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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）は、国内男子プロバスケットボールリーグ B.LEAGUE の 
9 チームの社長カードが袋ポテトチップスに付いた 「B.LEAGUE 9CLUB 社長チップス～バスケット
にたい CEO抱け（大志を抱け）味～」を今月発売、それぞれのチームでも販売が始まりました。 
新しい味が出るごとに、社長（＝CEO）を絡めた味のコンセプトが特徴の 1 つですが、今回は
B.LEAGUEのBに込められた言葉 「Boys, be ambitious（少年よ、大志を抱け）」から発想し、
「バスケットにたい CEO抱け（大志を抱け）味」と表現しています。 
各チームの試合会場で 1袋から販売するほか（そのチームの社長カード 1種類を封入したチップスを
提供するチームと、様々なチームの社長カードが入っているチップスを提供するチームあり）、 
社長チップスのオンラインショップ<https://082shop.thebase.in/>では 1 ケース単位での販売 
（様々なチームの社長カードをランダムで封入）を行います。 
社長チップスは、2016年 4月から始まった、社長を広告塔としてプロデュースする 
社長プロダクションで、全国の社長をカード付きポテトチップスにして採用、ブランディング、PR などに 
活用したり、WEB 掲載やイベント、メディアコンテンツなどをきっかけに多方面に発信、プレゼンテーションしていくことが可能なプラットフォー
ムです。第 1弾 「汗と涙の CEO（塩）味」からはじまり、2019年 2月 「激辛人生スパイ CEO（シーイーオー）味」、5月 「このイ
ンパクトがクセになる 柚子こ CEO（ゆずこしょう）味」と続き、今回 「B.LEAGUE 9CLUB 社長チップス～バスケットにたい CEO抱け
（大志を抱け）味～」の発売となりました。 
スポーツチームといえば注目されてきたのは選手ですが、これまで企業の社長を応援してきた社長チップスではチームの「社長」にスポットを
当て、バスケットで地域を活性化させたいという熱い情熱や使命をもつ社長がカードになり皆さんの手元に届くことで、チームのファンや地
域の人々に親しみを感じていただき、密接に関わっていくコミュニケーションツールとして活用していただくことを目指しています。 
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広島ドラゴンフライズ 
株式会社広島ドラゴンフライズ 
代表取締役社長 
浦 伸嘉 
URA NOBUYOSHI 
→9 月 28 日（土）発売 

熊本ヴォルターズ 
熊本バスケットボール株式会社 
代表取締役社長 
湯之上 聡 
YUNOUE SATOSHI 

千葉ジェッツふなばし 
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 
SHIMADA SHINJI 
→10 月 16 日（水）発売 

プロバスケットボールチームの社長がポテチのカードに! 

社長チップスから 「B
ビー

.LEAGUE
リ ー グ

 9CLUB
ナ イ ン ク ラ ブ

 社長チップス」 新発売!! 

～バスケットにたいCEO
し お

抱け（大志を抱け）味～ 

 「B.LEAGUE 9CLUB 
 社長チップス」パッケージフィルム 

東京エクセレンス 
株式会社 TE・S 
代表取締役 
向井 昇 
MUKAI NOBORU 
9 月 21 日（土）発売 

茨城ロボッツ 
株式会社茨城ロボッツ・スポーツ
エンターテインメント 
代表取締役社長 
山谷 拓志 
YAMAYA TAKASHI 
→9 月 7 日（土）発売 

アースフレンズ東京 Z 
株式会社 GWC 
代表取締役社長 
山野 勝行 
YAMANO KATSUYUKI 
→9 月 28 日（土）発売 

金沢武士団(カナザワサムライズ) 
北陸スポーツ振興協議会 
株式会社 
代表取締役社長 
中野 秀光 
NAKANO HIDEMITSU 
→9 月 14 日（土）発売 
 

レバンガ北海道 
株式会社レバンガ北海道 
代表取締役社長 
折茂 武彦 
ORIMO TAKEHIKO 

仙台 89ERS 
株式会社仙台 89ERS 
代表取締役社長 
渡辺 太郎 
WATANABE TARO 
→9 月 28 日（土）発売 

https://082shop.thebase.in/
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■千葉ジェッツふなばし（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 コメント 

スポーツチームを経営していく中で社長のキャラを出して地域の方やファンと繋がることはとても大切だと考えております。 

選手同様に社長の顔が見えることで応援してくださる方や直接コミュニケーションを取ってくださる方が増えました。 

そんな想いと社長チップスのコンセプトが非常にマッチしていると同時に、企業の PRや採用への貢献等も図れる魅力的な商品だと

感じ、B.LEAGUE に所属する他のチームの社長からもご賛同をいただき、バスケットボールを盛り上げる１つの企画として

「B.LEAGUE 9CLUB 社長チップス」を販売することになりました。是非、アリーナにてバスケ観戦のお供にお楽しみください。 

 

 

 

 

■「B.LEAGUE 9CLUB 社長チップス」 販売について 

※各チームの試合会場では 1袋 400円（税別）～販売しています。 

その他、社長チップスオンラインショップにて 1 ケースから販売中です。 

70袋入り 1 ケース：30,240円（税込）送料別 

＜社長チップスオンラインショップ＞：https://082shop.thebase.in/ 

 

■社長チップスとは 

「社長チップス」は、2016年にスタートした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、社長の人柄や経営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。 

チップスの種類は「汗と涙のCEO（塩）味」からはじまり、2019年2月「激辛人生スパイCEO（シーイ

ーオー）味」、5月「このインパクトがクセになる 柚子こ CEO（ゆずこしょう）味」と続き、今回

「B.LEAGUE 9CLUB 社長チップス～バスケットにたい CEO抱け（大志を抱け）味～」を発売。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、社長を対象としたセミナーや懇親会、社長と学生の交流会、イベント開催、メ

ディアコンテンツ制作など、社長が広告塔となる企業 PR を実現するため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。 

 

 

 

■会社概要 

社名  ：株式会社 ESSPRIDE（エスプライド） 

所在地  ：〒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 

設立年月日 ：2005年（平成 17年）4月 25日 

資本金  ：77,500,000円 

事業内容  ：おやつエンタテイメント製造会社、社長ブランディング業 

HP  ：http://esspride.com/ 

 

 

        社長チップス公式サイト＜http://shacho-chips.com/＞ 

「B.LEAGUE 9CLUB 社長チップス」特集ページ 

http://shacho-chips.com/bleague9club/ 

●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。 

 

https://082shop.thebase.in/
http://esspride.com/
http://shacho-chips.com/
http://shacho-chips.com/bleague9club/

