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1
コーポレートサイトをリニューアルしました。

渡辺パイプ株式会社とグループ会社の株式会社大成商会のコーポ
レートサイトを10月1日にリニューアルしました。また、お客さまにより詳しい
情報をお伝えするため水と住まいの事業特設サイトを新設しました。

渡辺パイプのコーポレートサイトは、コーポレートイメージである“水”を
メインに、先進的かつ洗練された印象へ生まれ変わりました。写真で楽
しむ渡辺パイプの歴史や、図解でわかるブランドコンセプトなどのコンテ
ンツも新たに作成し、多彩な情報を見やすく、使いやすく、わかりやすく
お伝えしています。

水と住まいの事業特設サイト、株式会社大成商会のコーポレートサイ
トでは事業案内やサービス内容を今まで以上にわかりやすくまとめ、取
り扱い商材の検索機能などの便利なツールも盛り込みました。

ぜひ、QRコードからアクセスしてみてください。

topic

2
 「スタートアップ×渡辺パイプ株式会社」 
事業創出プロジェクト始動しました！

水・住まい・農業といった生活インフラをつなぐ企業として、人々の暮ら
しをより豊かにする新たな事業創出を目的に、2021年9月13日から9月30
日までスタートアップ企業さまから協業案の募集を行いました。現在は
企業さまからいただいた多数のアイデアを、若手を中心としたプロジェク
トメンバーで精査し、当社とのシナジーをどのように生み出していくか社
内で協議を重ねています。

《プロジェクト実施の目的》
① 渡辺パイプのリソースとスタートアップ企業の技術で、 人々の【暮らしを豊かに

する】ための新しいサービスを創出
② 人々の暮らしに【安全安心を】。 持続可能な地域社会貢献サービスの構築
③ 水・住まい・農業の【業界全体を活性化】するためのサービス構築（建設業界

／農業業界）

スタートアップ企業さまの素晴らしい技術と当社のリソースを掛け合
わせ、これまで実現できなかったようなアイデアで生活インフラを支える
企業として、さらなる社会貢献を実現したいと考えております。ぜひご注
目ください。

さらなる社会貢献の実現を目指します

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

リニューアルしたコーポレートサイトをぜひご覧ください

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

渡辺パイプ
コーポレートサイトは
こちらからご覧いただけます



02

Sedia Topics  November,  2021 vol .59

topic

3

topic

4
新たにZEB認証を取得しました。

8月に移転した渡辺パイプ株式会社市川北SCサービスセンター（千
葉県市川市）の新社屋で、「ZEB」（※1）認証を取得しました。BELS

（※2）の5段階評価の「最高ランク5☆」を獲得し、建物のエネルギー
消費量111％以上の削減を達成しました。「ZEB」認証の取得は今回で
４件目となります。

また、10月に移転した福井サービスセンターは、建物エネルギー消費
量54％以上の削減を達成し、ZEB Ready（※３）認証を取得しました。

今後もZEB認証を取得した社屋を全国各地で積極的に展開してま
いります。

※1  「ZEB」：年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスにすることを目
指した建築物。

※2  BELS：国土交通省が定めた、非住宅建築物を対象とした省エネルギー性能など
に関する評価・表示を行う制度。

※3  ZEB Ready：年間の一次エネルギー、消費量を50％以上削減することを目指した
建築物。

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。

BELSの「最高ランク5☆」を獲得した市川北サービス
センター

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

8月に開設した軽井沢住設サービスセンター

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

《サービスセンター開設》
●ライフライン事業部・住建事業部

8月開設 軽井沢住設SC
住所／〒389-0111 
長野県北佐久郡軽井沢町長倉3653-2 
TEL／0267-44-3120  FAX／0267-46-3511 
所長／荒木 彰一 

10月開設

札幌空調SC　
※準備室（2022年
4月より正式開設、
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／中村 寛
　　  （札幌設備SC第二課所長兼務）

10月開設
川崎土木SC

（神奈川土木SC
併設）

住所／〒246-0021
神奈川県横浜市瀬谷区二ﾂ橋町548-1 
TEL／045-369-7227  FAX／045-369-7218 
所長／山上 雅志
　　  （神奈川土木SC所長兼務）

●グループ会社

10月開設
（株）セディア 
トランスポート　
広島物流センター

（広島設備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／082-270-5183  FAX／082-279-5177
グループリーダー／熊谷 則彦

《サービスセンター移転》
●ライフライン事業部・住建事業部

8月移転 市川北SC
住所／〒272-0804
千葉県市川市南大野3-23-15 
TEL／047-303-5071  FAX／047-303-5076 
所長／矢野 寛幸

8月移転 市川北電工SC
（市川北SC併設）

住所／〒272-0804
千葉県市川市南大野3-23-15 
TEL／047-303-5072  FAX／047-303-5076 
所長／伊東 直生

10月移転 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／奥野 恭介

10月移転 福井住設SC
（福井SC併設）

住所／〒910-0837
福井県福井市高柳1-503 
TEL／0776-53-6671  FAX／0776-53-6683 
所長／宮田 正美

●グループ会社

10月移転 昭栄商事（株）
（福井SC併設）

住所／〒910-0837
福井県福井市高柳1-503
TEL／0776-53-6672  FAX／0776-53-6684
代表取締役社長／川島 彰仁

《新会社設立》
●グループ会社

10月設立 （株）セディア
　　 C＆P

住所／〒104-0045
東京都中央区築地5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス6F
TEL／03-3549-3077  FAX／03-5565-6376
代表取締役社長／佐々木 雅裕
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2022年度入社予定者の内定式を 
開催しました。

2022年度入社予定の新卒者向けの内定式をオンラインで実施しました。
全国で175名がモニター越しで参加し、渡辺社長の挨拶、先輩社員か

らのウェルカムメッセージといったプログラムで進行し、渡辺副社長の締め
の言葉で閉会となりました。

内定式後の第二部では懇親会を実施し、コロナ禍で直接会う機会が
ないからこそ、内定者同士のコミュニケーションを深める内容としました。
また、全国一斉のケータリングやオリジナルグラスでの乾杯といった、これ
までにない企画も取り入れました。セディアグループの一員となる自覚を
高め、TEAM SEDIAをさらに盛り上げていってもらうための良い機会と
なりました。

来年4月には、先輩社員が教育担当となり、新入社員がいち早く戦力と
なるよう育成してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

全国で175名が参加！オンライン内定式を開催

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

6
大学3年生向けに 
インターンシップを開催しています。

2023年3月卒業予定の大学3年生を対象に、下記3つのインターンシッ
プを実施しています。参加学生の成長を応援し、企業理解を深めてい
ただくことを目的としています。

①１WEEK　現場体感型プログラム
今期は全国的な緊急事態宣言の影響もあり、「営業の内側を知る」というテーマ
も加え、オンライン＋営業所実習のハイブリッド型で実施をしました。オンラインでは、
商品知識の大切さを学んでいただき、タスク管理などを体験していただきました。
営業所実習は1日のみですが、営業同行をしてもらいお客さまとの接し方や当社
がお客さまから選ばれている理由を体感してもらいます。5日間という長期間で渡
辺パイプの仕事の醍醐味を深く体験できるプログラムとなっています。

②夏期２DAYＳ　自己成長型プログラム
さまざまなグループワークを通じて「自分自身の強み、弱み」や「成長とは何か」を
学びます。成長をし続けてきた当社だからこそ、成長というテーマを大切にし、大
学生が社会人になるに当たって必要な力に気が付くことができるようなプログラム
となっています。

③夏期１DAY　仕事体験コース
当社が扱っている水道管や住宅設備資材の提案営業をオンライン上で体験して
いただきます。また、就職活動が進む中で必要となる企業分析のコツなども取り入れ
満足感を持ってもらえるプログラムとなっています。

対面のインターンシップでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止策と
して、マスクの着用やアルコール消毒、検温を行い、参加学生の安全面
を十分考慮した上で実施しております。当社へ興味を持っていただい
た学生の皆さんに、会社についての理解をより深めていただけるように、
今後もさまざまなインターンシップを開催してまいります。

企業理解を深める多彩なインターンシップを実施

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
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「ミラつなアイデア大募集！」 
社員からミライにつながるアイデアを 
募集しています。

2019年からスタートした、セディアグループの未来への取り組み
「SEDIA2030宣言」。2030年のセディアグループのあるべき姿を描き、
その実現へ向けてグループ全体で取り組んでいます。社員一人ひとり
のアイデアを大切にし、新しいことに取り組むことを後押ししたいという想
いから、「社員のため、お客さまのため、社会のため」という3つの観点か
らミライにつながるアイデアを募集し、良いアイデアを表彰しています。昨
年、1回目の募集が行われ、今年で2回目の開催となります。

昨年の開催では149のアイデアが集まり、その中から優良アイデアとし
て7つが選ばれました。事務職の横のつながりを広げることを目的とした

「事務総会」が7月にオンラインで開催されるなど、早速実現しているア
イデアもあります。

今回もより良いアイデアを積極的に採用していきます。今後も「SEDIA 
2030宣言」の取り組みにご注目ください。

今回もより良いアイデアを募集しています

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

渡辺パイプ陸上部 活動レポート
2018年に創設された渡辺パイプ陸上部の4年目となる2021年のシー

ズンが終了いたしました。
中山 昂平選手（三段跳）が第105回日本陸上競技選手権大会で第5

位に入賞、サトウ食品日本グランプリシリーズ新潟大会 Denka Athletics 
Challenge Cup 2021で準優勝、第69回全日本実業団対抗陸上競技選
手権大会で3位に入賞するなど輝かしい成績を収めました。コロナ禍で
無観客試合が多くなる中、YouTube LIVE配信などで選手たちを応援
していただいた皆さまへ御礼申し上げます。

今シーズンの経験を糧に、来シーズンにさらなる飛躍を目指す選手た
ちの今後の活躍にご期待ください。

さらなる飛躍を目指す選手たちの活躍にご期待く
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

株式会社セディアC＆Pを設立しました。
2021年10月1日、株式会社セディアC＆P（Ｃommunication ＆ Planning）

を設立し、営業を開始いたしました。同社はハウスメーカーさま、建築事業
者さまへ設備設計サービスのご提供や住宅を購入されたお客さま向けの
住宅修理トラブルに関するコールセンターの運営を行います。

これを機に、より一層のサービス向上に努め、建設事業者さまの生産性
向上支援を推進してまいります。

何卒ご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

《株式会社セディアC＆P 会社概要》
会社名／株式会社セディアC＆P
代表者／代表取締役社長  佐々木 雅裕
所在地／〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス6階
設立日／2021年10月1日　資本金／10,000,000円

建設事業者さまへの支援を推進してまいります

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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第2回
ミラつな
アイデア
大募集!
あなたの提案がミライを輝かせる！
昨年、たくさんの素晴らしいアイデアが寄せられた「第1回ミラつなアイデア大募集！」。

昨年提案されたアイデアのいくつかは、さっそく実現へ向けて動き出しています。

さぁ、今年はあなたの番です。生活インフラの「パイプ役」として、新たなビジネス領域の

提案、新たな仕組み、働きがいにつながる制度など、セディアグループのミライを輝かせる

あなたのアイデアをふるってご応募ください。いいアイデアをどんどん採用していきます！
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SEDIAカスタマーWEB 
 「テンプレート発注」をスタートしました。
「いつもの商品」を簡単にご発注いただける「テンプレート発注」サー

ビスを開始いたしました。利用料無料、WEB上での簡単3ステップで発
注が可能です。発注した商品の配送予定や納品履歴の確認ができる
機能もございます。

《ご発注の手順》

STEP1   テンプレート選択 
あらかじめ登録されたテンプレートを選択。よくご依頼いただいている商
品のセットから発注することができます。

STEP2   発注数を入力 
選択したテンプレート内の商品ごとに、必要数を入力。不要な商品につ
いては都度削除することが可能です。

STEP3   現場入力 
お届け先の現場を登録すれば、リストから選択するだけでお届け現場
を指定可能。もちろん都度新しいお届け先を入力することもできます。

topic

10
DXパンフを発刊しました。

当社のDX（デジタル・トランスフォーメーション）のサービスメニューを
冊子にまとめました。

便利な機能を備えた会員証アプリでお客さまのビジネスをサポートす
る「セディアネットワークカードアプリ」、見積や納期をいつでもどこでも確
認できるWEBサービス「SEDIAカスタマーWEB」など、各種サービス
の詳細がこの1冊ですべてわかります。

WEBからもご覧いただけますのでQRコードからぜひご覧ください。
セディアグループは、業界を先駆ける価値創造企業として、これからも

変わらない品質・商品に付加価値を添えてお届けしてまいります。
DXサービスメニューがこの１冊ですべてわかります

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

topic

11

簡単3ステップで発注が可能です

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

「DXサービスメニューの
ご案内」はこちらから
ご覧いただけます
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YouTube「SEDIAチャンネル」で 
スマート農業チャンネル 
2ndシーズン配信開始！

渡辺パイプ株式会社の公式YouTubeチャンネルである「SEDIA
チャンネル」では、各事業部の最新情報や、就職活動中の学生向けの
会社紹介など、さまざまな内容を動画で配信しています。

SEDIAチャンネル内では、グリーン事業部の「スマート農業チャンネ
ル」動画も公開しています。1stシーズンは全13回で温室で「スマート
農業」を始めるために必要な機器についての基礎知識から、ハウス内
環境を整え高収量を目指す方法、作業の効率化などをわかりやすくご
紹介しています。

今後は2ndシーズンと題し、より実践的な機器の使い方などを配信し
ていきます。ぜひご注目ください。

チャンネル登録をよろしくお願いします！
●「SEDIAチャンネル」

下記URLまたは、QRコードからアクセスしてみてください！
https ://www.youtube.com/c/SEDIAチャンネル渡辺パイプ株式会社

風量アップ＆軽量化してリニューアル！ 
 「DRY FAN はやてプラス」

光合成促進や環境改善に役立ち、グリーンハウスに最適な循環扇が
リニューアルし、「DRY FAN はやてプラス」として10月から販売開始
いたしました。

リニューアルした「DRY FAN はやてプラス」は、業界同型機と比較
して軽量ながら大風量で、温室の環境改善に最適です。

《DRY FAN はやてプラスの特長》
○高性能で低コスト
○超軽量・取り付け簡単

最新情報を動画で配信、ぜひチャンネル登録を！

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

循環扇をリニューアルしました

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

「SEDIAチャンネル」は
こちらからご覧いただけます
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げんき農場がECサイトをオープン！ 
イチゴとトマトを全国へお届けしています。

セディアグループ直営の「げんき農場」が自社ECサイトをオープンしま
した。埼玉県羽生市で栽培しているイチゴと千葉県八街市で栽培して
いるトマトを産地直送で全国へお届けしています。

11月は食卓を華やかに彩る「カラフルミニトマト」と、調理用トマトの傑
作「シシリアンルージュ」を販売中です。イチゴは12月下旬から販売をス
タートいたします。

出荷の状況やおすすめ商品などは都度インスタグラムなどのSNSで
ご案内しております。また、最近ではSNSで農場長のとっておきのレシピ
配信やイチゴとトマトを無償で提供する代わりにおすすめレシピを投稿
していただくアンバサダーキャンペーンの実施などお客さまにお楽しみ
いただけるコンテンツを発信しております。
「げんき農場」からお届けするげんきいっぱいのイチゴとトマトを、ぜひ

ご自宅でご賞味ください。

標高2,000ｍ、 
満天の星空で至福のひとときを。 
星空夜景ツアーを開催しました。

株式会社アサマリゾートでは、東京から2時間、軽井沢から40分
の標高2,000ｍに位置する高峰高原にて、満天の星空を観察できる

「Hoshizora Night Tour」を9月1日から10月31日までの期間、毎日開
催いたしました。高峰マウンテンホテルでは一面の芝生から満天の星空
を観察する「グラスビーチナイトツアー」、高峰高原ホテルでは天文台か
ら天体望遠鏡で惑星を観察する「惑星観察 ほしのやどりツアー」を行
い、ご来場のお客さまに満天の星空で至福のひとときをお楽しみいただ
きました。

ぜひご自宅でご賞味ください

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

「Hoshizora Night Tour」を開催しました

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

「インスタグラム」はこちら
からご覧いただけます

「ECサイト」はこちら
からご覧いただけます



セディアトピックス     November, 2021 vol.59

発行／経営企画室／セディアトピックス編集室  TEL.03-3549-3076  FAX.03-5565-6374

■ 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／5,057名（2021年10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）

Sedia Topics  November,  2021 vol .59

topic

16
信州ブレイブウォリアーズに協賛しました。

長野県（信州）を拠点に置き、B.LEAGUE（Ｂ1リーグ）に所属してい
るプロバスケットボールチーム 信州ブレイブウォリアーズとオフィシャル
ウォームアップウエアパートナー契約を締結いたしました。

渡辺パイプの社名ロゴが選手のウォームアップシャツ・ジャケット及びア
リーナ内で掲出されます。

《信州ブレイブウォリアーズについて》
長野県長野市及び千曲市をホームタウンとしてB.LEAGUE（Ｂ1リーグ）に所属し
ている男子プロバスケットボールチーム。2005年に発足後、2011～12シーズンか
らのbjリーグ新規参入が決定。2019～20シーズンに2年連続2回目のB2中地区
優勝を果たし、2020～21シーズンにB1リーグへ昇格。
クラブ理念は長野県（信州）全域をバスケの街＝ウォリアーズタウン化することを目
標に、（１）地域活性化、（２）スポーツ文化の創造、（３）バスケットボールの普及・繁
栄の３つの活動理念の基、バスケットボールを通じて信州をもっと元気にする。

●公式ＷＥＢサイト／https://www.b-warriors.net/

信州ブレイブウォリアーズにぜひご注目ください！

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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 「第6回 高校生が描く 
 『明日の農業コンテスト』」作品募集中！

公益財団法人セディア財団が「第6回 高校生が描く『明日の農業コ
ンテスト』」の作品募集を開始しました。このコンテストでは、全国の農業
高校に通う高校生の皆さんから、明るい未来を想像し「わたしはこんな
方法で農業を元気にする」というテーマでアイデアを募集しています。

第6回を迎え、農業高校関係者の方々には知名度の高いコンテストと
なりました。応募締切は、2022年4月15日。セディア財団賞（最優秀賞・金
賞）受賞者は最先端農業を学ぶ旅へご招待いたします。
※新型コロナウイルス感染拡大状況によって副賞内容が変更になる可能性があります。

第5回のコンテストでは、全国から547点もの作品が集まりました。受賞
者一覧はセディア財団ホームページに掲載しております。

●公益財団法人セディア財団ホームページ
https : //www.sedia-found.org

多数のご応募をお待ちしております

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


