
湖国で輝く企業を訪ねて

●他社にない優れた技術で、顧客に喜ばれる製品を開発・製造する。

●きちんと利益をあげて、社員やその家族の幸福を実現する。

●ものづくりを通して世間の役に立つような経営を目指す。

本社住所／彦根市野田山町755番１
設　　立／昭和63年
従 業 員／28名
事業内容／樹脂・プラスチックの溶

着・溶接加工による各種配管シス
テムの製造、装置の製造、PVDF
等エンジニアリングプラスチックの
加工等

“One for all, all for one(won)”を 
社名と企業理念に掲げて
　社名はラグビーで有名な“One for all, all for one(won)＝ひとり
はみんなのために、みんなはひとり（勝利）のために”ということばに由
来するもので、これが企業理念にもなっている同社。「いつかビジネス
で独り立ちしたら、後ろに続く人にボールを投げるような生き方をした
いと若い頃から思っていたので、そのまま社名にしました」と、松下隆社
長は社名に込めた想いを語ります。
　23歳で起業してレストラン経営を始めた松下社長は、人材を育てる
ような経営をしたいと製造業に転身することを決意し、昭和63年に前
身となる松下製作所を設立しました。当時、スイスから日本に入ってき
たPVDF（ポリフッ化ビニリデン樹脂）製のパイプに着目、自ら資料を見
ながら溶着や加工を繰り返してマニュアルを作ることからスタートしま
した。

　同社が製造しているのは、システム配管と呼ばれる、配管パーツを組
み合わせた形状の製品で、受注生産で個々のラインに合わせた適切な
設計を行い、大手メーカーが手がけない小ロット、多品種少量生産に
対応しています。
　熱溶着で接合部を一体化するIR溶着やソケット溶着、接合部の盛り
上がりのないビード
レス溶着など、多様な
技術を用いて、PVDF
のほかにもPP（ポリプ
ロピレン）やPE（ポリ
エチレン）、PTFE/PFA

（フッ素 樹 脂）などの
各種樹脂・プラスチッ
クを加工、半導体液晶
産業関連の製造装置

に用いられる配管や、飲料・食品、化学薬品の移送配管などの主力製品
を製造しています。
　ほかにも、現地で切断・溶接などの作業を行うのではなく、設備配管
を事前に工場内で製作し、現場で組み立てるプレハブ配管システム
や、PVDF等のエンジニアリングプラスチックを用いた製品の試作や
加工も行っています。

“人を大事にする経営”で 
女性が活躍しやすい会社を実現
　金属粒子が一粒、パイプに混じっていただけでも大きなトラブルに
つながることから、しっかりした品質管理を行っていくために、平成20
年にクラス６のクリーンルームと準クリーンルームを備えた社屋と工場
を新設し、翌年にはISO9001を認証取得しました。
　顧客によって異なる品質基準に対応するため、全社員に品質管理
を意識づけて、すべての従業員が一人何役もこなせるようにと、事務
職員も手の空いた時には検査や製造を手伝って現場をサポートして
います。
　また、同社ではたくさんの女性社員が活躍していますが、出産や
子育ての期間は他のスタッフがフォローできる体制になっているこ
とから、産休が取りやすく、結婚・出産後も働き続ける女性が増えて
います。

　“人を大事にする経営”を掲げる松下社長は、良い仕事をするために
は、従業員の家庭環境が整っていることが大切で、特に製造業におい
ては、生活態度などがきちんとしているかといった目配りも必要になる
と考えています。
　同社では、社員一人ひとりが目標を設定して、半年ごとに達成度を評
価するほか、会社の経営目標をすべての社員に周知することに努めて
います。毎朝、朝礼を行って、経営理念、経営方針、行動指針を唱和し、
始業前に全員で10分間の掃除を行って仕事をスタートしています。社
員教育では、まず整理・整頓・清掃・清潔・躾・習慣の６Sを徹底して指導
し、昼休みと３時の休憩にも10分間の整頓を行っているため、社内は
隅々まで整理整頓が行き届いています。

ものづくりで社会に貢献し 
社員の幸せを実現する
　難しいものや手間のかかるものなど、自社でしか作れない製品を作

ることで、他社との差別化を図り、きちんと利益を出していきたいと、
同社では新たに自動旋盤装置を購入するなど、設備投資にも積極的に
取り組んでいます。
　「利益が少ないから利益を出すためコストダウンを図るのではなく、
きちんと利益をあげてそのうえで経費削減に取り組み、従業員に還元
できるような経営をしたい。だから値引きはしない」と松下社長。
　とはいえ、利益をあげることを第一の目標に掲げるのではなく、も
のづくりを通して世間の役に立つような企業を目指したいという思い
が、先の企業理念や

「本質にさかのぼ
る」「人間として何
が正しいのかを基
準にする」という経
営理念に貫かれて
います。
　「他社の追随を
許さない高度な技
術で、顧客に喜ば
れる自社製品を開発し、社員の幸福を願う企業を目指します」という経
営方針を掲げて、これからの成長・躍進を目指す同社。「揺るぎない気
持ち、筋を一本通して最後までぶれないことを大切にしたい」という松
下社長のことばが印象に残りました。
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代表取締役　松下　隆氏

企業ポリシー企業データ

ワンフォオール株式会社

　事業承継も含めて、そのための今後
の経営ビジョンを定めようと、信用保
証協会さんの外部専門家派遣制度を活
用して、中小企業診断士と相談しなが
ら経営計画を策定し、計画の方向性や
課題の洗い出しなどに取り組んでいる
ところです。
　10 年以上かかると思いますが、ま
ずは５年計画を策定して着実に経営基
盤を固め、技術力を高めることで、目
標に近づきたいと考えています。
　そして後継者には、ものづくりを通
して世の中の役に立つような経営を行
い、従業員やその家族、まわりにいる
人のために力を尽くせる人間になって
ほしいと思っています。

Message
目標は自社製品を製造できる
メーカーになること
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