PRESS RELEASE
2019 年 9 月 11 日

報道関係者各位

〔東北企業支援〕
社長チップス主催

「Charming Chairman’s Club TOUR 2019 in 仙台」
東北の社長が採用・後継者育成・ビジネスマッチングのため自ら発信し
地域活性化に繋げるカンファレンス・懇親会を開催
9 月 18 日（水）・19 日（木）
おやつエンタテイメント製造会社、株式会社 ESSPRIDE（所在地：東京都渋谷区、
代表取締役 CEO：西川 世一 以下 ESSPRIDE）は、2019 年９月 18 日（水）
enspace（宮城県仙台市青葉区）、19 日（木）河北新報社本館ホール
（宮城県仙台市青葉区）にて “令和の愛されるリーダーとは” をテーマに、
「Charming Chairman’s Club TOUR（チャーミング・チェアマンズ・クラブ・ツアー）2019
in 仙台」 を開催します。
ESSPRIDE は全国の社長のカード付きポテトチップスや WEB 掲載をきっかけに企業の採用や
ブランディングを支援する「社長チップス」を展開する中、東北企業の活性化や地元学生の
積極的な採用、後継者育成を後押しすることを目的に、東北企業と密接な関係を築いている
河北新報社と連携し、カンファレンスを開催。東北企業の PR・採用活動を支援します。

エリアパートナー

■「Charming Chairman’s Club TOUR 2019 in 仙台」 開催概要
日時：2019 年 9 月 18 日（水）・19 日（木）16:00～21:00
場所：18 日（水）enspace （〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町 1-4-9）
19 日（木）河北新報社 本館ホール （〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋 1-2-28）

【9 月 18 日（水）】
＜トークセッションテーマ＞
第 1 部： 次世代を惹きつけるオリジナリティ溢れる発信とは
第 2 部： 次世代へ継承したい仙台の伝統と魅力

＜スケジュール＞
16 時～ 受付
16 時 30 分～ 主催者挨拶
16 時 35 分～ Keynote
株式会社千葉ジェッツふなばし
代表取締役会長 島田慎二氏
17 時 15 分～ 休憩
17 時 25 分～ Talk Session
懇親会（21 時終了）

【9 月 19 日（木）】
＜トークセッションテーマ＞
第 1 部：いま仙台に求められているリーダーシップとは
第 2 部：地域に愛されるリーダーとしての組織作り
＜スケジュール＞
16 時～ 受付
16 時 30 分～ 主催者挨拶
16 時 35 分～ Talk Session
17 時 45 分～ 休憩
17 時 55 分～ Talk Session
18 時 20 分～ Presentation
懇親会（21 時終了）

＜参加のお申し込み＞専用申込フォームからご応募ください。
9 月 18 日（水）・19 日（木）カンファレンス＆懇親会（仙台）
申込フォーム http://charming-chairmans-club.com/tour2019/sendai/

報道関係者からのお問い合わせ先
ESSPRIDE 広報室（西川真理子）
TEL：03-3479-3610 MAIL：m.nishikawa@esspride.com
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【登壇者】
■9 月 18 日（水）
【KEYNOTE】
株式会社千葉ジェッツふなばし
代表取締役会長 島田慎二 氏 （千葉）

【Talk Session】
1 部 「次世代を惹きつけるオリジナリティ溢れる発信とは」
株式会社ゼンシン（宮城）
代表取締役
前田忠嗣 氏

株式会社 VISIT 東北（宮城）
代表取締役
齊藤良太 氏

株式会社エンライズコーポレーション（東京）
代表取締役 CEO
吾郷克洋 氏

2 部 「次世代へ継承したい仙台の伝統と魅力」
株式会社サムライアロハ
株式会社仙台買取館（宮城）
代表取締役
櫻井鉄也 氏

株式会社チャレンジドジャパン（宮城）
代表取締役
白石圭太郎 氏

株式会社新澤醸造店（宮城）
代表取締役
新澤巖夫 氏

3 部 「学生が求める、リーダー像」
・現役大学生 2 名
＜オーガナイザー＞
株式会社 ESSPRIDE
代表取締役 CEO 西川世一
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TEL：03-3479-3610 MAIL：m.nishikawa@esspride.com
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■9 月 19 日（木）
【Presentation】
貴凛庁株式会社（宮城）
代表取締役 三井紀代子 氏

株式会社セレクティー（宮城）
代表取締役 畠山明 氏

【Talk Session】
1 部「いま仙台に求められているリーダーシップとは」
有限会社マイティー千葉重（宮城）
代表取締役 千葉大貴 氏

株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケ
ティング（宮城）
代表取締役 COO 津田祐樹 氏

有限会社竹鶏ファーム（宮城）
常務取締役
志村竜生 氏

2 部「地域に愛されるリーダーとしての組織作り」

株式会社システムエイジ（宮城）
専務取締役 赤間太地 氏

3 部「学生が求める、リーダー像」
・現役大学生 2 名

南三陸ホテル観洋（宮城）
女将 阿部憲子 氏

＜ナビゲーター＞
立教大学ビジネススクール
教授 田中道昭 氏

＜オーガナイザー＞
株式会社 ESSPRIDE
代表取締役 CEO 西川世一
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■Charming Chairman’s Club TOUR 2019 とは
社長の地元や地域に根差した経営をする志や姿を未来のリーダーである学生たちに伝えることを目的に、全国各地で行う社長と
学生のカンファレンス。
「令和の愛されるリーダーとは」をテーマに、次世代を惹きつけるリーダー像を地域と絡めながら考えていきます。各開催地では、社
長プレゼンテーションなど社長が自ら発信する場を創出。
またメディアパートナーである『Forbes JAPAN』掲載や、各地の地元メディアでの掲載などを通したブランディング強化により、学生
へアプローチするとともに若い世代と社長同士の交流を促進することで地域活性化の実現を目指しています。
＜Charming Chairman’s Club TOUR2019 特設サイト＞
http://charming-chairmans-club.com/tour2019/

■Charming Chairman’s Club (チャーミング チェアマンズ クラブ) とは
激動の日本経済を支える、数多くの中小企業。そこには、必ず情熱に溢れた社長たちのストーリ
ーがあります。
Charming Chairman’s Club (CCC)は、全国 47 都道府県から魅力ある経営者を発掘し、
事業の功績や人柄を広く世に伝えるとともに、社長同士、社長と未来を担う学生とのインタラクテ
ィブなコミュニケーションの場を創出し、更なる飛躍を応援していくコミュニティです。
今年 4 月に初開催した大会 “Charming Chairman’s Club CHAMPIONSHIP 2019（チャーミング・チェアマンズ・クラブ・
チャンピオンシップ 2019）” では、全国の社長の中からチャーミングな社長 No.1 を大学生が選ぶアワードを実行し、この社長と
一緒に働きたいという観点で BEST100、FINALIST5、そして CHAMPION 社長が選出されました。＜http://charmingchairmans-club.com/championship2019/＞
来年 2020 年 4 月 10 日には第 2 回の開催が決定しています。
■主催 「社長チップス」 とは
「社長チップス」は、全国の社長が所属する社長プロダクション。
社長をカード付きポテトチップスにしたり、社長の人柄や人生が伝わる詳細な情報を WEB 掲載
することにより社長のファンを増やす様々な取り組みを企画しています。
「社長」×「ポテトチップス」という異色の組み合わせから注目を集め、これまでに 500 以上のメデ
ィアに登場。発売開始から約 3 年で 350 名以上の社長が参画しています。
全国の社長を支援することによる地域経済活性化を目指し、社長や学生の交流会、イベント
の開催、メディアコンテンツ制作など、社長のプレゼンテーションプラットフォームとしても様々なコン
テンツを提供しています。

社長チップス公式サイト http://shacho-chips.com/
■会社概要
社名
所在地
代表者
設立年月日
資本金
事業内容
HP

：株式会社 ESSPRIDE（エスプライド）
：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3 丁目 17-11
：代表取締役 CEO 西川 世一
：2005 年 4 月 25 日
：77,500,000 円
：おやつエンタテイメント製造業、社長ブランディング事業
：http://esspride.com/

●ESSPRIDE の事業 「おやつエンタテイメント製造業」 とは
「おやつエンタテイメント」 とは、ESSPRIDE が世の中に発信している独自の概念。
まるで “おやつ” のように人々をハッピーにし、心を歓びで満たすエンタテイメントを様々な形で生み出していきます。
“おやつ” とは食べるお菓子ではなく、音楽やスポーツ、仕事、趣味、ちょっとした息抜きなどの際に心に躍動感や充実感を与えてくれるものすべ
て。嬉しい、楽しい、ワクワクする、愛、幸せ、やすらぎ・・・
人々を惹きつけ互いに手を繋ぎたくなるような「おやつエンタテイメント」となる空間、商品、サービスなどを製造することで、ESSPRIDE は人と人
を、人と企業を、企業と企業を繋げ、世の中に新しい価値を提供できるよう挑戦を続けていきます。

報道関係者からのお問い合わせ先
ESSPRIDE 広報室（西川真理子）
TEL：03-3479-3610 MAIL：m.nishikawa@esspride.com

