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1
2022年度全社方針確認会を 
開催しました。

3月26日、東京都千代田区の経団連会館にて、2022年度全社方針
確認会を開催し、新年度の方針を共有しました。

今年度から代表取締役社長に就任した渡辺圭祐より、コロナ禍によ
り社会全体の経済活動が停滞を余儀なくされる中でも、セディアグルー
プは良い業績を残すことができたとの報告がありました。

2022年度は3ヵ年計画「VISION2022」の最終年度です。さらにDX
を推進させるため、「お客さまともっとデジタルでつながる」をキーワード
に「SEDIAカスタマーWEB」やグリーンハウス見積もりシステム「らくち
ん」など各種DXサービスを活用し、お客さまへ新たなサービスや価値を
お届けしてまいります。

2022年度も「生活インフラをつなぐパイプ役」としてたゆまぬ努力を続
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。

topic

2
セディアグループに新入社員210名が 
入社しました。

4月1日にセディアグループに新入社員210名が入社し、社会人として
の新たな一歩を踏み出しました。

今年度も新型コロナウイルス感染状況の影響に鑑み、新入社員全員
が集合しての入社式は行わず、エリアごとに開催しました。

入社式当日はコロナ禍の不安を払拭するべく先輩社員から新入社
員へ向けたメッセージを収録した「ウェルカム動画」を放映しました。

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溢れたセディアグ
ループの新入社員をどうぞよろしくお願いいたします。

210名が社会人として新たな一歩を踏み出しました

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

「VISION2022」最終年度、さらなる進化を遂げて
まいります

本件へのお問い合わせは、
［経営企画ユニット 広報・社長室グループ］まで。
TEL.03-3549-3076
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4
明治神宮野球場に広告看板を 
掲出しました。

3月1日より明治神宮野球場 外野スタンド最上段（ヒップバーシート）に
渡辺パイプ社名ロゴ及びSEDIAロゴの広告看板を設置しました。渡辺パ
イプの社名ロゴと当社のサービスブランドの「SEDIA」が交互に掲示され、
より多くの方に当社のことを知っていただけるようPRしております。 

甲子園球場、札幌ドームの広告看板も引き続き設置しております。当
社の広告看板にぜひご注目ください。

SEDIA SMILE BOOK Vol.16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.16」を発刊しました。「セディアグループを取り巻くすべての
人々が笑顔になれる」をコンセプトに、様 な々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「さあ、明るい次代へ。」をテーマに、コロナ禍を笑顔で乗り切り、
変化をチャンスととらえ、地域や社会を明るくする取り組みを重ねられてい
る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.html

球場の広告看板にぜひご注目ください

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

今号は「さあ、明るい次代へ。」をテーマに取材いた
しました

本件へのお問い合わせは、
［経営企画ユニット 広報・社長室グループ］まで。
TEL.03-3549-3076
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日本財団とセカンドハーベスト・ジャパン
へ寄付を行いました。

セディアグループが掲げる長期ビジョン「SEDIA2030宣言」。よりよい地
域社会づくりのために、この度、日本財団「子ども第三の居場所」、並びに
セカンドハーベスト・ジャパン「10万人プロジェクト」へそれぞれ寄付を行い
ました。

セディアグループは今後もこのような社会課題の解決に向けた支援を
継続して実施してまいります。

●日本財団「子ども第三の居場所」
すべての子どもたちが未来へ希望を持ち、社会を生き抜く力を育むことの
できる機会と環境を与え、自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学
習習慣などを養う「子ども第三の居場所」を全国に拡げる活動です。誰一
人取り残されない地域子育てコミュニティをつくることで、「みんなが、みん
なの子どもを育てる」社会を目指します。

●セカンドハーベスト・ジャパン「10万人プロジェクト」
まだ十分食べられるにも関わらず様々な理由で活用されない食品を受け
取り、それらを必要とする方々へ提供する活動を行っています。企業や行
政、NPOなどと協働し、フードセーフティネットとなる「食品の受け渡し場所
＝フードパントリー」を築き、必要な人に生活を支えるための十分な食べ物
を提供することを目標としています。

社会課題の解決に貢献してまいります

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

topic

6
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。

4月に開設した札幌空調SC

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

《開設》
●ライフライン事業部・住建事業部

4月開設

札幌空調SC
※正式開設

（21年10月に準備室
として先行開設）

（札幌設備SC
第二課併設）

住所／〒003-0813
北海道札幌市白石区菊水上町三条2-52-27 
TEL／011-837-3032  FAX／011-816-7356 
所長／北島 昌欣（札幌中央SC所長兼務）

4月開設
札幌東電工SC

（札幌住設SC 
併設）

住所／〒003-0030
北海道札幌市白石区流通センター6-2-5 
TEL／011-801-1342  FAX／011-896-2495 
所長／村上 慎悟（札幌西電工SC所長兼務）

4月開設 庄内住設SC
住所／〒998-0861
山形県酒田市富士見町2-2-16 トガシハイツC号室 
TEL／0234-25-1310  FAX／0234-25-1311 
所長／上田 実

4月開設
大宮電工SC

（さいたま電工SC 
併設）

住所／〒337-0004
埼玉県さいたま市見沼区卸町1-32 
TEL／048-681-5167  FAX／048-683-3272 
所長／関根 佳（さいたま電工SC所長兼務）

4月開設
さいたま中央SC　       
※先行開設

（大宮SC併設）

住所／〒331-0811
埼玉県さいたま市北区吉野町1-399-3 
TEL／048-652-9751  FAX／048-654-1913 
所長／畑山 修平（埼玉土木SC所長兼務）

4月開設
さいたま中央住設
SC ※先行開設

（大宮SC併設）

住所／〒331-0811
埼玉県さいたま市北区吉野町1-399-3 
TEL／048-652-4681  FAX／048-654-1913 
所長／高崎 史成（大宮住設SC所長兼務）

4月開設 取手電工SC
（取手SC併設）

住所／〒302-0015
茨城県取手市井野台4-9-17 
TEL／0297-73-6332  FAX／0297-73-6342 
所長／松本 和嗣

4月開設
筑西SC
※先行開設

（下妻SC併設）

住所／〒304-0061
茨城県下妻市下妻丙401-1 
TEL／0296-44-6671  FAX／0296-44-6676 
所長／古谷 弘樹

4月開設
筑西住設SC
※先行開設

（栃木南住設SC 
併設）

住所／〒323-0034
栃木県小山市神鳥谷5-12-9 
TEL／0285-30-0687  FAX／0285-21-1374 
所長／武田 直樹
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電気自動車（EV）の実証実験が 
始まりました。

2月10日、ボディーにオリジナルのラッピングを施した電気自動車（EV）
を足立サービスセンター、江戸川サービスセンター、立川住設サービスセ
ンターに1台ずつ導入し、1年間の実証実験をスタートしました。

CO₂排出量削減を目的とし、脱炭素社会の実現に向けて、今後もセ
ディアグループができることを考え、実行してまいります。

脱炭素社会の実現に貢献してまいります

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

4月開設
東京特需住設SC
第二課

（東京特需住設
SC併設）

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／大橋 治

4月開設
横浜東住設SC

（横浜南住設SC
併設）

住所／〒231-0036
神奈川県横浜市中区山田町7-3 
TEL／045-250-5671  FAX／045-262-1227 
所長／川口 智一（横浜南住設SC兼務）

4月開設
四日市SC

（中村機械工具
（株）併設）

住所／〒510-0064
三重県四日市市新正3-7-38 
TEL／059-352-3417  FAX／059-355-1072
所長／秋山 亮

4月開設 尾道住設SC
（尾道SC併設）

住所／〒729-0141
広島県尾道市高須町4783-2 
TEL／0848-56-1213  FAX／0848-55-7133 
所長／渡部 紘也（福山住設SC所長兼務）

4月開設 広島空調SC
（広島西SC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／白水 隆雄（広島設備SC所長兼務）

4月開設 小倉住設SC
（小倉SC併設）

住所／〒802-0821
福岡県北九州市小倉南区横代北町1-4-2 
TEL／093-962-2669  FAX／093-963-3886 
所長／高野 潤一郎
　　　（北九州住設SC所長兼務）

●グループ会社

4月開設
（株）大成商会
一宮営業所

（一宮SC併設）

住所／〒494-0001
愛知県一宮市開明字流46 
TEL／0586-47-1056  FAX／0586-43-7568 
所長／藤川 智明（大成商会本社部長兼務）

4月開設
（株）大成商会
福井営業所

（福井住設SC
併設）

住所／〒910-0837
福井県福井市高柳1-503 
TEL／0776-53-6673  FAX／0776-54-1030 
所長／吉村 賢治

4月開設
渡辺パイプ沖縄

（株）住設課
（渡辺パイプ沖縄
（株）本社併設）

住所／〒901-1117
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1688 
TEL／098-889-0782  FAX／098-889-0821 
所長／久保山 浩

《移転》
●ライフライン事業部・住建事業部

4月移転
札幌特需住設SC

（札幌特需SC
併設）

住所／〒060-0031
北海道札幌市中央区北1条東13
TEL／011-241-1096  FAX／011-241-1297 
所長／工藤 康朝

4月移転 横浜空調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／045-473-0711  FAX／045-473-0714 
所長／山村 和重（横浜北SC所長兼務）

4月移転
川崎土木SC

（横浜南電工SC
併設）

住所／〒231-0036
神奈川県横浜市中区山田町7-3 
TEL／045-250-5681  FAX／045-262-1228 
所長／蛯名 秀仁

《統合》
●ライフライン事業部・住建事業部

4月統合
福井SC 第二課
旧：昭栄商事（株）

（福井SC 
第一課併設）

住所／〒910-0837
福井県福井市高柳1-503 
TEL／0776-53-6672  FAX／0776-53-6684 
所長／三須 洋文
　　　（ 中部支店北陸地区担当部長、福井

SC第一課所長兼務）

●グループ会社

4月統合
ヤナギ管材（株） 
空調営業所
旧：ヤナギ管材（株）
春日部営業所

住所／〒344-0063
埼玉県春日部市緑町3-1-55 
TEL／048-735-6225  FAX／048-735-6237 
部長／前野 信治

4月統合

（株）大成商会 
新潟営業所 
※事業譲渡 
旧：新潟電工SC

（新潟SC併設）

住所／〒950-0992
新潟県新潟市中央区上所上1-9-11 
TEL／025-283-6211  FAX／025-283-6214 
所長／宮下 健次

4月統合

（株）大成商会 
金沢営業所 
※事業譲渡 
旧：金沢電工SC

（金沢南SC併設）

住所／〒921-8844
石川県野々市市堀内2-210 
TEL／076-246-6716  FAX／076-246-6713 
所長／田上 達也

4月統合

（株）大成商会 
名古屋名東営業所 
※吸収統合 
旧：明興電機（株）

（名古屋名東SC
併設）

住所／〒465-0091
愛知県名古屋市名東区よもぎ台1-1110-1 
TEL／052-776-5050  FAX／052-776-5090 
所長／原田 俊明

4月統合
（株）鶴岡屋 本社 
※本社に統合 
旧：（株）鶴岡屋 
黒崎出張所

住所／〒959-3132
新潟県村上市坂町3589 
TEL／0254-62-4255  FAX／0254-62-5523 
本部長／大渕 亮 

《名称変更》
●ライフライン事業部・住建事業部

4月名称
変更

福井SC 第一課 
旧：福井SC

住所／〒910-0837
福井県福井市高柳1-503 
TEL／0776-53-6670  FAX／0776-53-6682 
所長／三須 洋文
　　　（中部支店愛知地区担当部長兼務） 

4月名称
変更

大宮住設SC 
旧：さいたま住設SC

（大宮SC併設）

住所／〒331-0811
埼玉県さいたま市北区吉野町1-399-3 
TEL／048-652-4681  FAX／048-654-1913 
所長／高崎 史成
　　　（さいたま中央住設SC所長兼務）

4月名称
変更

東葛住設SC 
旧：東葛住建SC

（野田SC併設）

住所／〒278-0031
千葉県野田市中根256-1 
TEL／04-7124-2152  FAX／04-7124-2349 
所長／大迫 浩之
　　　（柏住設SC所長兼務）

4月名称
変更

横浜北住設SC 
旧：横浜住設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／045-473-0706  FAX／045-473-1184 
所長／西野 聡
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「CBcloud株式会社」へ出資しました。

当社は配送プラットフォーム「PickGo」や物流支援システム「SmaRyu」
などの運営・サービス提供をしている「CBcloud株式会社」の資金調達ラ
ウンドに参画し一部株式を取得いたしました。

物流業界は小口配送の増加・人材不足・業務の非効率性など、様 な々
課題を抱えていますが、「CBcloud株式会社」の提供する各種サービス
がこれらの課題を解決し、物流業界と密接な関わりを持つ建設業界にお
いてもその発展・拡大に寄与することが期待されます。

《出資の目的》
同社との協業を通じて、当社配送サービスのさらなる利便性向上や、
物流システムの共同開発などを推進してまいります。

《CBcloud株式会社　会社概要》
会社名／CBcloud株式会社
代表者／代表取締役 CEO 松本隆一
所在地／ 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町300 

住友不動産秋葉原駅前ビル16階
事業開始／2013年10月
WEBサイト／https : //cb-cloud.com

「CBcloud株式会社」の一部株式を取得いたしました

本件へのお問い合わせは、
［物流企画部］まで。
TEL.03-3549-3077

月々定額でお得に始める本格農業。 
業界初！ 残価設定リース「SUGUNO!」
スタート。

月々定額で農業が始められる残価設定リース（※）「SUGUNO!」の
サービスを開始いたしました。「SUGUNO!」では農業用ビニールハウス
と設備の残価を設定することで、最低リース料率1％未満の月々定額
料金で本格農業を始めることができます。災害などのリスクに備え、契
約期間中、7年の長期にわたってしっかり補償し、安心して営農に集中
することができます。リース期間が終了した際は残価を一括精算するか、
リースを継続するかを選択することも可能です。また、「儲かる農業」を
実現するため、ご契約中のサービスとして、営農サポートをはじめ販路
開拓支援や、就農コンサル、当社グループ直営農場での研修会にもご
参加いただけます。

※残価設定リース・・・リース期間満了時のハウス一式（施設と設備）の予想売却価格
（残価）を差し引いた価格（税金などを含む）を月額リース料としてお支払いいただく
ことで、月額のリース料を抑えることができます。

●「SUGUNO!」の特長
①最低リース料率1％未満の月々定額料金で本格的な農業を！
② 災害への備えも万全！リース契約期間中、7年の長期にわたって

しっかり補償。
③農業を続ける手厚いサポートがオールインワンで受けられる！

月々定額料金で本格農業を始めることができます

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
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【渡辺パイプ陸上部 活動レポート】
2022年シーズンイン！

2018年に創設された渡辺パイプ陸上部にとって、5年目となる2022年
シーズンが始まりました。

渡辺パイプ陸上部には、川﨑 和也選手（十種競技）、竹内 爽香選手
（短距離）、中山 昂平選手（三段跳）、北川 翔選手（短距離）の4名が
所属しています。

冬季練習では、自己新記録を目指し厳しい練習を重ねてまいりました。
選手一同、今シーズンも日ごろの練習の成果を存分に発揮し、ベストを尽
くして取り組んでおりますので応援の程よろしくお願いいたします。

大会出場予定や練習風景は「渡辺パイプ株式会社陸上部公式
Twitter」にて随時お知らせいたします。ぜひご覧ください。

●渡辺パイプ株式会社 陸上部 公式Twitter ＠watapai_athlete

渡辺パイプ陸上部の応援をよろしくお願いいたし
ます

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

実践して学ぶ農場経営 
「SEDIAトレーニングセンター」 
スクール生募集開始！

持続的な農業経営方法を普及させるために、データに基づく最先端
の栽培技術指導を中心に、作物の販売や、農場で働く人のマネジメン
トなどについて学ぶ「SEDIAトレーニングセンター」の2022年度第1期
生を募集しています。「SEDIAトレーニングセンター」が重視するのは、

「栽培」「販売」「マネジメント」の3つの学びから得られる、農業人とし
ての「総合力」。当社グループの直営農場げんき農場羽生での作物の
栽培や販売実習、農場管理を通して農場経営を実践して習得していた
だきます。募集は8月1日まで。詳しいお申込み方法については当社ホー
ムページまでお問い合わせください。

農場経営を実践的に学びたい方を募集しています

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
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【標高2,000ｍで感動的な体験を】 
「高峰高原 宙

そ ら

さんぽ」を開催しています。
株式会社アサマリゾートでは、標高2,000ｍに位置する高峰高原にて、

満天の星空を鑑賞していただける「高峰高原 宙さんぽ」を4月9日から
10月30日までの期間、金・土・日・祝日限定で開催しております。一面の芝
生から満天の星空を鑑賞する「グラスビーチツアー」、天文台から天体
望遠鏡で惑星を観察する「ほしのやどりツアー」のいずれかを星空の
状況に合わせて開催。東京から2時間、軽井沢から40分の高峰高原で
満天の星空を眺めながら至福のひとときをお楽しみいただけます。

また、7・9月限定でJRバスと連携しオープントップバスツアーも開催予
定です。軽井沢駅から快適なオープントップバスに乗って星空鑑賞がで
きるお得なツアーとなっております。

この機会にぜひ高峰高原へお越しください。

●【7・9月限定】オープントップバスツアー 高峰高原 宙さんぽコース
料金／大人4,000円　子ども2,000円
ご予約・お問い合わせ／ ジェイアールバス関東株式会社 小諸支店

0267-22-0588（予約可能時間9：30～17：00）

※ 雨天時・悪天候時にはガイドによる高峰高原から見える四季の星空天体ショー上映
（約30分）がございます。

満天の星空で至福のひとときをお楽しみいただけ
ます

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

高速バスネットの
ご予約はこちらから

高速バスネット
● 1カ月と1日前より予約可能 

https://www.kousokubus.net/BusRsv/ja/

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。
オルカ鴨川FCは2014年2月に、鴨川市をはじめとする千葉県南部地

域をホームタウンに発足した女子サッカークラブです。「地域と共に」を
合言葉に、サッカーを通してまちの活性化に貢献すると共に、近い将来、
なでしこリーグ1部で優勝、WEリーグに参入できるチームを目指して活
動を続けています。

また、育成年代では、未来のなでしこを育てるため、2016年にオルカ
鴨川BU、2017年にオルカ鴨川FC U-15、2018年にオルカ鴨川FC U-18
が発足し、スクールなど普及活動も含めクラブが一体となって活動して
います。

2022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、
U-15チームのユニフォームには胸の位置に「SEDIA」ロゴを入れて応
援しています。オルカ鴨川FCはなでしこリーグ1部に所属しており、3月19
日から2022年のシーズンが始まっています。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。

オルカ鴨川FCの活躍にご注目ください

本件へのお問い合わせは、
［経営企画ユニット 広報・社長室グループ］まで。
TEL.03-3549-3076
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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／5,055名（2022年3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）
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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、4月2日より今シーズンの営業を開始い

たしました。
当ゴルフクラブは長野県小諸市の標高1,000ｍ程のところにあり、夏

でも涼しい気候です。「ギャラリーは、大自然」をキャッチコピーに掲げ、
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
WEBサイト／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

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


