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今回お訪ねしたのは、広島市西区にある日本パイプ株式会社です。昭
和44年の創業以来、パイプや継手などの配管資材、住宅機器の販売
を行っています。現在、同社をリードするのは、7年前に先代から経営
をバトンタッチされた青原忠宏社長です。可部街道（国道183号線）
に近い立地を生かし、豊富な商材の中から最適な商品を必要な数量だ
け、リアルタイムで届ける「コンビニ配送」を実施しています。さらに省
エネ環境事業にも取り組み、新たな分野へのチャレンジも進めていま
す。現在、更なる飛躍に向けて社員教育に注力する青原社長に、力強
い抱負をお伺いしました。

かゆいところに手が届く「孫の手」スタイル!
心を込めた営業でニーズをつかむ、
満足度の高いサービスが何よりの強みに

　日本パイプ株式会社の前身は、私の父親である現会

長・青原眞が個人事業として始めた配管資材・住宅機

器卸業です。父はその前にドライクリーニング機の卸会

社に勤務していて、営業マンとして各地を飛び回ってい

ました。しかし、転勤の辞令が出たのをきっかけに、田畑

を守りたいという思いもあって退職。昭和44年に起業し

ました。

　取り扱い品は、ドライクリーニング機の取り扱いで馴

染みがあったパイプなどの配管資材や住宅機器など。

最初は仲間と4、5人で集まって仕事を始めたそうです

が、諸事情があって、父が代表となり今に至っていま

す。

　事務所は当初、広島市中区の白島九軒町にありまし

たが、業務拡張のため2年後に西区三篠北町に移転、

倉庫を併設しました。その社屋も手狭になり、昭和54年

には現在本社を置いている西区大芝に移転。広島市

の南北の幹線である可部街道（旧54号線・現在の国

道183号線）から一本裏筋に入った場所にあり、静かで

交通の便利が良い立地です。配送の基地としては申し

分なく、よい場所を紹介していただけたと、仲介してくだ

さったもみじ銀行さんには今も感謝しています。

ドライクリーニング機械の卸から
独立、配管設備や住宅機器卸業へ

日本パイプ 株式会社

可部街道にほど近い本社ビル。
倉庫や店舗も兼ねている

配管からボイラーまで、幅広い資材を取り扱う
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「義理を利に先んじる」「利便性を高める」のがわが社

の付加価値だと思います。

　大型の取り扱い品としては、空調やポンプ、トイレ、浴

槽などもあるので、オフィスや店舗に加え、老人ホームな

どの施設にも納品をしています。水道、ガス、空調など、

建物設備建設関係のお取引先とは助け合い、情報を

共有してお客さまを紹介しあうことが多いです。こうした

工事は、弊社だけで完結できるわけではありません。義

理を大切に、お付き合いをしていきたいと思います。

　お客さまの利便性向上という意味では、本社倉庫の

ストックを充実させ、オーダーがあった時に必要な量を必

要な時に届ける「コンビニ」のような存在になりたいと考

えています。1トントラックで3ルートを毎日2～3回巡回して

いるので、スピーディな受注・納品対応が可能です。

　配送は、商品知識を持ったスタッフが担当してデリ

バリーしています。商品をただお届けするだけでなく、

「Face To Face」「Hand To Hand」で、直接会話

をすることは非常に大切だと考えます。笑顔で相談に

乗ったり情報提供をして、差別化を図っていきたいと思

います。

　また、店頭でも商品の販売を行っています。少しずつ

近隣の住民の皆さんにも知られるようになり、ふらりと買

いに来てくださるお客さまがいらっしゃいます。「ホーム

センターより品揃えがいい」「相談に乗ってもらえるから

　私が父の後を継いで社長に就任したのは平成17年

のことです。親に強制されたことはなく、自分で何となく

「父の後は、自分がやらないと」と思っていました。子ど

ものころ、父親の営業先についていったことや、母親が

給料袋を開けて現金を数えさせてくれた経験が、営業

とは何か、経営とは何か、金とは何か、考えるきっかけに

なったのかもしれません。

　大学で商業を学んだ後、大阪で修行をしました。弊

社と同じような業種の企業で、いわゆる“丁稚奉公”で

す。その時、「日本パイプの青原さんの息子さんなんだ

ね」と声をかけられることがたびたびありました。「父親

のフィールドを譲ってもらって、仕事をさせてもらってい

るんだな」と感謝することが多かったです。ただ、その

フィールドを掘り起こし、種をまいて育てるのは自分の努

力次第だと教えられました。

　日本パイプはメーカーではないので、品番が同じな

ら、同業他社と同じ規格、品質の商品を販売していま

す。商品そのもので差別化を図ることはできないだけに、

自然と進んだ事業継承
父の足跡に感謝し、努力する
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水まわりの風呂やトイレ、台所設
備なども販売

近隣の住民を中心に、認知度が上がってきた店舗

他社と差をつけるための工夫
「義理」と「地域一番の利便性」

倉庫には常に豊富な
在庫を置く



 

安心」といった声をいただくとうれしいですね。まずは会

社の周囲の皆さんから、信頼される店になりたいと思い

ます。

 

　平成21年、大阪での修行時代の知り合いの紹介が

きっかけで、まったく新しい分野の仕事を手がけること

になりました。それは「省エネガラスコート」の施工です。

窓ガラスにコーティング剤を塗布することで、夏の暑さ

を軽減し、冷房効果が上がって光熱費の削減ができま

す。あるオフィスビルで実験してみると、2～3度は室温

が下がりました。また、従来のフィルムタイプに比べ、導

入コストは3分の1から2分の1と手頃で、耐久性が2倍

と、経費の面から見ても大変にメリットがあり、CO2は約

15%も削減でき、環境保全にも寄与できます。

　紫外線は95%、赤外線は30%以上カットし、日焼けの

心配が減ることや、窓際の室温低下を抑えて結露が少

なくなることもメリット。こうした理由から、オフィスだけでな

くマンションや一戸建てなどご自宅での導入ケースも増

えています。

　省エネガラスコートは広島では日本パイプが唯一の

取り扱い業者であり、マイスター資格を取得した職人が

責任を持って施工まで行っています。省エネや環境に

対する意識が高まる中での業務開始は、マスコミでも大

きく取り上げていただきました。知人の紹介で始めた業

務が、今後、弊社の事業の柱の一つに育っていこうとし

ています。人と人とのつながりは、時に大きな果実をもた

らします。本当に、人の縁とはありがたいものです。

　現在、力を入れているのが人材教育です。心を込め

て、お客さまのかゆい所に手が届く「まごの手」になるた

めには、コミュニケーション力が高く、問題意識を持った

社員を育てなければなりません。そのために、弊社オリジ

ナルの「日報」を作成し、計画通りに仕事ができたかどう

かをチェック。仕事は計画7割、実施1割、反省2割です。

計画と実際の行動との差を振り返り、点数化することに

よって達成感を得られるように工夫。成長をうながして

いきます。また社員を増員し、よりきめ細かく顧客のフォ

ローができる体制づくりを進めています。新人は基礎力

を高め、ベテランはマネジメントができるよう、それぞれが

目標を持って取り組んでいます。

　昨年から毎週1回の営業会議をスタート。営業メン

バーが集まり数字の確認と課題の検討を行うようにな

り、方向性が一つにまとまってきました。毎日、女性5人だ

けのミニミーティングと全員参加の昼礼で業務を確認し

ています。また昼礼で社員

が順番にスピーチする場を

設け、会話力を磨き対話を

活発にしています。これから

の目標は、地域で存在感の

ある会社に育てていくこと。

そのために、さまざまな取り

組みを通じて、社員全員が

一枚岩にまとまり、業務にあ

たれるようにしていきます。

経営理念

経営は心をもって

丁寧かつスピーディに対応
約束を守ることを最優先にする

省エネガラスコートはガラスに塗
布し、冷暖房の効果アップ
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省エネガラスコートで
コスト削減、環境保全を

人と接するときは心を込めて足を運び
仕事をするときは初心を忘れずに積極的に
会話をするときは心をこめて前向きで肯定的な発言を
商品を扱うときは心をこめて丁寧に
いかなるときにも感謝・反省を繰り返し折れない心を

この5つの心をもって関係する全ての人のかゆいところ
に手が届く「まごの手」経営を実践します

迅速で丁寧な配送を実践

※この経営理念を昼礼の時に全員で唱和しています。



朝は6時半ごろに起きて、8時半ごろ
に出社するのが日課です。最近は特
に変わったことはしていませんが、数
年前に「グレープフルーツダイエット」
を断行。朝、夕方はグレープフルーツ
を食べて、なんと2週間で7kg減量! 
最終的に3カ月で77kgから62kgに
体重が落ちて、朝夕、筋トレやストレッ
チを行いキープしています。

< 所 在 地 >
< 創 業 >
< 従 業 員 数 >
< 事 業 概 要 >

企業概要

広島市西区大芝1丁目5-18
昭和44年
15名
配管資材・住宅機器販売卸・
省エネ環境事業

昭和 4 4 年

昭和 4 6 年

昭和 5 4 年
平 成 元 年
平成 1 7 年

平成 2 0 年
平成 2 1 年

企業沿革

広島市白島九軒町5－2にて、青原 眞（現会長）
が配管資材・住宅機器卸販売を個人事業にて創業。
創業資本金400万円。
業務拡張のため広島市西区三篠北町に本社移転。倉
庫と併用。
業務拡張のため本社・倉庫を広島市西区大芝に移転。
資本金を3,049万円に増資。
代表取締役に青原忠宏就任。代表取締役会長に青原
眞就任。
本社事務所・社長室・倉庫を増改築工事。現在に至る。
ECOビジネス倶楽部（東京都台東区）と業務提携。
建物窓ガラスの省エネ・遮熱ガラスコートの販売を開
始。同年、環境省が推進する地球温暖化防止国民運
動「チーム・マイナス6%」に参加。

代表取締役社長

青原 忠宏

男の値打ちをつけること、それが「五
キン力」の強化です。金力、筋力、勤
力、謹力、禁力、この5つを強化する
のです。金力は資金力、筋力は体力、
勤力は心を尽くして働くこと、謹力は
慎む力、禁力は誘惑に打ち勝つ力
…。自分を律しながら、仕事にも励ん
でいきたいと思います。

服を買う時、以前はサイズ重視だった
のですが、ダイエットに成功して以来、
デザインや素材など自由に選べるよう
になりました。50代になっておしゃれ
に目覚め、財布や名刺入れなど、小物
にもこだわるように。ゴルフも飛距離
が出るようになり、スコアも10アップ! 
「まだまだ、私もまんざらじゃない」と自
信もつきました。ダイエットは本当にプ
ラスの効果を生んで
くれます。皆さんもぜ
ひ、チャレンジしてみて
ください。

私の朝時間

好きな言葉

私のお気に入り

社長に
お聞きしました！
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9年前、77kg時代の様子。「ダ
イエットすると人は変わりま
すよ !」


