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なぜ？から始まり、

誰に？

いつ？

どこで？

何を？

提供できるか。

Why Who When Where What

この 5 つの W で創造し、

我々は design の力で世の中に歓喜をもたらすことを常に思い、

世界中から『おぉ！』『Wow!』をたくさん集められる仕事をすること。

我々の創造はもう 100 年先まで続くように。　それが　woo　である。

2021.4 — New business start

デザイン部始動

デザイン事例：Office

̶̶ woo HP (https://woo.design/) より
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「雨ニモマケズ」「風ニモマケ

ズ」「雪ニモ夏ノ暑サニモマ

ケヌ」営業の姿に頭が下がる

思いでした。

江連

諏訪さんのおかげで、たくさんの入居

者さんと出会うことができました。 社

会情勢により空室が多く出た時にも、

めげずに営業してくださったおかげで 

今のグリーンパークがあると思いま

す。どれもが私にとって良い思いでで

あり貴重な財産になっています。本当

にありがとうございました。

元希

「仕事は楽しく」「諦めずに最後まで

やり抜く」ことを学ばせていただき

ました。いつまでもお元気で楽しく

お過ごしください。どうもありがと

うございました。

浦部

嵐の日に営業回りに出かけようとする諏訪

さんに「今日はやめた方が良くないです

か ?」と声をかけたら「りえさん、こんな

日こそ行くんです。お客様の印象に残りま

す。営業の力の見せ所です。」嬉しそうに

話す販訪さん、営業とは !本当に沢山教え

て頂きました。感謝しかありません。

りえ

2021.3 送別会

営業職とは何ぞや、色々

教えていただきました。

良いお手本となりました。 

江上

前向きにお仕事に励むお姿

におちからを戴きました。

お疲れ様でした！ 

臼井

社長と堅い握手

正枝さんより花束の贈呈
熱い想いを語る諏訪さん

18
年間
グリ
ーン
パー
ク船
橋の
賃貸
営業
を

支え
てく
ださ
った
諏訪
さん
が退
社さ
れま
した
。 



EVENT
MEMBER

2021.4 歓迎会

坂井 亮
1979 年生まれ 
福岡は博多出身 
血液型 B 型 
好きな食べ物：お寿司 

PROFILE

WOO立ち上げについて̶̶

悲願であった設計・デザイン部を立ち上げるこ

とができました！

設計のプロを探し続けて待つこと 3年、ついに

素晴らしい方に巡り合うことができました。

自社設計・デザインの強みを生かして更なる事

業拡大へチャレンジ！

オフィ
スや店

舗など
の

設計デ
ザイン

を手が
けてい

ます！

《皆さんにお礼と感謝》

暖かく迎え入れてくださり有難うございました。

このくす玉は一生忘れません！ 

《今後の抱負》

woo は皆さんにとって良い影響を与える組織で

ありたいです。もう 3年先の景色は見えます！

小関くんがフェラーリで通勤している姿が。 

20
21
年
4月
より
新規
事業
WO
Oデ
ザイ
ン部
が始
動し
、

リー
ダー
の坂
井さ
んが
入社
され
まし
た。
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100周年の取り組み
KGRIT 記念すべき 100 周年を迎えた 2021 年！会社をあげて飲めや歌えやの大騒ぎ・・・

といきたいところでしたがご存じの通り、2019 年年末に発生した新型コロナウイルスの感

染拡大が止まらない状況の中、弊社でも社内外での飲み会が禁止されてしまいました・・・。

しかし！！そんな中でも楽しめるのが我が社KGRIT ！社員がアイデアを出し合って開催し

た、コロナ禍ならではのイベントや、取り組みを紹介します。 

謎解きゲーム（オンライン）
株式会社イクサ presents オンライン謎解きゲーム大会。

サグラダファミリア旅行（オンライン）
HIS presents サグラダファミリアオンライン旅行 

4 ～ 5 名ずつのチーム戦で、三密を避けるため、事務所の

デスクや自宅など、それぞれの場所から知恵を出し合って

オンラインの謎解きに挑戦。事前に準備したピザを食べな

がら和気あいあいと謎解き、、、の予定が、意外にも問題が

難しく全員大苦戦。優勝チームにはケーキのご褒美。

例年、納涼会が開かれる夏休み前の 8 月某日

に、社員旅行を実施。コロナ禍でも社員旅行

に行きたいと思ったら行きます！謎解きゲー

ム大会同様、三密を避けてオンライン上でス

ペインのサグラダファミリアへ。現地のツアー

ガイドさんがリアルタイムでスペインから中

継してくれました。まるで TV 番組の『世界

ふしぎ発見』に参加しているみたいでとても

楽しい思い出になりました。 

オリジナルビール
100 周年オリジナルビール feat. 船橋ビール

船橋市内にある『船橋ビール』様

とコラボレーションして作成して

いただいたKGRIT100周年オリジ

ナルビール。日頃お世話になって

いる、お客様や協力会社の方々に、

感謝の気持ちとともにお中元とし

てお届けしました。コロナが収束

した暁には、是非皆様ともこの

ビールで乾杯！ 

屋外看板リニューアル
お世話になった皆様に、お客様

に、一緒に頑張ってきた社員に

感謝を込めて、社有マンション

の敷地内の看板をリニューアル

しました。100 周年を迎える弊

社の存在を、近隣にお住いの方々

にも知っていただけるきっかけ

となりました。

EVENT

EVENT

直接集まれなくてもチャットは大盛り上がり▶

ピザを頂きながら謎解き▲

ガイドさんが現地のバル

で生ハムをリポート▼
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オリジナルビール
100 周年オリジナルビール feat. 船橋ビール

オリジナル社歌

船橋市内にある『船橋ビール』様

とコラボレーションして作成して

いただいたKGRIT100周年オリジ

ナルビール。日頃お世話になって

いる、お客様や協力会社の方々に、

感謝の気持ちとともにお中元とし

てお届けしました。コロナが収束

した暁には、是非皆様ともこの

ビールで乾杯！ 

屋外看板リニューアル
社員が作詞作曲編曲した手作り感

たっぷり、完全オリジナルの社歌。

歌に合わせて、社員全員に踊って

もらい、つなぎ合わせて動画を作

成。人間味あふれる社風と、それ

ぞれがそれぞれの現場で苦労をし

てきたからこそふとした瞬間にじ

み出る何とも言えない笑顔が映し

出され、まさかの感動的な作品に。

仕事は大変だけど本当にいい会社

です。

サンクスツリー・会議室装飾

それぞれの円

様々な部署が協力し合うのが弊社の

強み。弊社のミッション委員会の取

り組みで、社員から社員へ「ありが

とう」の言葉をお互いに届けようと

いう素敵なワークがありました。職

種柄シャイな社員が多いなか、普段

は恥ずかしくて言えない貴重な " あ

りがとう" がたくさん集まったので、

せっかくなのでサンクスツリーにし

ました。

また、100 周年を記念して社員が使

う会議室を装飾し、お祝い

2020 年の締めには”書き初め”ならぬ”書

き納め”を。創業から百年間、社員がそれ

ぞれの現場で「縁（えん）」を大切に育てて

まいりました。これからもこの縁（えん）

を大切にお客様の輪を広げていけるよう

社員全員でそれぞれの円を描きました。

ADVERTISE

UNITY

UNITY
UNITY

ADVERTISE

直接集まれなくてもチャットは大盛り上がり▶



社内の最新情報NEWS

キッチンの眺め

洋室の大きめな室内窓

外の眺望がよいのでキッチンから大きく
空間が抜けるように設計しました。

大きめの室内窓をつけて
空間を大きく見せています。

リビングのベンチ
日々の生活で変化を楽しんでもらうため、
あえて無塗装で仕上げました。

リノベReport 01

リノベーションで

ステキなお家
できました。

Renovation

Works



NEWS

リノベReport 02

大きなリビング
家族4人が団らんできる
広々空間になりました。

派手なポイントクロス
西海岸をイメージし、水色、青色を
アクセントとして味を出しています。

機能的なキッチン
動線を意識し、コンパクトな動きで
作業ができるように仕上げました。

リノベーションで

ステキなお家
できました。

Renovation

Works



次号
予告

DEARHOMEDEARHOME WOOWOO

INSTAGRAM アカウント
弊社の活動や社員の日常などを投稿しています。

KGRITKGRIT 100周年記念100周年記念

株式会社 カナガワエステート
〒273-0003
千葉県船橋市宮本 9-11-1
TEL:047-432-2020

株式会社 カナガワ
〒111-0034
東京都台東区雷門 1-7-10
TEL:03-3843-4321

株式会社 レイ
〒273-0003 
千葉県船橋市宮本 9-11-6
TEL:047-433-8181

DEAR HOME
〒273-0003
千葉県船橋市宮本 9-11-1
TEL:047-411-9003

株式会社 KGRIT
〒273-0003
千葉県船橋市宮本 9-11-1
TEL:047-432-4321

株式会社 KGRIT　高円寺支店
           WOO（デザイン部）
〒166-0003
東京都杉並区高円寺南 1-19-8
竹嶋ビル ACT-3 201
TEL:03-6454-6066

MOC（家具工場）
〒341-0034
埼玉県三郷市新和 4-452-1
TEL:048-934-5362

2021 年委員会活動

INSTAGRAM

会社概要

【SDGs 委員会】【改善委員会】【業者親睦委員会】【タブロイズ委員会】【店舗視察委員会】
【ドラフト委員会】【100周年委員会】【フレッシャーズキャンプ事務局】【ミッション委
員会】【やる気スイッチ委員会】【レクリエーション委員会】　※五十音順

訃報 
株式会社カナガワ 会長  金川 ふさ子 

令和 3年 7月 22 日に 98歳にて永眠致しました。 
ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに

生前中賜りましたご厚誼に心より御祈り申し上げます。 

新規事業WOOの立ち上げから数ヶ月、新たに入社し

たメンバーを迎え、「チームWOO」が揃いました。

皆さんとても素敵で個性的なメンバーです（^^）

次号で詳しくご紹介予定ですので、ご期待ください！！

《祝！緊急事態宣言解除》

9月30日をもって待ちに待った緊急事

態宣言が解除されました。

感染リバウンドの可能性も懸念されてお

りますので、今後ともマスクの着用、手

洗いといった基本的な感染防止対策を継

続して明るく楽しく過ごしましょう！

WOOデザイン部
新メンバー紹介


