県八街市のミニトマトを日頃の感謝を込めてお中元
の品としてお届けいたしました。最近は産地直送ECサイト「食ベチョク」
にも出店しており、通販でもお楽しみいただけます。お見かけの際はぜ
ひご賞味ください。

げんき農場で育ったトマトが今年もおいしく実りました

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

「住化積水フィルム株式会社」 
株式取得に関するお知らせ

当社はポリオレフィンフィルムおよび関連製品の開発・製造・販売をし
ている「住化積水フィルム株式会社」の株式の20%を取得いたしました。

住化積水フィルム株式会社は、総合化学メーカーである住友化学と
樹脂加工メーカーの積水化学工業により設立されたポリオレフィンフィル
ムメーカーです。住友化学が強みを持つ材料技術と積水化学が強みを
持つマーケティング力を、製品開発力と製造技術へと昇華し、幅広い分
野に高付加価値製品を提供し、社会の発展に貢献している企業です。

《資本参画の目的》
農業用フィルムの生産・加工・販売面において、住化積水フィルム株式会社との間
でシナジー効果を発揮することで、より競争力のある製品とサービスの提供で農
業経営体の生産性向上と事業拡大に寄与してまいります。

《住化積水フィルム株式会社 会社概要》
会社名／住化積水フィルム株式会社
代表者／代表取締役 社長執行役員 杉浦 一則
所在地／〒110-0006 東京都台東区秋葉原5番9号 明治安田生命秋葉原ビル5F
事業開始／2018年4月1日 
資本金／55億円（資本準備金27.5億円含む）
URL／https : //www.ss-film.co.jp/

住化積水フィルム株式会社の株式の20％を取得
しました

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

topic
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千葉県における農福連携推進による 
地域活性化に向けて4社協定を締結

2021年5月13日（木）、株式会社京葉銀行（頭取 熊谷 俊行）、株式会
社マイファーム（代表取締役 西辻 一真）、および一般社団法人日本基
金（代表理事 國松 繁樹）と、「千葉県における農福連携推進による地
域活性化に関する連携協定」を締結いたしました。

《背景および目的》
農林水産省が推進する「農福連携」の取り組みへの関心が高まっています。障
がい者等が農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画
を実現する「福祉面の利益」だけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野
での新たな働き手を確保できる「農業面の利益」や持続可能な未来へとつなが
 り、各地で広がりを見せています。
千葉県は首都圏に位置しながら温暖な気候であり、生産と販売の両面から恵ま
れた環境にある全国有数の農業県です。この特長の下、農福連携を普及啓発
する他、連携4社の強みを相互に生かし、農業者・県内事業者が農福連携を円
滑に開始できるよう支援しながら地域活性化につなげてまいります。

《連携事項》
① 参入希望者が円滑に農福連携に取り組めるよう、4社間で支援スキームを構築
② マッチング・農業参入・効率的な農業生産および販路支援等の専門的スキル

を持った支援
③ 相互に定期的な情報および意見交換等を行い、農福連携における地域ネット

ワークを強化

持続可能な未来に向けた農福連携にご期待ください

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

topic
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10
作物の生育状況を写真でモニタリング 

「ウルトラエースC」新発売！
ハウス内環境制御装置「ウルトラエースシリーズ」の新機種として、ハ

ウス内環境を写真でモニタリングすることができる「ウルトラエースC」を
発売いたしました。
「ウルトラエースC」は毎日あらかじめ設定した時刻に自動で撮影を行

う定期撮影、ウルトラネット（ハウス内の環境が閲覧・管理できる当社のク
ラウドサービス）を操作してリアルタイムで撮影を行う手動撮影、スマート
フォンなど別のカメラで撮影した写真をアップロード、という3つの方法で
ウルトラネットにハウス内の写真を保存できます。

また、写真がウルトラネットに保存されると同時にハウス内環境データ
も自動保存され、写真にコメントを残すことができます。そのため、ウルト
ラネットの画面で作物の様子と環境データを一緒にモニタリングでき、従
来のモニタリング機器よりもハウス内の様子を精細管理することが可能
です。さらにカメラはさまざまな取り付け方法が可能なため、設置場所を
選びません。

《ウルトラエースCの特長》
① 毎日あらかじめ設定した時刻に自動で撮影を行う「定期撮影」と、リアルタイム

で撮影を行う「手動撮影」が可能
②スマートフォンなど別のカメラで撮影した写真をアップロードできる機能も搭載
③ 撮影時にハウス内の環境データも自動保存され、ハウス内の様子をより細かく

管理できる

作物の生育状況がわかるWEBカメラが登場！

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
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新入社員研修を行いました。
今年度4月1日に入社した新入社員、160名を対象に新入社員研修を

オンライン形式で実施いたしました。研修は6月中に4グループに分け、1
グループにつき3日間の日程で行われました。1、2日目に外部講師による
ビジネスマナー・仕事の基本PDCA・報連相などを中心に学習し、3日目
に本社管理職による安全運転講習、会社概要の説明など社会人1年目
に必要な知識や行動・考え方について理解を深めることができる内容に
て実施いたしました。未来のセディアグループを担う一員として、日々成
長していく新入社員をどうぞよろしくお願いいたします。

topic

11

WEBで新入社員研修を実施しました

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

topic

12

topic

13

2021日本BtoB広告賞、 
銀賞を受賞しました。

当社のCSRアクティブレポート「SEDIA SMILE BOOK Vol.15」が
第42回「2021日本BtoB広告賞」において銀賞を受賞いたしました。こ
れからも生活インフラをつなぐ企業として、人々の暮らしに関わる情報を
あらゆるかたちでお届けしてまいります。

冊子の編集にあたり、ご協力いただいた皆さまには、厚く御礼申し上
げます。

WEBサイトにて冊子をご覧いただけます。
● SEDIA SMILE BOOK 

https : //www.sedia-system.co.jp/company/publish/smile/

【渡辺パイプ陸上部 活動レポート】 
2021年のシーズン真っ只中！

2018年に創設された渡辺パイプ陸上部は、4年目となる2021年の
シーズンの真っ只中です。中山 昂平選手（三段跳）が第105回日本選
手権で5位入賞・Denka Athletics Challenge Cup 2021で準優勝、
北川 翔選手（短距離）が木南記念陸上で8位入賞するなど輝かしい
成績を収めています。

また、今シーズンからユニフォームをリニューアルしております。セディ
アグループらしい水の流れをモチーフとした青色グラデーションで爽や
かなユニフォームです。大会は無観客開催が多いですがYouTubeの
LIVE配信でも注目していただけるようなデザインとなっております。

引き続き選手たちの活躍にご期待ください。

SEDIA SMILE BOOK Vol.15が銀賞を受賞！

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

選手たちのさらなる活躍にご期待ください

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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「2020年度 セディアアカデミー賞」が 
決定しました。

セディアアカデミー賞は、セディアグループの全社員を対象に、会社の
掲げた目標達成に貢献した個人並びに営業所に与えられる、権威のあ
る賞です。2020年度もテーマは「TEAM SEDIA」。チームで取り組む
社員を中心に、その活躍を讃え、表彰しました。 今年もセディアアカデミー賞の受賞者が決定

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

《社長賞》
●水と住まいの事業本部
 関東支社 東京支店 杉並SC 廣瀬 惇一
 関東支社 東関東支店 勝田SC 杉野 和久 
  中四国支店 広島北SC 杉之原 健夫

《エリアNo.1監督・チーム賞》
●水と住まいの事業本部
  北海道支店 函館住設SC
  東北支店 山形住設SC
 関東支社 北関東支店 埼玉北土木SC
 関東支社 東京支店 足立住設SC
 関東支社 東関東支店 佐倉住設SC
 関東支社 神奈川支店 横須賀住設SC
  中部支店 小牧SC
 関西支社 大阪支店 大阪住建SC
 関西支社 兵庫支店 尼崎SC
  中四国支店 三原SC
  九州支店 熊本SC

●グリーン事業部
  東北統括部 宮城SC

《エリア最優秀主演賞》
●水と住まいの事業本部
  北海道支店 千歳SC 別所 奈央土
  東北支店 秋田SC 小玉 秀信
 関東支社 北関東支店 川口住設SC 柳 文春
 関東支社 東京支店 東京東土木SC 飯田 亮平
 関東支社 東関東支店 下妻SC 古谷 弘樹
 関東支社 神奈川支店 厚木SC 佐藤 圭祐
  中部支店 名古屋北SC 小牧 誠史
 関西支社 大阪支店 東大阪SC 桂 良輔
 関西支社 兵庫支店 加古川SC 日向 昴
  中四国支店 岡山中央SC 加島谷 進
  九州支店 福岡東住設SC 松尾 崇右

●グリーン事業部
  東北統括部 岩手SC 小松 和暉
  九州統括部 佐賀SC 窪田 章孝

《新人賞》
●水と住まいの事業本部
  北海道支店 札幌西SC 土谷 流星
  東北支店 仙台泉SC 小野寺 翔
 関東支社 北関東支店 北本SC 針谷 晃司
 関東支社 東京支店 足立SC 中村 直樹
 関東支社 東関東支店 東金SC 越川 憲
 関東支社 神奈川支店 川崎南住設SC 田村 拓也
  中部支店 長岡SC 星 聡也
 関西支社 大阪支店 枚方SC 早川 浩人
 関西支社 兵庫支店 加古川住設SC 前田 祐哉
  中四国支店 倉敷SC 藤井 貴大
  九州支店 小倉SC 松元 大晟

●グリーン事業部
  関東統括部 栃木SC 松崎 寛暉
  中部・関西統括部 静岡SC 竹山 大貴

※部署名・役職名は2020年度時点のものです。
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かべ新聞コンテストの募集を 
開始しました。

公益財団法人セディア財団が「第7回 セディア財団 全国小学生『わ
たしたちのくらしと水』かべ新聞コンテスト2021」の募集を開始しました。

このコンテストは次代を担う子どもたちに、新聞づくりを通して暮らし
に欠かすことのできない「水」の大切さや、地球環境への理解を深めて
もらおうという目的から生まれ、今年で7回目になります。能動的な学習
の一つである新聞づくりは、情報の収集や整理、読み手に伝わりやす
い効果的な表現方法を養うことができます。1名から応募できますので、
小学生のお子さまがいらっしゃる方は、ぜひチャレンジされてみてはい
かがでしょうか。

●応募締切／2021年11月10日（水）
●公益財団法人セディア財団（応募要項はこちら）

WEBサイト／https : //www.sedia-found.org

小学生の皆さんのご応募をお待ちしています！

本件のお問い合わせは、
［公益財団法人 セディア財団］まで。
TEL.03-3549-3090
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【高峰高原ビジターセンター】 
今シーズンの営業をスタート

当社の関連施設である「高峰高原ビジターセンター」が4月29日（木・
祝）に今季の営業を開始いたしました。

小諸市高峰高原を拠点とする高峰高原ビジターセンターは、標高
2,000mの上信越高原国立公園の中に位置し、手つかずの自然がそ
のまま残る美しい自然の景観が広がっています。センターではスタッフ
が毎日自然体験プログラムを開催しています。また、テイクアウト向けの
メニューが充実したカフェスペースもあり、ショップではお土産品や山
道具がそろっておりますので、ぜひお立ち寄りください。

●NPO法人 浅間山麓国際自然学校
〒384-0041 長野県小諸市高峰高原高峰高原ビジターセンター内
TEL.0267-23-3124
WEBサイト／https : //npo-asama.jp/

「高峰高原ビジターセンター」が営業を開始

本件のお問い合わせは、
［経営企画室 関連事業グループ］まで。
TEL.03-3549-3076


