運ぶのは︑
商品︒
お届けするのは︑
確かさという

価値︒

Servic e & E ngineering Dialogue System

セディアシステムは、
セディアグループがお届けする
サービスと技術とネットワーク、
そのすべての品質と信頼の証（ブランド）
です。

水と住まいの事業 事業案 内
〒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 TEL:03-3549-3077 FAX:03-5565-6376

https://www.sedia-system.co.jp
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ナンバーワンの広がりと、
オンリーワンのつながりの深さ。
私たちのネットワークのチカラです。

全国どの地域のお客さまにも、
変わらぬ品質とサービスをお届けしています。
創業以来、渡辺パイプはお客さま一人ひとりとの信頼をつなげて、
業界のナンバーワン企業に成長しました。現在もこのネットワーク力を活かして、
すべてのお客さまのご期待に応えられるように努力を重ねています。
いま、私たちがお伝えしたいのは、ナンバーワンのスケールメリットを強みに
お客さまを全力でバックアップしていること。
全国どの地域のお客さまにも、変わらない品質・商品に付加価値というサービスを
添えてお届けしています。

80,000

お客さま

私たちは創 業 以 来、
「す べてはお客さまのために」
を合い言 葉に、
お客さまの工事を全力でバックアップしてきました。
そして一人ひとりの
お客さまとの関係を育んで、全国のライフラインの整備に携わるお客さ
ま、家づくりに携わるお客さまから厚い信頼をいただいています。

3,000
私たちの商品供給力の高さは、
メーカーさまや協力企業さまとの信頼
で結ばれたネットワークから生まれています。効果と成果を共有するた
めに、緻密な商品発注や納品管理を徹底し、
そのつながりを商品供
給力に活かしています。

550
全国のお客さま一人ひとりにオンリーワンのサービスをお届
けする。その結果、営業拠点は拡がりつづけています。そし
て、本社・支店・サービスセンターを情報ネットワーク
でつなぎ、全国どの地域のお客さまにも、
最新の情報やサービスを迅速
にお届けしています。

あらゆる資材をワンストップでお届けしています。

One Stop
Solution
Company

管材・住設・建材・電 材がすべて揃います。
調理器具

1

STOP

電 材

空調機

太陽光パネル

水 まわり機 器

衛生機器

管 材

土 木

エクステリア

給湯機器

消 防 設 備

建 材

工 具

ワンストップ

業界オンリーワン
全国550ヵ所を超えるサービスセンターから
管工機材、住設機器、建築資材、電設資材
など、住まいに関わる資材をワンストップで
お届けいたします。

3,000 社を超えるメーカーとの 確 か な協力体 制。その成果をお客さま へ。

※メーカー名は50音順です。

住設

サービスセンター

.1のワンストップ・
業界No
ソリューション・サプライヤー︒
お問い合わせ一つですべての
住宅 関 連 商 品が揃います︒

サービスセンター

商 品に安 心の
サービスを添えて︑
ジャストインタイムで
お届けいたしま す︒

水工

必要なときに。

構造材から住設機器まで。

必要なときに、必要な場所へ、必要な量だけ
お届けしています。

建 築に関わるあらゆる商 材をご提 供 。
施 工のニーズにもお応えしています。

付 加 価 値を 添えて。

最 新 資 料などもいち早く。

付加価値の高いサービスとソリューションを
商品に添えて、お届けしています。

主要メーカーとのオンライン化を実現。
最新資料やプレゼン資料をいち早くお届けします。

総合力でバックアップ。

ご要望に合わせてアッセンブル。

「商品」
「ネットワーク」
「 配送」
から生まれる
総合力で、お客さまをバックアップいたします。

国内外のメーカー製品をお客さまのご要望に
合わせアッセンブルしてご提案いたします。

水工

水工
土木

電工

住設

設備

土木

電工

住設

設備

電工

サービスセンター

ビルや住 宅の
電 気 設 備に関わる商 材を
必 要なときに︑必 要な場 所へ
お届けいたします︒

サービスセンター

あらゆる規 模・種 別の
設 備 工 事 部 材も
渡 辺パイプが︑
迅 速にお届けいたします︒

設備

あらゆる設備工事に対応。

弱 電 から重 電まで 。

給 排 水・空 調をはじめ、あらゆる種別の
設 備 工 事に対 応しています。

電球やケーブルはもちろん、防災、
セキュリティー
などの安 心に関する商 品もお届けいたします。

何より納 期を厳 守 。

納 期 にきっちりお 届け 。

スムーズに工事をしていただけるよう、
商品は納期にきっちりお届けします。

ご注文いただいた商品は、納期に
きっちりお届けいたします。

総合力でバックアップ。

電気設備はすべてお任せ。

渡辺パイプならではの
「商品力」
「ネットワーク力」
「配送力」
で、お客さまの工事をバックアップいたします。

設計の段階からいろいろな
ご提案をしています。

水工
土木

電工

水工
住設

設備

土木

電工

住設

設備

グループ会社

サービスセンター

上下水道 資 材の
エキスパートが︑
きっちりお応えして
工事を支 援いたします︒

土木

専門分野のエキスパートが、
お客さまの工事を全力で
サポートします。
渡辺パイプには、技術や情報に特化したグループ会社があります。
「すべてはお客さまのために」
を合い言葉に、
さまざまな専門分野のグループ会社とのネットワークから生まれる
質の高いサポートをお客さまへお届けしています。

グループ会 社との確かな連携で
質の高いサポートをお客さまへ。
グ ル ー プ 会 社

渡辺パイプ沖縄株式会社

〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山1688
沖縄県で管工機材・住宅設備機器・土木資材の販売を行って
います。

株式会社ツギテの三共

〒047-0032 北海道小樽市稲穂4-1-1
北海道小樽市を中心に、管工機材・住宅設備機器・土木資材
の販売を行っています。

確かな商品の品揃え。
上下水道資材に関する確かな商品を
きっちり品揃えしています。

ヤナギ管材株式会社

〒344-0063 埼玉県春日部市緑町3-1-55
埼玉県春日部市を中心に、
管工機材・空調資材・住宅設備機器・
土木資材の販売を行っています。

株式会社鶴岡屋

〒959-3132 新潟県村上市坂町3589

納 期 にきっちりお 届け 。
ご注文いただいた商品は、納期に
きっちりお届けしています。

新潟県を中心に、建材資材の販売や床工事の請負を行ってい
ます。

中村機械工具株式会社

〒510-0064 三重県四日市市新正3-7-38
三重県四日市市に本社を置き、機械工具・配管機材・機械等の
販売を行っています。

お返事は迅速に。
お問い合わせには、迅速に、的確に
お応えしています。

千成産業株式会社

〒571-0041 大阪府門真市柳町15-1
大 阪 府 門 真 市に本 社を置き、住 宅 設 備 機 器の販 売および
リフォーム工事を行っています。

株式会社大成商会

〒531-0041 大阪府大阪市北区天神橋8-9-13
大阪府大阪市に本社を置き、
電設資材・電気機械器具の販売を
行っています。

水工

大野バルブ産業株式会社

〒737-0821 広島県呉市三条3-1-13

土木

住設

広島県呉市に本社を置き、管工機材、住宅関連商材の販売を
行っています。

平和テクノ株式会社

〒753-0074 山口県山口市中央4-4-10
山口県山口市に本社を置き、
電設資材・電気機械器具の販売を行
っています。

台灣渡邊建材股份有限公司

〒11070 台北市信義區基隆路一段141號
新寶信義大樓 7樓之4
台湾の現地法人として、
住宅関連商材の販売を行っています。

株式会社WATER WORKS

〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-4-7
水まわりの修理やメンテナンスサービスを提供する専門会社です。

株式会社ワークサポート

〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-4-7
建設業界における
「建設作業」
「事務作業」
「営業」
を総合的に支
援しています。工具からユニフォームまで、
幅広いサービスをお届け
しています。

株式会社プロスパー

〒455-0886 愛知県名古屋市港区東蟹田1418-2
愛知県名古屋市に本社を置き、
電材資材の加工を行っています。

パイプシステム工業株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル3階
給排水設備加工を専門に、
プレカットから水栓等のパッキングまで
利便性の高いサービスを提供。給排水設備部材加工のISO9001
認証も取得しています。

株式会社セディアトランスポート

〒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
当社の物流・運送業を専門に行っています。

株式会社セディアC&P

〒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
コールセンターの運営を行っています。

電工

設備

配送＆
サービス
納期こそビジネスのすべてです。
きっちりお届けいたします。
商品も、
そしてサービスも。

全国どこへでも
価値の高いサービスを。
「納期こそビジネスのすべて」
を
実践しています。
必要なときに必要な資材をタイムリーにお届けするため全国
550カ所以上にサービスセンターを配置。迅速な配送を実現す
るために3,000台以上の配送車を配備。
さらにお客さまが必要
とされる商品は、サービスセンターにきちんと在庫しています。そ
れらの商品を迅速に、的確に揃えてお届けいたします。

便利なサービスの数々。
その一部をご紹介いたします。
セディアネットワークカードアプリ

S E D I AカスタマーWE B

セディア・コネクト

アプリでご本人さま確認が行えるため、
どこのサ
ービスセンターでも、いつもの価格で商品をスピ
ーディーにお引き取りいただけます。また、引き
取り回数に応じてうれしい景品をプレゼント！

見積りや納期をお客さまのPC・タブレット
などでご確認いただけるWEBサービスで
す。見積りを基にした商品の発注や納材
管理、配送予定確認も可能になります。ま
た、過去一年分の取引・納品データをダウ
ンロードすることが可能です。

セディア・コネクトでは、80,000社を超えるセディアグループのネ
ットワークから、元請けさまの工事にピッタリの工事店さまをマッ
チングいたします。また、依頼した工事で万が一の事態があって
も安心。
「セディアコネクト補償」で補償いたします。セディアグ
ループでは、工事に関する保険選びなど、手間がかかることもサ
ポート。損害保険代理店のご紹介サービスもご利用いただけま
す。入会金・年会費は無料でご利用いただけます。

暮らしの延 長 保 証サービス

ホームページ作成サービス

住宅設備機器のメーカー保証期間終了後も、
メーカー保証とほぼ同様の保証を継続するサービスです。

建設業界に精通した専門スタッフがホー
ムページ作成を代行するサービスです。お
問い合わせ獲得や採用活動などで成果を
出すための運用サポートも行っており、お
客さまの経営課題解決のツールとしてご
活用いただいています。

緊急時にもご連絡ください。
タイムリー配送を行っています。
緊急を要するときも、
まずは渡辺パイプへご連絡ください。必要
な商品を必要な場所へ、
タイムリーにお届けしています。商品の
欠品はお仕事に多大な支障をきたします。だからこそ、商品がな
い、困ったというときは、
まずは渡辺パイプへご連絡ください。全
力でお応えいたします。

修理回数
無制限

渡辺パイプのホームページで、全国の配送対応エリアをご確認いただけます。

工賃0円

24h365days
コール受付

◎この他にもいろいろなメニューをご用意しています。

すべてのお客さまの
オンリーワン企業であることを誇りに。
水と住まいは、暮らしに欠かせない大切なもの。
その工事に携わるお客さま

辺パイプの日々の取り組みは、
その自問から始まり、
その答えを行動に変え

必要なときに、
必要な場所へ確実に届けること。
その上でお客さまに便利
だな、
うれしいなと思っていただけるソリューションを開発していくことです。
一言でいえば、
ワンストップ・ソリューション。渡辺パイプに一声かければ、
必要なものがすべて手に入る。渡辺パイプと取引すれば安心だ、
と感じて
いただける信頼関係を築くこと。
そん
な関係一つひとつをつなぎ、私たち
はお客さまのオンリーワン企業である
ことを誇りに、
日々、邁進しています。

渡辺パイプ株式会社

事業概要
会社名

渡辺パイプ株式会社

本

〒104-0045

社

配管材、バルブ類、ポンプ、衛生器具、給排水金具ほか

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
Tel.03（3549）3111（代）
創

業

事業内容 【管工機材の販売】

1953年12月8日

【住宅設備機器の販売】
住設機器、空調機器、厨房機器、給湯機器、照明ほか

【建材の販売】
内装建材、床材、
エクステリア、屋根・外装材ほか

代表者

代表取締役社長

資本金

100億9,918万4千円

渡辺 圭祐

【電設資材の販売】
電気工事材料、電線、照明器具、配電機器ほか

必 要な商 品を︑必 要なときに︑
必 要な場 所へ︑
ワンストップで︒
期 待に応えるソリューションを
添えてお届けいたします︒

てお客さまをバックアップすることにあります。お客さまが必要とする商品を、

ぜひ︑
お声を
おかけください︒

のために何ができるのか。何をすれば確かな工事に貢献できるのか。渡

