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地産地採

全国の中小企業採用力アップのため、社長が学生とリーダー論を語るカンファレンス
“社長チップス”主催、“Forbes JAPAN”メディアパートナー
「Charming Chairman's Club TOUR 2019 FINAL in 東京」 開催
（チャーミング・チェアマンズ・クラブ・ツアー2019）

～令和の愛されるリーダーとは～

2019 年 7 月～全国 11 地域 14 開催の最終回 12/13(金)恵比寿ガーデンルーム
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、
社長のカード付きポテトチップスをきっかけに企業の採用・PR・ブランディングを支援する「社長チップス」を展開する中、「Forbes
JAPAN」（リンクタイズ株式会社、取締役社長：角田 勇太郎）をメディアパートナーに迎え、全国の中小企業の採用に効果
的 な 発 信 を社 長 に 呼 び か け 、 社 長 の 学 び ・ ビ ジネ ス マ ッ チン グ ・ 学 生 との 交 流 の き っか け 作 り を支 援 す る 「 Charming
Chairman’s Club TOUR 2019 FINAL in 東京」を 12 月 13 日（金）恵比寿で開催します。
カンファレンスでは、メインテーマである「令和の愛されるリーダーとは」を軸に、4 部構成でトークセッションを展開。1 部 3 部 4 部で
は、地域活性化やこれからの時代において目指すべきリーダー論など、これまでの地域開催の登壇者なども改めて登場します。ま
た 2 部では、これまで全国 11 地域を回ってきた中でタッグを組んできた新聞社の担当者と主催者が登壇し、今回の TOUR の
取り組みの目的と意義について意見を交わす予定です。最後の Message では、社長チップス応援団長として様々な地域でモ
デレーターを務めた田中道昭教授が、全国 11 地域 13DAYS で開催してきた TOUR の締めくくりを語るなど、現在のリーダーで
ある社長と未来のリーダーとなる学生がともに新しい時代に求められるリーダー像を語り、全国各々の地域活性化を目指すカンファ
レンスの FINAL を展開します。
メディアパートナー：

主催：

■Charming Chairman’s Club TOUR 2019 開催目的
●全国の中小企業の採用や後継者育成のため社長自らが発信することを呼びかけ、社長の学
び、ビジネスマッチング、学生との交流の機会を創出。カンファレンスの模様を後日 Forbes
JAPAN に掲載しブランディングと発信力を高める
●地域で活躍する社長と学生を繋ぎ、その地域で育ち学んだ地域に縁ある学生の積極的な採
用「地産地採（ちさんちさい）」を応援し、地域活性化を促進する
●カンファレンスとして社長や学生が参加し、「令和の愛されるリーダーとは」をテーマに掲げた講演
や各地域で活躍している社長・学生によるトークセッション、懇親会などを通して、新しい時代に
目指すべきリーダー像を互いの立場から探求する

■Charming Chairman’s Club TOUR 2019 FINAL in 東京 開催概要
日時：2019 年 12 月 13 日（金）16:00～21:00
場所：恵比寿ガーデンルーム （東京都渋谷区恵比寿 4-20）
16:00- 受付開始
16:30- オープニング
＜Talk Session＞1 部～4 部
＜Message＞
-----懇親会------21:00 終了

報道関係者からのお問い合わせ先
ESSPRIDE 広報室
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【トークセッションテーマと登壇者】
＜Talk Session 1 部＞

「地域活性化を見据えたイノベーション企業」
株式会社サラダボウル 代表取締役 田中進 氏 （山梨）
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）
有限会社マイティー千葉重 代表取締役 千葉大貴 氏（宮城）
＜Talk Session 2 部＞

「新聞社と考える地域の未来」
株式会社西日本新聞社 ビジネス開発部プロジェクトマネージャー 清田 慎弥氏
株式会社福井新聞社 新規事業開発室 宮下浩一氏
株式会社河北新報社 営業局営業部 兼 業務推進部 部次長 大泉大介氏
株式会社 ESSPRIDE 代表取締役 CEO 西川世一
＜Talk Session 3 部＞

「インターネット時代に高まる採用リスクとその対処法」
ソルナ株式会社 代表取締役 三澤和則 氏
(モデレーター：Forbes JAPAN 編集長 藤吉雅春 氏)
＜Talk Session 4 部＞

「令和の愛されるリーダーとは」
株式会社ベンチャーバンク 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CHO 佐伯信行 氏
プロデューサー おちまさと 氏
学生 2 名
株式会社 ESSPRIDE 代表取締役 CEO 西川世一
(モデレーター：株式会社 ESSPRIDE 取締役 フリーアナウンサー 西川真理子)

＜Message＞
「最新リーダーシップ論から考える令和に愛されるリーダーの在り方」
立教大学ビジネススクール 教授 /社長チップス応援団長

田中道昭 氏

【登壇者プロフィール】
＜Talk Session 1 部＞
田中 進 氏
株式会社サラダボウル 代表取締役
1972 年山梨県生まれ。横浜国立大学国際経営学部卒業後、三菱 UFJ 銀行、プルデンシャル生命保険に勤務。
2004 年農業生産法人、株式会社サラダボウルを設立以降、兵庫県加西市、山梨県北杜市、ベトナムと生産拠点を拡大。内閣府や農水省な
どの委員や理事にも従事。「Charming Chairman's Club CHAMPIONSHIP 2019」初代 CHAMPION。

島田 慎二 氏
株式会社千葉ジェッツふなばし 代表取締役会長
1970 年新潟県生まれ、日本大学卒業。1992 年大手旅行会社に入社。1995 年法人向け海外旅行を扱う(株)ウエストシップを設立。2001
年海外出張専門の旅行を扱う(株)ハルインターナショナルを設立。2010 年コンサルティング事業を展開する(株)リカオンを設立。2012 年より(株)
ジェッツインターナショナル代表取締役、NPO 法人ドリームヴィレッジ理事長、(公社)ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B リーグ）
理事。2017 年 9 月～2018 年 3 月、B リーグ副理事長（バイスチェアマン）を務める。2018 年 3 月(一社)日本トップリーグ連携機構 理事
就任。
千葉 大貴 氏
有限会社マイティー千葉重 代表取締役
1976 年仙台市生まれ。2002 年からインターネットを活用した地域産品の流通、 全国各地で地域の魅力を発信する事業に携わり、数々の賞を
受賞する。 2011 年からはキリン絆プロジェクト、三菱地所 Rebirth 東北フードプロジェクトの コーディネーターを務めるなど、東日本大震災からの
東北の再生に尽力する。 2017 年には秋保温泉郷において観光まちづくり会社「株式会社アキウツーリズム ファクトリー」を設立。古民家レストラ
ン「アキウ舎」を開設し、 東北の食文化発信、地域資源を活かした商品開発、里山のサイクルツアーなども行っている。
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ESSPRIDE 広報室
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＜Talk Session 3 部＞
三澤 和則 氏
ソルナ株式会社 代表取締役
1968 年生まれ。大手医療機器メーカーに就職。2003 年、同社執行役員に就任し、全国の拠点とサービスセンターを統括。同社退職後、世
界トップクラスのエンジニアとの出会いを経て、11 年にソルナを設立。

藤吉 雅春 氏
Forbes JAPAN 編集長
1968 年佐賀県生まれ。『Forbes JAPAN』の取締役 編集長。著書『福井モデル － 未来は地方から始まる』（文春文庫）は、2015 年、新
潮ドキュメント賞最終候補作になった。2016 年には韓国語版が発売され、韓国オーマイニュースの書評委員が選ぶ「2016 年
の本」で第 1 位に。2017 年、韓国出版文化振興院が大学生に推薦する 20 冊に選ばれた。他の著書に『ビジネス大変身！』（文藝春秋）、
別名義で『変革者 小泉家の３代』（角川書店）などがある。

＜Talk Session 4 部＞
佐伯 信行 氏
株式会社ベンチャーバンク 代表取締役社長 兼 CEO 兼 CHO
株式会社ソーエキサイト 代表取締役社長 1970 年生まれ。東証一部上場の流通・小売企業の取締役時代に、M&A 先の専務執行役員と
して事業再生や新規事業開発を経験後、HR 領域に転じ、採用や人事制度設計等の組織開発を経て、2016 年株式会社ソーエキサイト代
表取締役社長及び、株式会社ベンチャーバンク代表取締役社長に就任。独自の哲学で、イノベーションを創発する組織開発を提唱。人材育成
をテーマとしたイベントにも多数登壇。

おち まさと 氏
プロデューサー
1965 年生まれ。これまで数多くの人気番組から企業ブランディングまで多岐にわたり活躍。 ジャンルを超えた様々な企業の CBO・顧問などを務
める。 2011 年から男性の育児休業推進運動啓蒙イベントである「イクメン オブ ザ イヤー」をプロデュース。 現在、愛媛県戦略的ブランディング
プロデューサー、厚生労働省イクメンプロジェクト推進委員を務める。 著書も多数。

西川 世一
株式会社 ESSPRIDE 代表取締役 CEO、Charming Chairman’s Club 発起人、社長チップス生みの親、社長チップスおじさん。
1978 年、愛知県生まれ。中京大学附属中京高校では甲子園を目指し野球に没頭する。デザインを学んだ後、2005 年、お菓子をコミュニケー
ションメディアにしてファンに響く商品をプロデュースする“FAN Biz（ファンビズ）”事業を立ち上げ、株式会社 ESSPRIDE を設立。
500 以上のメディアに取り上げられている話題の『社長チップス』では、魅力あふれる社長たちを『Forbes JAPAN』の誌面や WEB 上において紹
介するタイアップ連載 “Charming Chairman's Club” ＜https://forbesjapan.com/feat/charming/＞を展開。学生が選ぶ一緒に
働きたい社長総選挙の開催や今回のツアーなどを通して、全国の中小企業を盛り上げる取り組みに力を注ぐ。
社長チップスおじさん Twitter＜@chipsojisan410、https://twitter.com/chipsojisan410＞

＜Message＞
田中 道昭 氏
立教大学ビジネススクール（大学院ビジネスデザイン研究科）教授、社長チップス応援団長
NewsPicks プロピッカー。シカゴ大学経営大学院 MBA。専門は企業戦略＆マーケティング戦略及びミッション・マネジメント＆リーダーシップ。
現在は株式会社マージングポイント代表取締役社長。 小売り、流通、製造業、サービス業、医療・介護、金融、証券、保険、テクノロジーなど
多業種に対するコンサルティング経験をもとに、雑誌やウェブメディアにも執筆中。 主な著書に『アマゾンが描く 2022 年の世界』『2022 年の次
世代自動車産業』（以上、PHP ビジネス新書）、 『ミッションの経営学』『人と組織 リーダーシップの経営学』（以上、すばる舎リンケージ）、
『なぜ女はメルカリに、男はヤフオクに惹かれるのか？』（共著、光文社新書）がある。

＜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。
12 月 13 日（金）カンファレンス＆懇親会（東京）お申込フォーム：
http://charming-chairmans-club.com/tour2019/tokyo-final/
報道関係者からのお問い合わせ先
ESSPRIDE 広報室
TEL：03-3479-3610 MAIL：kouhou@esspride.com
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■これまでの Charming Chairman’s Club TOUR 2019 開催地域と日程
7/23（火）東京、8/29（木）・30（金）福岡、9/18（水）・19（木）仙台、9/25（水）福井、
10/23（水）大阪、10/30（水）名古屋、11/8（金）札幌、11/22（金）広島、11/29（金）埼玉、
12/6（金）沖縄、12/9（月）千葉、12/13（金）東京 FINAL
＜Charming Chairman’s Club TOUR 2019 特設サイト＞
http://charming-chairmans-club.com/tour2019/

Charming Chairman’s Club TOUR 開催にあたり、経済産業省 大臣官房 商務・サービスグループ参事官 佐々木啓介氏から
激励のお言葉をいただきました。

＜経済産業省 大臣官房 商務・サービスグループ参事官 佐々木啓介氏 激励のご祝辞＞
（2019 年 7 月 23 日開催、第 1 回 Charming Chairman’s Club TOUR 2019 東京・銀座カンファレンスにて）
社長のみなさんは肌で感じていることと思いますが、日本経済と企業活動を取り巻く環境は日々ものすごいスピードで大きく変
わっています。
現在は労働生産性向上が大きなテーマですが、アメリカでも日本でも、勢いのある新規上場企業と比べて既存上場企業の
国全体の生産性向上への貢献が大きいことがわかっています。
つまり既存企業であっても従来のやり方や考え方にとらわれずに挑戦する気持ちがあれば、まだまだ変化や成長ができるという
ことです。例えばこれからの消費・経済を担う若者と意見を交わし、変化していくということは、企業経営者にとっては挑戦でも
あるかもしれませんが重要なことです。
企業経営者の方々が発信し、傾聴し、「世の中を大きく変えるんだ！」という若者のハートを捕まえて、大きく成長していただく。
これが、令和の時代の新しい成長モデルなのではないかと、私は確信しております。
Charming Chairman’s Club の取り組みは本当に素晴らしく、これから TOUR として全国で地域に密着した取り組みを
行っていくことも大変意義深いです。やはり地域が元気にならないと日本も元気にならない、日本が元気でないと世界も元気
になりません。地域の元気な、Charming な CEO の方々にますますご活躍いただく、この取り組みを応援したいと思います。

■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を目指しています。
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 400 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。チップスの種類は 2016 年 4 月に発売した 「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、9 月に 「B.LEAGUE 9CLUB（ビ
ーリーグ・ナインクラブ）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。
12 月 12 日には新しい味の発売が決定しています。
社長チップス公式サイト http://shacho-chips.com/

■会社概要
社名
所在地
代表取締役 CEO
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
：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、社長プロダクション運営
：http://esspride.com/

報道関係者からのお問い合わせ先
ESSPRIDE 広報室
TEL：03-3479-3610 MAIL：kouhou@esspride.com

