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セディアグループの
新しい1年がスタートしました。
渡辺パイプ本社エントランスに、長年お世話になっている浅草のとび
職人にお願いした御正月飾りが設置されました。新年の幸せを願い、多
くの縁起物で今年も立派な御正月飾りとなりました。
営業初日の1月6日には、渡辺社長より年頭訓示があり、今年4月から
はじまる
「VISION2022」3ヵ年計画の最終年度に際し、
それぞれに与
えられた課題に着実に取り組むことや、新型コロナウイルス終息後を見
据え、情報系への投資、新規開拓、拠点の拡大に積極的に取り組むこ
とが挙げられました。
また、人材の確保および育成と、
コンプライアンス
徹底の重要性が確認されました。
これからも生活インフラをつなぎ、社会に貢献していることを誇りに
「元気で快適な生環境」を積極的に提案してまいります。本年も何卒よ
ろしくお願い申し上げます。
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エントランスには立派な御正月飾りが設置されました

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

SMILE WATERのパッケージを
リニューアルしました。
2021年12月にオリジナルミネラルウォーター「SMILE WATER」の
パッケージをリニューアルしました。旧デザインと同様に、
白地を基調とし、
シンプルかつ洗練されたデザインパターンで爽やかな水のきらめきを表
現しました。
また、SMILE WATERは賞味期限を5年と設定しており長期保存水
としても使用できるため、今回のリニューアルよりラベルと梱包用の箱に
「長期保存水5年」
という記載をしております。

新しくなったパッケージデザインをぜひご覧ください

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

SMILE WATERの水は、奥秩父山系に隣接する甲州市塩山で採
取した硬度52mg/l（軟水）の飲みやすい天然水です。
「おいしい水で、
より元気な笑顔を」
という想いから生産を開始して以来ご好評をいただ
いております。
これからも笑顔を広げる取り組みのひとつとして、皆さまに
ご提供してまいります。
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セディア財団が
「Mizu Mirai vol.7」
を発刊しました。
公益財団法人セディア財団は事業活動の報告として「Mizu Mirai
（ミズミライ）」を発 刊しています。毎 号 未 来の地 球 環 境や自然 保 護
について考えるきっかけとなるよう、世界の水事情をレポート。第7号は
「水のチカラ」をテーマに、水のチカラを未来につなげるための水素エ
ネルギーの活用や、治水について美しいグラフィックとともにご紹介して
います。
また、
セディア財団が主催している農業高校生対象「高校生が描く
『明日の農業コンテスト』」や、小学生対象「全国小学生『わたしたちの

水素エネルギー活用や、治水についてレポートしています

くらしと水』かべ新聞コンテスト」の活動についても掲載しております。
「水のチカラ」の特集ページをセディア財団WEBサイトにて公開して
おりますので、ぜひご覧ください。

本件へのお問い合わせは、
［公益財団法人セディア財団］
まで。
TEL.03 - 3549 - 3090

●公益財団法人セディア財団 WEBサイト
https : //www.sedia-found.org/
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セディア財団WEBサイトは
こちらからご覧いただけます

年の瀬のご挨拶に
「淡路の海の幸」
をお届けいたしました。
渡辺パイプの創業者 渡辺次祐のふるさと、淡路島。今回もセディアグ
ループのルーツである淡路島の海産物を詰め合わせたお歳暮を、
お世
話になった皆さまへお届けしました。
四方を海に囲まれた淡路島は、古く万葉の時代より
「御食国（みけつ
くに）」
と呼ばれ、都に食材を奉納する、食材の宝庫でもありました。
「御食国（みけつくに）淡路島」の魅力を知っていただきたいという想
いから、淡路島の海の幸を島内各地より厳選し、
オリジナルパッケージ

淡路島の海産物を詰め合わせたお歳暮です

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

に詰め合わせてお歳暮の品としています。毎年ご好評をいただいている
「セディアオリジナルちりめん山椒」
もお届けしました。淡路島産の素材
をふんだんに使用し、独自の製法で仕上げた味わい深い逸品をお届け
し、一年の感謝をお伝えしました。
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営業所を移転しました。
サービスセンターを下記の通り移転いたしました。
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。
《サービスセンター移転》
●住建事業部
1月移転

02

東京特需住設SC

住所／〒160 - 0023
東京都新宿区西新宿1 - 22 - 2 新宿サンエービル1階
TEL／03 - 5325 - 5310 FAX／03 - 5325 - 0260
所長／吉田 仁巳

1月に移転した東京特需住設サービスセンター

本件へのお問い合わせは、
［総務ユニット 総務グループ］
まで。
TEL.03-3549-3071
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ユニフォームをリニューアルしました。
全国のサービスセンターに勤務する社員が着用するユニフォーム
（ジャンパー・フリース・ポロシャツ）
をリニューアルしました。
デサントジャパン
（株）
さまのご協力の下、動きやすく機能的でスタイリッシュなユニフォー
ムを目指しました。
ジャンパー・フリースはネイビーを基調とし、屋外での作業時も動きや
すいストレッチ素材を採用。
ポロシャツはネイビー、
ホワイト、
グレーの三色
展開とし、
ストレッチ性に加え、吸汗速乾性や色褪せしにくい、毛玉にな
りにくいといったタフネス性能の素材を採用しました。
胸元には当社のブランドである
「SEDIA」をプリントし、
グループの一
体感を強調しています。
セディアグループは新たなユニフォームとともに、
これまで以上にTEAM SEDIAとして一致団結し邁進してまいります。
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機能的でスタイリッシュな新ユニフォーム

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

住建事業部オンライン動画セミナーを
実施しています。
住建事業部ではコロナ禍においてもお客さまへ最新の情報をタイム
リーにお届けするため、商品紹介セミナーをLIVE配信しております。
11月26日に実施したオンラインセミナーでは、各メーカーさまにご協力
いただき、高演色LEDなどの照明商品についてご紹介いたしました。長
期間にわたるおうち時間での多様な生活スタイルを快適にする照明器
具の設計と売れ筋についてお客さまへお伝えし、大変ご好評をいただき
ました。今後も積極的にWEBを活用し、お客さまへ最新の情報をお届
けいたします。

最新の情報をタイムリーにお届けしています

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

●渡辺パイプ住設・建材のウェブマガジン
https : //www.magazine.sedia-juken.jp/
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げんき農場でスマート農業を体験できる
農場見学を随時受け付けております。
セディアグループの直営農場「げんき農場」はグリーン事業部のグリー
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、実践
農場として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、市場や一般のお客さまへ出荷しています。
げんき農場では最新のグリーンハウスやハウスの環境制御盤ウルトラ
エースシリーズなどを実際に見て体験していただける農場見学を随時
受け付けております。新規就農を検討されている方はもちろん、
ベテラン
農家さまにもご満足いただける最新農業用設備のご紹介や当農場ス
タッフとの農場経営に関する意見交換も行っております。
皆さまのご来場を農場スタッフ一同お待ちしております。

最新のスマート農業を体験いただけます

本件へのお問い合わせは、
［グリーン事業部 営業企画部］
まで。
TEL.03 - 3549 - 3079
農業見学の
お問い合わせはこちらから

●げんき農場 WEBサイト
https : //www.sedia-green.co.jp/farm/
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アグリカルチャークラブ主催
モデル農場見学会in北海道をWEBで
開催しました。
グリーン事業部では営農家の方を対象とした会員制サービス「アグリ
カルチャークラブ」を運営しています。
アグリカルチャークラブの人気企
画、全国各地の篤農家を訪ねるモデル農場見学会の本年度第3回とし
て、北海道「株式会社ノラワークスジャパン」
さまの農場見学会をオンラ
イン形式で開催いたしました。
「株式会社ノラワークスジャパン」さまは、北海道ならではの自然エネ
ルギー（雪氷冷熱、温泉水、
バイオディーゼル燃料、太陽光）
の活用によ
り、季節を真逆にした、世界でも珍しい栽培方法を実践。夏冬を逆転さ

栽培ノウハウから農業経営まで盛りだくさんの内
容となりました

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

せたことで、高糖度で無農薬の「真冬のマンゴー」の収穫を実現しまし
た。その栽培方法や、高付加価値を生み出すブランディングについても
ご紹介いたしました。
WEBでお気軽にご覧いただけるモデル農場見学会は、毎回お客さ
まに大変ご好評をいただいております。今後もアグリカルチャークラブの
企画にご注目ください。
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中村機械工具株式会社が
セディアグループに仲間入りしました。
このたび、三重県に本社を置く中村機械工具株式会社が10月14日
付けでセディアグループに仲間入りいたしました。
中村機械工具株式会社は、機械工具・配管機材・機械などの販売を
行っております。
これからもセディアシステムとともに、確かな商品をご提
案してまいります。
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。中村機
械工具株式会社の会社概要は下記の通りです。
《会社概要》
商 号／中村機械工具株式会社
所在地／〒510-0064 三重県四日市市新正3-7-38
代表者／代表取締役 髙田 正昭
設 立／昭和52年6月17日
資本金／2,000万円
売上高／5.8億円
（令和3年6月期）

04

機械工具・配管機材・機械等の販売を専門に
行っております

本件へのお問い合わせは、
［経営企画室 広報・社長室グループ］
まで。
TEL.03 - 3549 - 3076
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新入社員フォロー研修を行いました。
11月初旬から中旬にかけて、2021年4月1日に入社した新入社員151
名を対象に、新入社員フォロー研修をWEBで実施しました。研修の目
的は主に下記の3つです。
1. ビジネスマナーとより良い対人関係の築き方を身に付ける
2. 与えられた条件で成果を出す仕事の進め方を再確認する
3. 今後の課題と指針を明確にする

研修での学びを活かし、よりきめ細かなサービス
の提供を目指します

本件へのお問い合わせは、

新入社員を4つのグループに分け、各グループ2日間にわたり研修を

［人事ユニット 人材開発室］
まで。
実施。1日目は、
より良い関係構築のためのコミュニケーションの取り方や、 TEL.03 - 3549 - 3072

業務の重要度・優先度付け、時間管理などの講習。2日目はコミュニケー
ションワークを通して同期同士の交流を深めたり、
自己啓発課題の設定
を中心に行いました。各々、社会人2年目に向けての必要な知識や行動、
考え方について理解を深めることができ、充実した研修となりました。成
長し続ける新入社員たちをどうぞよろしくお願いいたします。
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内定者向けにWEBでサービスセンター
見学会を実施しています。
2022年度入社予定者(内定者)向けに、働くイメージの醸成や不安の
解消を目的としたサービスセンター見学会を実施しています。
見学会では、
人材開発室のメンバーが実際にサービスセンターへ出向
き、事務所や倉庫、扱う商材をご紹介。
その他、業態ごとに所員へインタ
ビューを行い、業務内容について理解を深めていただきました。
また、質
疑応答の時間を設け、内定者一人ひとりの疑問に対し所員が丁寧に回
答することで、入社後のイメージをつかんでいただけるような企画として
います。
内定者の皆さんも、4月からの社会人生活に向けて、真剣な表情で見

働くイメージの醸成や不安の解消を目的とした見
学会です

本件へのお問い合わせは、
［人事ユニット 人材開発室］
まで。
TEL.03 - 3549 - 3072

学会に参加されていました。
今後も、
当社へ興味をもっていただいた学生の皆さんに、
会社について
より深く理解していただくためのさまざまな取り組みを継続してまいります。
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「心の健康づくり計画」がスタートしました。
セディアグループの長期ビジョン
「SEDIA2030宣言！
！」の目標のひと
つである
「社員のため」の職場環境づくりの一環として、
「心の健康づく
り計画」
を策定、開始いたしました。
本計画は、近年、経済・産業構造の変化により、社会全体で仕事や
職業生活に関して強い不安、悩み、
ストレスを感じる労働者の割合が高
まっていることから、社員の「心の健康」の維持向上を重要な課題のひ
とつと捉え、
自ら心の健康について理解し取り組むことのできる環境を
整備し、
これまで以上に活気ある職場づくりを推進することを目的とした
ものです。
具体的には、
メンタルヘルスケア研修の実施、
ストレスチェックの活用、
外部相談窓口の設置など幅広い取り組みを実施していきます。
これからもより一層、社員の健康維持・増進に努めてまいります。
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これまで以上に活気のある職場づくりを推進して
まいります

本件へのお問い合わせは、

［人事ユニット 人事グループ］
まで。
TEL.03 - 3549 - 3072

【SEDIAチャンネル】
災害復旧支援システム「ライフライン・
ネット」紹介動画を公開しています！
当社の公式YouTubeチャンネル「SEDIAチャンネル_渡辺パイプ株
式会社」では、各事業部の最新情報や採用活動向けの会社紹介など、 SEDIAチャンネルからぜひご視聴ください
本件へのお問い合わせは、
さまざまな内容を動画で配信しています。
［経営企画室 広報・社長室グループ］
まで。
このたび、当社が水道メーカーさま6社と共同で取り組んでおります、
TEL.03 - 3549 - 3076
水道災害復旧支援システム
「ライフライン・ネット」についての紹介動画
を公開いたしました。
「ライフライン・ネット」

「ライフライン・ネット」
とは、大災害が発生した際に被災地の救援活動
として、渡辺パイプから参画メーカーさまへ復旧資材の確保を依頼し、
全国管工事協同組合連合会と協力しながら資材を現場へ配送する支
援システムです。
詳しい内容について動画内でご紹介しておりますので、SEDIAチャ
ンネルからぜひご視聴ください。
チャンネル登録もよろしくお願いいたします！
●SEDIAチャンネル
災害復旧支援システム
「ライフライン・ネット」紹介動画
下記URLか、QRコードからアクセスください！
https ://youtu.be/-0J-kXlldAM
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紹介動画はこちらから
ご覧いただけます
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企業版ふるさと納税を活用し、
長野県小諸市に寄付をしました。
当社は、企業版ふるさと納税を活用し、長野県小諸市に寄付を行い
ました。
本財源は、小諸市の小諸版ウエルネス・シティ まち・ひと・しごと創生推
進事業である、地域課題の解決を目標にしたプロジェクト
「高原ウェルネ
スリゾート推進プロジェクト」
（以下本プロジェクト）
に活用されます。本プ
ロジェクトは、2025年までに環境に配慮した多様で利便性の高い交通
インフラの整備を強化し、滞在者のココロとカラダを癒やす通年型の高
原ウェルネスリゾートを目指すことを目的としています。

「地域と共生できる環境づくり」を目指します

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

水・住まい・農業のフィールドで事業を行う当社が、本プロジェクトへの
賛同を決めた理由は下記の通りです。
〇上信越国立公園エリアにおいて「NPO法人浅間山麓国際自然学校」
を15年以上
にわたり運営しており、
より多くの方に大自然に触れてもらう機会を創出したいため。
〇2030年に向けた長期ビジョン
「SEDIA2030宣言」において「地域と共生できる環境
づくり」
を掲げており、
同市においても当社の営業所があり、
取り組みのひとつとして
参画したいため。

本プロジェクトを通して、
当社における理念や目標である
「地域と共生
できる環境づくり」
と
「ゆたかな暮らしをつなぐ」
ことにも期待しています。
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【アサマ2000パーク】
スキー場がシーズン真っ最中です！
当社の関連施設である
「アサマ2000パーク」が、2021年11月27日より
今シーズンの営業を開始しました。
アサマ2000パークは、長野県小諸市、
標高2,000mの高峰高原に位置しており、晴天率は80％を超え、
その標
高の高さから常に安定した雪質を誇ります。
スキー・スノーボードのみな
らずスノーシューも大変人気となっています。

「アサマ2000パーク」が今シーズンの営業を開始

★今シーズンは「雪遊びエリア」、
「リフト」がパワーアップ
雪遊びエリア
「FUN FUN PARK」では、
チュービングやスノートレインなどをご家族
皆さんでお楽しみいただけます！また第3リフトを延長しコースをリニューアル！中上

［経営企画室 広報・社長室グループ］
まで。
TEL.03 - 3549 - 3076

本件へのお問い合わせは、

級者がロングランを楽しめるコースとなりました。
★こだわりのレストランでお食事を
今シーズンは浅間山をイメージした「マウンテンカレー」
をはじめ、
「本日のピッツァ」や
ハンバーグやエビフライが入ったボリューム満点の「キッズプレート」などこだわりの
絶品メニューが新しく登場しました。

ご来場の際には、2019年にオープンした「高峰マウンテンホテル」、雲
上のリゾート
「高峰高原ホテル」
もご利用いただき、冬の高峰高原での
ご滞在をお楽しみください。
●アサマ2000パーク

〒384-0000 長野県小諸市高峰高原
TEL.0267-23-1714
WEBサイト／
https://www.asama2000.com/

●高峰マウンテンホテル

〒384-0000 長野県小諸市高峰高原
TEL.0267-23-1712
WEBサイト／
https: //www.takamine-mountainhotel.com/

●高峰高原ホテル

〒384-0041 長野県小諸市高峰高原704
TEL.0267-25-3000
WEBサイト／
https: //www.takamine-kougen.co.jp/
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第7回セディア財団全国小学生
「かべ新聞コンテスト」の入賞作品が決定。
公益財団法人セディア財団主催「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」の入賞作品が決定しま
した。今年は全国の小学校208校から、5,784点の力作が集まりました。
共同制作の作品もあるため、制作に携わった児童は6,416名。今年は
SDGsに着目し、持続可能な社会のために自分たちにできることを提案
している作品が多く見受けられました。
また、新型コロナウイルス感染拡
大の影響で浄水場などの見学に行けなかった分オンラインで取材をす
るなど、
バラエティーに富んだ作品が多く集まりました。

「かべ新聞コンテスト」の入賞作品が決定しました

本件へのお問い合わせは、
［公益財団法人セディア財団］
まで。
TEL.03 - 3549 - 3090

このコンテストでは、次代を担う子どもたちに水の大切さや、水が暮
らしにどのようにかかわっているかを学んでいただくことを目的としてい
ます。今後もこのコンテストを続けることで、
より多くの方に水の大切さを
知っていただけるよう取り組んでまいります。
●最優秀作品賞
「水の極新聞」
（京都市立福西小学校 5年生）
橋本 颯太さん
1月下旬の日本経済新聞朝刊・読売新聞朝刊の紙面でも発表してい
ます。
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■ 業務内容／管工機材、住設機器、建材、電材の販売、並びに農業資材の製造・販売。
■ 創業／1953年12月8日 ■ 資本金／100億9,918万4千円

■ 社員数／5,113名（2021年12月現在 グループ合計）

■ 本社／〒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:03-3549-3111（大代表）

