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　2014 年の創業 40 周年の際、「知的資
産経営報告書」を作成致しました。

　あれから 3 年。我々を取り巻く環境
は目まぐるしく、激しくうねりをあげて
います。変革の潮の目は大きくなってき
ています。

　そんな時代だからこそ、今一度、知的
資産を見つめ直し、先人の知恵を学び、
継承していく必要があります。

　過去から現在をつむぎ、その先の未来
を目指し、一丸となって進んで参ります。

サナダグループ 代表取締役社長

はじめに0
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サナダグループは、日本のものづくりを進歩発展させ、
MADE IN JAPAN の品質と想いを世界に発信し、

世界のお客様に喜びを提供する。

ものづくりを通じて働く場の拡充を図り、
地域社会の発展に貢献する。

共に働く仲間と幸せを分かち合い、
取引先・顧客と喜びを共有することを追求する。

「やったらええがなスピリット」を大切に
しなやかな発想力と人・物・環境の継続性をそなえた会社を目指します。

経営理念1
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会 長 語 録

　創業者である先代眞田達雄は、サナダ精工を創業する以前、

船場の金物店で営業職に就いていた。8 年ものあいだ、北海

道から九州まで日本中を飛び回る日々だった。

　しかし、将来のビジョンを築き始めた時、親族の会社であ

る池田プラスチックに移る事を決意する。池田プラスチックで

は名古屋と東京を中心に営業活動を行い、のちにお世話にな

る小尻商店さんのほか、たくさんのご縁が生まれた時期でも

あった。

池田プラスチックに転職後、初めて東京へ向かう時は始発の

新幹線に飛び乗った。夜明けが印象的な出発だった。

　その後、1974 年 36 歳で独立を決意。父が鉄線を取り扱っ

ていた事もあり、鉄線にビニール被膜を施したハンガーの製

造販売を開始した。当時はまだ 100 円均一ショップはなかっ

たが、100 円の商品が売れていると聞きここにターゲットを定

めた。知恵と工夫にアイデアを加え、他とは違う付加価値の

高い製品を提供する。サナダグループの独自性はここが出発

点である。

　このハンガーをご縁のあった販売先に紹介したところ、好

評を博しどんどん売上が伸びた。

　「モノづくりは行程を端折って如何に原価を安くするかがポ

イントである。」

　その後、清風ハンガーと言う製品がヒットし（ピンチにハン

ガーを付けたもの）、さらにそのアイデアから赤ちゃん用おむ

つ干しテルテルハンガーを作った。

　当時、金型を作れるだけの資金はあったが、大規模な工場

は建てずに、生産や後加工は倉庫を持ち在庫を置いてもらえ

る内職業者や外部工場にお願いしていた。専門は専門家にお

願いする事が無駄を省く事になるという考えからであった。

　1978 年には紡 績工場を購入し、倉庫兼 工場を建てた。

100 円の商品だけで商いを行うリスクを回避するためだった

が、これが事業拡大のきっかけとなった。

　その後、前述の赤ちゃん用おむつ干しテルテルハンガーが大

ヒットし今の基盤となる。生産数を増やすため、近県の刑務

所（当時は、大阪、滋賀、高松、加古川、京都、神戸）にも

生産を依頼した。刑務所とのご縁は 35 年以上になるとのこと。

　その後、紙おむつが普及しはじめた頃、ハンガーだけでは

売上が下がることを予見し、パレードフックや洗濯物の延長

でカケカケシリーズを出した。これが 1980 年の事である。

　「時代の動きを見て転換する速さ、その時に次の商材を準備

しておくことが大切だ。」

　この頃から現在も販売を続けているロングセラー商品がたく

さん出始めた。販売方法にも工夫を加え、小売店が売りやす

いセット販売や、50 組を一つの箱に入れての納品。さらに列

車のようなネーミングなどさまざまな工夫を凝らした。

　また東京では、はとバスに乗りどこに金物屋があるかを調

査し、そのあと自転車を借りて営業していた。営業活動の際

も効率を考えていた。

　問題や課題もたくさんあったが、多くの方々の助けによって

解決してきた。専門は専門家に頼む事で解決が早くなる。こ

ういったこともすべて金型や製造、販売にかかわらず、ご縁の

あった方々との関係を大切にしてきた結果であった。

　現在、不動技研では家庭収納物と貿易を、不動化学では

家庭用品の消耗雑貨品（インソール、ヌメリ取りなど）を扱い

棲み分けをしている。

　2004 年に現在の場所に移り、創業から 30 年掛かってやっ

と会社らしい会社になった。

　サナダ精工は、 1974 年（ 昭和 49 年 ）5 月に
クリーニングのハンガーづくりから始まった。

人間は困らんとあかん。考える前に動かなあかん。

常に考えなあかん。釣りしながら船の上で考える。自分の動きに考えがついてこなあかん。

1・2・1・2の人生。人の先を行かなあかん。

合理的に、端折らなあかん。時短＝スピードや。少しの工夫で人と違うものを作ることや。

仕事もプライベートも一生懸命に、真剣にするのが大切。

何事もチャレンジ。やったらええねん。失敗を恐れず、何事にも興味を持つこと。

竹は節があって丈夫に育つ。人間も節があるから成長できる。節を持つ事や。

コミュニケーションは大事やで。チャンスは逃さず掴め。

いつも笑って仕事をしなさい。いつも笑顔で上向きの気持ちでいたほうが良い。

社員一人ひとりが潤えるように頑張ろう。

人間は困らんとあかん。

サナダの原点
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経営理念

沿革

1
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プラスチック製 生活雑貨の
企画・製造・販売

量販店
※ウェブサイトにて直接販売あり

276

約 99%

日用品・消耗雑貨の
企画・製造・販売

100円均一ショップ
量販店

251

約 70%

プラスチック製 生活雑貨の
企画・製造・販売

主な取扱店

アイテム数

日本製比率

主な取扱店

アイテム数

日本製比率

暮らしに欠かせない
便利な必需品

安心安全で
確かな品質

「ちょっと良い」を
暮らしに

事業概要2
サナダグループは、生活でのちょっとした困りごとを解消する

知恵と工夫が詰まったものづくりに取り組んでいます。

サナダ精工株式会社は、小型プラスチック製の生活雑貨
不動技研株式会社は、大型プラスチック製の生活雑貨
不動化学株式会社は、ケミカル製の日用品・消耗雑貨　

それぞれの分野のものづくりを通じて、
幸せを共有できる企業を目指します。
　そして１００年後のビジョンである

「ライフスタイルデザイン企業」を目指します。

※ 2017年現在

100円均一ショップ

516

約 95%

主な取扱店

アイテム数

日本製比率
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私たちサナダグループはお客様の「困った」の解決や、

「あったらいいな」を実現することで

「愛される商品づくり」を実践し続けてきました。

お客様の声に耳を傾け、

環境への配慮など様々な課題に立ち向かっています。

私たちの製品に多くのロングセラーが存在するのは、

私たちの「お客様に喜んでもらいたい」という思いが

伝わった証だと信じています。

愛されるプラスチック3
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サナダグループを支える人々の輪
　サナダグループの強みは、沢山のアイ

デアと美しく使いやすいデザイン、そし

て3Dプリンターを駆使した開発から発

売までの早さです。

　多くの協力会社からのサポートがある

からこそ、このようなものづくりを続け

ることができています。
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サナダグループでは、
人材育成に対して
積極的に取り組んでいます。
社員からの資格取得希望に対し、
外部研修参加の費用補助や
社内セミナー実施等、
様々な自己啓発支援を行っています。

8

知的資産4
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各社のキャラクターは、皆様に愛され、ビジョンや理念を分かりやすく伝え、
消費者とよりコミュニケーションをとる目的で生まれました。

　サナダグループではさまざまな社内プロ
ジェクトを運営しています。組織活性化の
ためのプロジェクトや物流のプロを交えて
の出荷 2 倍増プロジェクトのほか、従業員
が講師となり知識を共有するセミナープロ
ジェクトなどがあります。
　どのプロジェクトも役職者と共に若手従
業員が活躍しており、人材育成の場にも
なっています。
そのほか、社内へのさまざまな広報を行う

「サナダ新聞」も発行されています。社内
のニュースや従業員へのインタビュー、4
コマ漫画などが掲載されています。

( 1 ) 人的資産

社内プロジェクト

マインド共有

社内広報紙「サナダ新聞」第 6 号
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どんなに技術が進歩しても、どれだけ素晴らしい製品ができあがっても、それらを扱うの
は「ヒト」なのです。私たちは常に学ぶ喜びを忘れない会社でありたいと考えています。

人材の育成のため、外部研修への参加の推奨と、従業員
による社内セミナーを実施。内容は多岐にわたり、ビジ
ネスマナーや Excel 講習、そのほか英語力向上セミナー
やビジネス文章セミナーを実施しています。

資格取得にあたり費用の一部、または全額負担を行って
います。そのほか、資格手当の支給などのサポートも行
なっています。

それぞれの職種に応じて、適切な教育制度の設計を目標
としています。現在は一部の職種について個人ごとの育
成計画の策定、実施をしています。

知識の共有

資格取得支援

教育の将来構想

知的資産 (1) 人的資産　/　教育4

社内 OJT
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産前・産後休暇、及び育児休暇について利用実績有
り。会社復帰後も画一的な時短勤務ではなく、家族
の体調等に応じて臨機応変な勤務を実現しています。

従業員とその家族を守る
サナダグループは終身雇用を目指しています。会社
負担による生命保険の加入や、ケガや病気などによ
り働くことができなくなった場合、65 歳まで毎月
保険金を受け取る事ができる就労不能保険の加入な
ど、従業員を守るための制度設計を行っています。

定年退職後の生活も豊かに
サナダグループでは退職金制度を会社負担のもと、
大きく 3 つの仕組みで運営しています。1 つ目は中
小企業退職金共済、２つ目は確定拠出年金制度の利
用。最後に定年退職加算を実施しており、一部の制
度は受け取りまでの運用方法や受け取り方法も従業
員に委ねられています。

私たちは社員一人ひとりを大切に考えています。折角のご縁で
仲間になった社員は定年まで、そして定年後も安心して暮らせ
るように。福利厚生の制度はそんな思いをカタチにしています。

産 休・育 休・介 護 休 暇

福 利 厚 生

社内は風通しが良く、いつでも誰かに相談やアドバ
イスができる雰囲気で、常に活発なコミュニケー
ションが行われています。また、従業員それぞれに
自身のスケジュール管理を任せており、ワークライ
フバランスの取れた働き方を実現しています。

サナダグループ：8.3 日
（付与後 2 年経過した失効有給は買取を実施）

風　土

1 人当たり平均年間有給使用日数

( 1 ) 人的資産　/　社風

2017年度新入社員



12

2017年全体会議

スケジュール管理は個人に任
せられているので、プライベー
トを大切にしながら、ものづ
くりに集中できる職場です。

2015 年入社
営業部 商品企画 G

深尾 こころ

入社後、お客様への訪問は上
司に同行をしてもらえるので、
ゆっくり仕事を覚えることがで
き安心して働けます。

2015 年入社
営業部 西日本エリア(大阪 )

山本 瑞希
自分の手で作った製品が 100
円均一ショップに並んでいる
のはいつ見ても嬉しいです。

2005 年入社
生産商品部 品質管理 G

東浦 幹也

100 名を超えるパート従業員
と連携して業務を進める一体
感は、大きなやりがいです。

2014 年入社
生産商品部 物流 G

岩田 拓馬

有給休暇や半日有給休暇も取
得しやすく、長く働くことが
できます。

2002 年入社
生産商品部 物流 G

高江洲 康子

知的資産4 ( 1 ) 人的資産　/　勤続年数・社員の声

11 年 35 年平 均 勤 続 年 数 永 年 勤 続 年 数

社内はいつも盛んにコミュニケーションが行われており、たくさんの電話の音とも相まって賑やか
な職場です。部署や役職に関わらず、意見をしっかり出し合い、話し合える環境や関係性が自慢です。

※ 2017年現在
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サナダ会

社員研修旅行

サナダーズ

サナダグループには 192 人の従業員が在籍しています。

18 歳の若手から 64 歳のベテランまで、幅広い年齢層

の従業員が連携し業務を行っています。また、社外では

従業員が主導して野球やゴルフなどを楽しんでいます。

( 1 ) 人的資産　/　社外活動
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コミュニケーションを活発に行うことで、社内での情報共有・マ

インド共有を大切にし、ものづくりに向き合う姿勢や使命感を

共有。組織の仕事を円滑化し、迅速な対応を可能にしています。

知的資産4 (2) 組織資産・情報共有

営業会議

品質管理 MTG
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　自動ラベラー機を導入し、ラベル貼りを手作業
から自動化にしたことでロスが解消され、成型サ
イクル時間 * を短縮することができました。
　導入後は生産個数が大幅に増え、さらに成型機
2 〜 3 台を 1 名の作業員で補えるようになり、作
業効率アップに繋がりました。

* 本製品の品質基準を満たすために必要な時間

国産の原料を使用しているため、
安心・安全な品質で、安定した供給を実現しています。

工場自動化　自動ラベラー機

(3) 製造資本

例示：ニュー D 型 洗桶

成型サイクル時間 24時間の生産個数

PP
三社直接取引

（ナフサリンク制）

サンアロマー株式会社
株式会社プライムポリマー

日本ポリプロ株式会社

ポリプロピレン

PS PE
旭化成株式会社

ポリスチレン ポリエチレン

東洋スチレン株式会社

国 内 原 料
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⬆チラー冷却水装置を導入することによって、成型
サイクル時間を短縮できた製品は、Ａ４深型バスケッ
ト、ニューＤ型洗桶、ニュー手付ざるボールです。
これらの製品は、生産効率を大きくアップすること
ができました。
　また、装置を導入したことで、不良ロス率の低減
に繋がったことが一番の効果です。

　従来、オートカラー装置 * は成型機上部に設置
していたため、マスターバッチ ( 樹脂用着色剤 )
の補給は社員が成型機に登り行なっていました。
そのため、落下する危険がありました。
　危険を回避するため、オートカラー装置を新規
導入し、地面に設置することで、生産を安全に行
うことができるようになりました。

* 原料とマスターバッチを拡散する装置

工場生産効率 UP  チラー冷却水装置

安全生産管理

知的資産4 (3) 製造資本　/　生産性向上の取組 1
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2倍出荷増プロジェクト

(3) 製造資本　/　生産性向上の取組 2

レイアウト変更による動線短縮

検品・箱詰め工程の改善

補充工程の改善

■出荷効率の改善
顧客別配置とピッキングエリアの商品在庫の圧縮

■手待ち時間の削減
セルフレーン（検品から封函まで完全一人作業）の設置

■新補充システムの導入

■動線の短縮 1
複数件を同時に処理するマルチピッキング実現

■新たなシステムの研究
ピッキング時に検品することで検品工程自体を廃止する

■見直しと研究
ケース保管フロアでの在庫水準の見直しと、
保管効率の良い什器の研究

■動線の短縮 2
ケース流動ラックやキャスター付きラック等の新たな什器導入

■作業削減の工夫
ダンボール箱の開閉動作、開梱・廃棄作業を削減する工夫

■箱数の削減
箱数予測値を使った出荷効率の改善

■商品ロケーション表示の実現
不慣れな作業者でも商品の位置が分かる表示

物流倉庫において課題となるのが、作業の多くを占めるピッキングの効率化です。
この課題に対し、新たなアプローチで課題解決に取り組んでいます。

新補充システムによるピッキングエリアの在庫削減と、
補充コストの削減を両立

分　野 内　容 進 捗 状 況

レイアウト変更による
動線短縮

フローラック導入 意思決定段階
 マルチピッキング テスト段階

レイアウト変更 一部フロアで実行
検品・箱詰め工程の改善 セルフレーン テスト段階

補充工程の改善 新補充システム導入 一部フロアで稼働
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サナダ精工

アレンジシリーズ

クッションインソール

ハイヒールちりとり

ニュースキャスター

不動技研

不動化学
スマートワゴンシリーズ

スーパーヌメリカット

サナダグループでは、発売から 10 年以上経過してもなお
愛され続けている商品がたくさんあります。
これからもお客様の生活に長く寄り添える

ものづくりを続けていきます。

知的資産4 (3) 製造資本　/　ロングライフモデル

ロングライフモデル
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お客様にサナダグループの商品を知っていただく場として、「ショールーム」をサナダ精工本社に設けました。
また、未来思考で話せる場として「フューチャーセンター」を東京に設置しました。

不動技研　会議室

フューチャーセンター

サナダ精工　本社 3F　ショールーム

(4) 社内環境整備
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知的資産4 (5) 関係資産　/　協力会社

高品質な製品を企画・製造し、

迅速にお客様のもとへお届けするため、

業務を委託している協力会社 ( パートナー ) の数は

30 社以上に及びます。

中には創業以来 40 年以上を

共に歩んできたパートナー企業もあります。

また、専属契約を結び、

サナダグループの基幹業務に携わる金型製作会社、

デザイン会社もあります。

私たちサナダグループが

40 年以上事業を続けてくることができたのは、

こうしたパートナーのおかげに他なりません。

ひたむきに新製品開発を行い、

24 時間生産工場を稼働し、

日本中を駆け回りお客様へ商品を運ぶ。

私たちだけでは実現しなかった、

新しい事業のカタチです。

協力会社との高い信頼関係
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2017年 雑貨EXPO

2017年 ドラッグストアショー

私たちが作った商品を、多くのお客様に使っていただきたい。そんな思いでものづくりに取り組んでい
ます。販売店様のフィードバックは、新製品の開発に反映させています。展示会では、企画段階の製品
などを参考出品し、お客様の様々な意見も考慮し、生活に役立つものづくりを行なっています。また、
Facebook や Instagram、ブログなどを活用し、会社を知っていただくための情報発信をしています。

(5) 関係資産　/　情報発信
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経営計画5

日本には資源がありません。

我々には限りあるものを

さらに価値のあるものに作り上げる能力があります。

それが日本のものづくりの原点です。

その在り方、やり方にさらに磨きをかけ、

ものだけではなくものづくりに対する想いを

世界に発信していくことが

サナダグループの使命なのです。

我々は生活に密着した商品を企画販売しています。

商品はシンプルですが、

多くの企業や人々との関わりの中から作られています。

日本でものを作るということは

雇用を拡充し、安心して働ける

職場環境の充実につながるのです。

仲間との語らい、取引先との共存、

顧客との喜びの共有を図りながら、

三方良し（買い手良し、売り手良し、世間良し）の考えで

世の中のお役に立てる企業を目指します。



10 年ビジョン

グローバルニッチなものづくり企業
国内で見ると小さな市場でも、

世界に目を向けると大きな市場になります。
これからは世界に向けたものづくりを展開します。

人と情報が集まりやすい環境づくり
人が集まる場所、情報が集まる場所を設置します。

気軽に立ち寄れるものづくりLABO の設置
大学生のアイデアを活かす産学連携の実施

30 年ビジョン

ものづくり企業からものがたり企業へ
~ Long life navigation ~

自分の仕事や商品・サービスを人に語れる企業になります。

100 年ビジョン

ライフスタイルデザイン企業
「MADE IN SANADA」を世界へ発信し、

人々のライフスタイルに潤いと快適さを提供し、
従業員、仕入れ先、顧客と喜びを共有できる企業になります。
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英 文 社 名　Sanada Seiko Co.,Ltd. 
創業 / 設立 　1974 年 5 月 / 1977 年 4 月 
資　本　金　3,000 万円 
代　表　者 　代表取締役社長　眞田 和義 
従 業 員 数　145 人 

所在地 
東日本エリア

【 フューチャーセンター ( 東京 ) 】
〒121-0813　 東京都足立区竹ノ塚 6-21-1
　　　　　　   ライズビル 201
TEL：03-5851-8718　FAX：03-5851-9718

【 新 潟 】
〒959-1289　 新潟県燕市東太田6868-3 　 
TEL：0256-64-3151　FAX：0256-64-3151

西日本エリア
【 大阪本社 / 配送センター 】
〒585-0041　大阪府南河内郡千早赤阪村水分410-9 　 
TEL：0721-72-0200　FAX：0721-72-0250   

【 福 岡 】 
〒815-0035　 福岡県福岡市南区向野 1-19-10
　　　　　　   HIZUKURI1 101 号 　 
TEL：092-542-2245　FAX：092-542-2246

事業内容：プラスチック製品の企画・製造・販売
主要品目：家庭用品、ノベルティ、ギフト 
取引銀行：
　三菱東京 UFJ 銀行　河内長野支店
　りそな銀行　堺東支店
　南都銀行　河内長野支店 

主要取引先 （順不同） ：
　株式会社キャンドゥ
　株式会社セリア
　株式会社泉州
　株式会社大創産業
　株式会社ヤマニ物産
　株式会社ワッツ　他

企業概要6
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設　　　立 　1985 年 12 月
資　本　金　1000 万円
代　表　者 　代表取締役社長　眞田 和義  
従 業 員 数　40 人

所在地
東日本エリア

【 フューチャーセンター ( 東京 ) 】
〒121-0813　 東京都足立区竹ノ塚 6-21-1
　　　　　　   ライズビル 201
TEL：03-5851-8718　FAX：03-5851-9718

【 新 潟 】
〒959-1289　 新潟県燕市東太田6868-3 　 
TEL：0256-64-3151　FAX：0256-64-3151

西日本エリア
【 大阪本社 / 配送センター 】
〒 585-0053　大阪府南河内郡千早赤阪村小吹 2-1
TEL：0721-72-1760　FAX：0721-72-1757

【 福 岡 】 
〒815-0035　 福岡県福岡市南区向野 1-19-10
　　　　　　   HIZUKURI1 101 号 　 
TEL：092-542-2245　FAX：092-542-2246

事業内容：プラスチック製品の企画・製造・販売 
主要品目：家庭用品、ノベルティ、ギフト  

設　　　立　1988 年 6 月
資　本　金　1000 万円
代　表　者 　代表取締役社長　眞田 和義 
従 業 員 数　 7 名

所在地
〒 585-0053　大阪府南河内郡千早赤阪村小吹3-1 
TEL：0721-70-2244　 FAX：0721-70-2210

事業内容：日用品消耗雑貨 企画・製造・販売
取引銀行：
　三菱東京 UFJ 銀行　河内長野支店 
　りそな銀行　堺東支店
　南都銀行　河内長野支店
主要取引先（順不同）：
　菊屋株式会社
　株式会社友和　他

取引銀行：
　三菱東京 UFJ 銀行　河内長野支店 
　りそな銀行　堺東支店
主要取引先（順不同）：
　菊屋株式会社
　中山福株式会社
　株式会社ヒメプラ
　株式会社藤栄　他




