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8月1日「水の日」に 
WATER WORKSを発刊しました。

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、27号目となる今号のテーマは「水と景観」
です。豊かな水に恵まれた日本が誇る、水が創り出す絶景や、大切な
景観を守ろうとする人々の想いを美しいグラフィックと共に特集しており
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

今号のテーマは「水と景観」です

本件へのお問い合わせは、
［CI委員会］まで。
TEL.03-3549-3076
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2
新入社員研修を行いました。

今年度の新入社員研修は2回に分けて実施しました。1回目は、4月
上旬の2日間で実施し、新入社員全員がオンライン上で一堂に会し、新
社会人にとって必要となるマナーやマインドを身に付けるプログラムと、
当社について理解を深めるプログラムを学習しました。

2回目は、5～6月にかけて全5班に分かれ、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の振り
返り、仕事の基本の進め方などを中心に学習し、3日目は学んだことが
現場でどのように活かせるかを具体的に振り返り、今後の成長につな
げていくための行動計画を作成しました。

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。

オンラインで新入社員研修を行いました

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
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千鳥会総会を開催しました。

6月6日、ホテルニューオータニにて、ライフライン・住建事業部とグリー
ン事業部の仕入先さまと「令和4年度 関東千鳥会、グリーン千鳥会合
同定期総会」を開催し、74社150名の皆さまにお集まりいただきました。
総会は、各千鳥会の会長挨拶にはじまり、渡辺社長による業績の報告
と今後の指針についての発表後、懇親会を開催し、和やかに談笑しな
がら親睦を深めました。

営業所を開設・移転しました。
サービスセンターを下記の通り開設・移転いたしました。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。

千鳥会総会の実施により親睦を深めました

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

地域に密着したサービスをお届けしてまいります

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

《開設》
●ライフライン事業部・住建事業部

8月開設
庄内SC
※正式開設

（庄内住設併設）

住所／〒998-0006
山形県酒田市ゆたか2-8-14 
TEL／0234-35-1911  FAX／0234-33-3055 
所長／細田 康晴

●グループ会社

7月開設
札幌第一住建DP

（札幌住建SC 
併設）

住所／〒003-0821
北海道札幌市白石区菊水元町1条3 
TEL／011-875-3877  FAX／011-875-3883 
グループリーダー／古谷 龍雄

7月開設
札幌第二住建DP

（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／011-801-1341  FAX／011-896-2495 
グループリーダー／古谷 龍雄

7月開設
福岡南住建DP

（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／092-564-3050  FAX／092-565-7877 
グループリーダー／古谷 龍雄

7月開設
福岡東住建DP

（福岡東住設SC
併設）

住所／〒812-0064
福岡県福岡市東区松田3-1-11 
TEL／092-624-1581  FAX／092-624-1583 
グループリーダー／古谷 龍雄

7月開設
久留米住建DP

（久留米住設SC
併設）

住所／〒839-0809
福岡県久留米市東合川1-9-43 
TEL／0942-43-8733  FAX／0942-43-8737
グループリーダー／古谷 龍雄

8月開設 戸田住建DP
住所／〒335-0026
埼玉県戸田市新曽南4-1-29 
TEL／048-430-3721  FAX／048-431-1566
センター長／花井 浩二

8月開設
戸田物流センター

（戸田住建DP 
併設）

住所／〒335-0026
埼玉県戸田市新曽南4-1-29 
TEL／048-430-3721  FAX／048-431-1566
センター長／花井 浩二

8月開設
戸田ライフライン物流

（戸田住建DP 
併設）

住所／〒335-0026
埼玉県戸田市新曽南4-1-29 
TEL／048-430-3721  FAX／048-431-1566
センター長／花井 浩二

《移転》
●ライフライン事業部・住建事業部

8月移転 庄内住設SC
（庄内SC併設）

住所／〒998-0006
山形県酒田市ゆたか2-8-14 
TEL／0234-35-1912  FAX／0234-33-3056 
所長／上田 実

●関東千鳥会会長挨拶
 テラル株式会社 代表取締役社長 菅田 博文さま

●グリーン千鳥会会長挨拶
 ネポン株式会社 代表取締役社長 福田 晴久さま

●会長挨拶
 渡辺パイプ株式会社 代表取締役会長 渡辺 元

●社長挨拶
 渡辺パイプ株式会社 代表取締役社長 渡辺 圭祐

●懇親会挨拶（関東千鳥会・理事）
 株式会社クボタケミックス 代表取締役社長 土 和広さま

●中締挨拶（グリーン千鳥会・副会長）
 新家工業株式会社 代表取締役社長 井上 智司さま
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セディアエキスポ、 
ルームエアコン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QRコードからご覧いただけます。ぜひご活用く
ださい。

《セディアエキスポ》
約100社のメーカーさまの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2022」を発刊。今回は「建設業界脱炭素への
挑戦」をテーマに脱炭素に向けた、建設業界の新たなビジネスモデ
ルや技術、システム開発などについて特集しています。

●WEBカタログ
https://ebook.sedia-system.com/sedia-system/sediaexpo2022/

《ルームエアコンカタログ2022》
オリジナル「ルームエアコンカタログ2022」を発刊。この冊子は、5つの
メーカーの2022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/roomaircon2022/

各紙の最新情報をぜひご活用ください

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

topic

6
施設園芸の指針を示す総合カタログ

「Rakuchin Compass Vol.01」
を創刊しました。

施設園芸の指針を示す総合カタログ「Rakuchin Compass Vol. 01」
を6月1日に創刊いたしました。本カタログは「農家さまが『儲かる農業』
を目指すための指針」をテーマに、渡辺パイプの農場経営の取り組み
や商品ユーザーでもある農家さま3組の事例を紹介しております。ま
た農場経営を安定させる土台であり、施設園芸において最も重要な

「強いハウス」や最新の設備・サービスといった様々な情報を掲載し
ています。

本カタログの最大の特長は、デジタル化の推進です。カタログ各所に
配置している2次元バーコードから、農業用ハウス見積もりシステム「らく
ちん」へのリンクを読み込むことで、WEB上から常に最新の製品情報
を入手でき、より便利にご活用いただけます。

お申し込みいただいた方全員に無料進呈いたします。農家の皆さま
にとって役立つ情報を凝縮したカタログとなっておりますので、ぜひご覧
ください。

デジタル展開で活用しやすい総合カタログです

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

カタログの
お申し込みフォームは
こちらから



04

Sedia Topics  August,  2022 vol .62

topic

7
げんき農場のキッチンカー 

「Genki Nojyo Kitchen」が 
オープンしました。

セディアグループの直営農場「げんき農場」で採れたイチゴを加工
し、より多くの皆さまへお届けしたいという想いから、キッチンカー「Genki 
Nojyo Kitchen」をオープンいたしました。

5月上旬より、羽生農場前や近隣の公園でスムージーや削りイチゴの
販売を行っております。ご来店いただいたお客さまからも大変ご好評を
いただき、イベント出店の際には連日完売が続いております。

今後のキッチンカーの営業日は、随時インスタグラムで情報発信して
まいります。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

●げんき農場 インスタグラム（@genki.nojyo）はこちらから
https ://www.instagram.com/genki.nojyo/

げんき農場のキッチンカーが大好評！

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

【福利厚生制度】ご出産祝いに、 
ベビースプーンをお贈りしています。

セディアグループの社員本人や、その配偶者が出産した際にお祝い
としてニッコーのベビースプーンをお贈りする福利厚生制度がスタート
しました。

ニッコーのベビースプーンは日本製で高品質な陶磁器のベビース
プーンです。食べやすさ・食べさせやすさが追求されていて、赤ちゃん
の手にも握りやすい形になっています。お食い初めはもちろん、はじめ
て離乳食を口にする記念すべき日に使っていただけます。

出産祝いとしてベビースプーンをお贈りすることで、新しい命の健や
かなる成長を願う福利厚生制度といたしました。

これからも、社員とその家族の幸せに寄り添い、安心して働ける職
場環境づくりに取り組んでまいります。

新たな命の成長を願う福利厚生制度が誕生

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
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げんき農場 インスタグラムは
こちらから
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お中元にげんき農場のトマトを 
お届けしました。

セディアグループ直営の株式会社げんき農場はグリーンハウス・温室に
関する製品の実証実験を行う試験農場であると同時に千葉県八街市で
トマト、埼玉県羽生市でイチゴの栽培を行い、市場に出荷しています。

今年も食卓を鮮やかに彩る「いろどりパック」など、太陽の光をたっ
ぷり浴びた元気いっぱいのトマトの詰め合わせ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。今年度からパッケージをリ
ニューアルし、トマトの新鮮さがより伝わるデザインにしました。

げんき農場のトマトやイチゴは産地直送ECサイト「食ベチョク」にも
出店しており、通販でもお買い求めいただけます。お見かけの際はぜ
ひご賞味ください。

げんき農場のトマトが今年もおいしく育ちました

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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2022日本BtoB広告賞、 
銀賞を受賞しました。

CSRアクティブレポート「SEDIA SMILE BOOK Vol.16」が第43回
「2022日本BtoB広告賞」企業活動レポート部門において銀賞を受賞
いたしました。

冊子の編集にあたり、ご協力いただきました皆さまには、厚く御礼申
し上げます。

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。

●SEDIA SMILE BOOK Vol.16について
「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「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。

企業活動レポート部門において銀賞を受賞

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
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【渡辺パイプ陸上部 活動レポート】
2022年シーズン真っ只中！

2018年に創設された渡辺パイプ陸上部は、5年目となる2022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回日本陸
上競技選手権大会・室内競技で第4位に入賞、竹内 爽香選手（短距
離）が第85回東京陸上競技選手権大会 女子200mで準優勝するな
ど輝かしい成績を収めています。

シーズンは秋頃まで続いていきます。大会の連盟によるYouTubeの
LIVE配信などもございますので、引き続き選手たちの活躍にご期待く
ださい。

●今シーズンの主な成績
•第105回日本陸上競技選手権大会・室内競技
中山選手 三段跳 15m61 第4位

•第85回東京陸上競技選手権大会
竹内選手 100m 12秒04 4位入賞、200m 24秒76 準優勝

•第9回木南道孝記念陸上競技大会
北川選手 200m 21秒71 8位入賞

•東日本実業団陸上選手権 2022
竹内選手 100m 12秒06 3位入賞、200m 24秒95 4位入賞

選手たちのさらなる活躍にご期待ください

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

こちらより
SMILE BOOK Vol.16
をご覧いただけます
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「2021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。2021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。

セディアアカデミー賞の受賞者が決定

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

《新人賞》
北海道支店 札幌西SC 伊藤 友樹
東北支店 仙台住建SC 千葉 優貴
関東支社 北関東支店 川口電工SC 渡邉 俊
関東支社 東京支店 東京東設備SC 瀬野 大真
関東支社 東関東支店 柏SC 佐藤 汰一
関東支社 神奈川支店 横浜北SC 永田 悠馬
中部支店 名古屋名東SC 伊藤 大貴
関西支社 大阪支店 堺東住設SC 野田 翔太
関西支社 兵庫支店 神戸住設SC 石田 直也
中四国支店 広島北SC 久保 唯敷
九州支店 福岡東住設SC 保母 真菜美
グリーン事業部 関東統括部 埼玉SC 中尾 巧
グリーン事業部 中部・関西統括部 兵庫SC 瀬野 陽介

※部署名・役職名は2021年度時点のものです。

《社長賞》
東北支店 仙台土木SC 梁川 学
関東支社 東京支店 東京東設備SC 望月 紀秀
関西支社 大阪支店 大阪住建SC 尾山 真一郎
九州支店 大牟田SC 山口 裕輔
グリーン事業部 中四国統括部 島根SC 新保 丈則

《エリアNo.1監督・チーム賞》
北海道支店 札幌北住設SC
東北支店 仙台電工SC
関東支社 北関東支店 埼玉南土木SC
関東支社 東京支店 東京東住設SC
関東支社 東関東支店 佐倉住設SC
関東支社 神奈川支店 神奈川住建SC
中部支店 三条燕住設SC
関西支社 大阪支店 堺東SC
関西支社 兵庫支店 豊岡SC
中四国支店 高松住設SC
九州支店 久留米住設SC
グリーン事業部 中部・関西統括部 富山SC

《エリア最優秀主演賞》
北海道支店 苫小牧SC 土谷 流星
東北支店 仙台土木SC 郷右近 峰史
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 東京特需住設SC 津野 宏章
関東支社 東関東支店 取手SC 雨貝 直樹
関東支社 神奈川支店 横浜南SC 中島 悠太
中部支店 名古屋北SC 小牧 誠史
関西支社 大阪支店 堺東SC 髙岡 健太朗
関西支社 兵庫支店 神戸土木SC 日野 裕美
中四国支店 岡山東SC 小澤 博光
九州支店 福岡東住設SC 松尾 崇右
グリーン事業部 関東統括部 長野SC 坂田 風馬
グリーン事業部 中四国統括部 島根SC 小野 賢司

《セディアグループ賞》
株式会社大成商会 堺東営業所
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本社ウェルカムボードを 
リニューアルしました。

本社（東京都中央区）のエントランスにあるウェルカムボードをリ
ニューアルいたしました。

人々の豊かで快適な生環境を支えている企業として、「水・住まい・農
業の明日へ。」をテーマに、当社の事業領域をイラストで表現しました。

細部までこだわったイラストは、近くで見るとサービスセンターやセ
ディアトラックが描かれていることが分かります。

本社にお立ち寄りの際はぜひお近くでご覧ください。

本社にお立ち寄りの際はぜひご覧ください

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

topic

14
【いきものコレクションアプリ 
「Biome」×高峰高原】標高2,000mの
いきもの探しイベント開催。

セディア財団は、いきものコレクションアプリ「Biome（バイオーム）」と
連携し、「標高2,000mのいきもの大冒険」を、長野県小諸市高峰高原
で開催します。第1段夏編は2022年7月1日から8月31日まで、第2段秋
編は9月1日から10月31日まで。高峰高原に生息する対象のいきものを
アプリへ投稿することで、誰もが簡単にイベントに参加できます。

自然保護と生物多様性保全を目的とした株式会社バイオームの
取り組みにセディア財団が賛同し、イベントの開催に至りました。標高
2,000mに位置する高峰高原には、まるで雲上にいるような神秘的な世
界が広がります。そこには普段なかなか見ることができないような、高山
の涼しい環境を好む動物や植物が多く生息しています。クエスト（※）
を達成し、その画面を高峰高原ビジターセンターで提示すると、豪華な
プレゼントがもらえるキャンペーンも実施中です。　
※ クエスト…「Biome」に実装されている独自のゲーム機能で、テーマに沿って選ばれた対象種を

見つけ、写真を撮影・投稿することでクリアを目指します。

《いきものコレクションアプリ「Biome（バイオーム）」》
日本国内のほぼ全種（約10万種）の動植物を収録した、いきものコレ
クションアプリです。最新の生物名前判定AIを備えているだけでなく、
図鑑・地図・SNS・クエストなど生物にまつわる様々な機能を備えてい
ます。誰でも無料で使用できることから、今後も多種多様な生物の
情報収集・調査・研究への展開が期待されます。

●標高2,000mのいきもの大冒険 特設サイト
https ://biome.co.jp/takamine_quest/

いきもの探しイベントにぜひご参加ください

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

特設サイトはこちらから
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アサマスタークロスウォーク2022を 
開催します。

9月10日に長野県小諸市から高峰マウンテンパークを経由し、群馬
県嬬恋村のゴールまでを歩くウォーキングイベント「アサマスタークロス
ウォーク2022」を開催します。

ウォーキングの距離は31㎞、標高差は1,350mと、浅間山麓の壮大
な自然を体験できるイベントです。高峰マウンテンパークをゴールとする
17kmのコースもございます。

申し込みは8月21日まで。ぜひ一緒に、浅間山麓の雄大な自然を体
験しましょう。皆さまのご参加をお待ちしております。

《開催概要》
●開催日／2022年9月10日（土）9：00～21：15
●コース／31kmコース、17kmコース
●料金／一般（高校生以上）：7,000円、学生（小4～中学生）：3,000円
●参加資格／小学校4年生以上の健康な男女

小中学生は一緒に参加する同伴責任者が必要です
高校生・未成年は保護者の承諾が必要です

●定員／800名  
●申込期間／8月21日（日）まで ※定員になり次第締め切らせていただきます
●申込方法／スポーツイベント申込サイト「スポーツエントリー」からお申し込みください

https : //www.sportsentry.ne.jp/event/t/87429

浅間山麓の雄大な自然を体験いただけます

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

topic

15
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8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2022」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8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。個人での応募も可能で
すので、小学生のお子さまがいらっしゃる方は、ぜひご応募ください。

●応募締切／2022年11月10日（木）
●公益財団法人セディア財団

WEBサイト／https : //www.sedia-found.org

毎年全国の小学生から多くの作品が届いています

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

スポーツイベントの
お申し込みフォームは
こちらから


