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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 以下 ESSPRIDE）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、
2019 年 12 月 9 日（月）船橋グランドホテル「芙蓉の間」（千葉県船橋市本町 7-11-1）
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 千葉」を開催します。 
TOUR は全国各地で社長や学生が参加するカンファレンスとして展開していて、今回は東京、福
岡、仙台、福井、大阪、名古屋、札幌、広島、埼玉に続き、千葉で開催。時代を牽引するリー
ダーによる Keynote では株式会社千葉ジェッツふなばし 島田慎二会長が「社長は会社のため
にキャラをたてよ!!」をテーマに講演を行うほか、千葉の企業の社長や学生がトークセッションに登
場し、「多様化する雇用の中で求められる組織と人づくり」や「学生が求めるリーダー像とは」などに
ついて意見を交わします。千葉で活躍する社長と学生の交流の場を創出することで、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）」を応援するととも
に、カンファレンスの内容は後日、Forbes JAPAN 誌面に掲載され、ブランディングや PR の強化を実現します。 

 

 

 

 

■「Charming Chairman’s Club TOUR 2019 in 千葉」 開催概要 

日時：2019 年 12 月 9 日（月）16:00～21:00 

場所：船橋グランドホテル「芙蓉の間」（千葉県船橋市本町 7-11-1） 

＜スケジュール＞ 
16 時～ 受付 
16 時 30 分～ 主催者挨拶 
16 時 50 分～ Keynote 「社長は会社のためにキャラをたてよ!!」  

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 40 分～ 休憩 
17 時 50 分～ Talk Session１部 「学生が求めるリーダー像とは」 
18 時 20 分～ Talk Session２部 「多様化する雇用の中で求められる組織と人づくり」 
19 時 00 分～ 懇親会（21 時頃終了予定） 

 

 

 

 
【登壇者】＜Keynote＞ 

テーマ 「社長は会社のためにキャラをたてよ!!」 
 

 

 

 

 

 

〔千葉企業支援〕 

「Charming
チ ャ ー ミ ン グ

 Chairman’s
チ ェ ア マ ン ズ

 Club
ク ラ ブ

 TOUR
ツ ア ー

 2019 in 千葉」 
～千葉の社長が採用・後継者育成のため学生へ発信する 

カンファレンス・懇親会開催～ 

         12 月 9 日（月）船橋グランドホテル「芙蓉の間」 16:00 

＜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 9 日（月）カンファレンス＆懇親会（千葉） 

お申込フォーム http://charming-chairmans-club.com/tour2019/chiba/ 

地産地採
ち さ ん ち さ い

 

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 

http://charming-chairmans-club.com/tour2019/chiba/
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＜Talk Session＞ 

１部 「学生が求めるリーダー像とは」 

現役学生 

 

２部 「多様化する雇用の中で求められる組織と人づくり」 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

■今後の Charming Chairman’s Club TOUR 2019 開催スケジュール 
【東京 FINAL】12 月 13 日（金）16:00～21:00 恵比寿ガーデンルーム（東京都渋谷区恵比寿 4-20） 

参加のお申込み http://charming-chairmans-club.com/tour2019/tokyo-final/ 
 

■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 

 

■Charming Chairman’s Club TOUR 2019 とは 
全国の中小企業の採用ブランディングや後継者育成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

流の機会を創出することにより地域活性化に繋げたいとの強い思いのもと企画されたカンファレンスです。 

各地域の社長によるプレゼンテーション、「令和の愛されるリーダーとは」 をテーマに掲げ、時代を牽引するリーダーによる講演やトークセッ

ション、懇親会などの内容で行い、7 月に開催された東京・銀座を皮切りに、年内全国各地で展開。東京、福岡、仙台、福井、大阪、

名古屋、札幌、広島、埼玉、沖縄に続いて今回千葉で開催。この後 12 月 13 日（金）には最後の開催地である東京・恵比寿で

予定されています。 

地域で活躍する社長と地域を愛する学生とを繋ぎ、その地域で育ち学んだ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。またメディアパートナーとして Forbes JAPAN を迎え、誌面掲載などを通して広く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ます。 

＜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。 

 

株式会社千葉ジェッツふなばし 
代表取締役社長 
米盛勇哉 氏 

株式会社舞浜倶楽部 
代表取締役社長 
グスタフ・ストランデル 氏 

 

秋山木材産業株式会社 
代表取締役社長 
秋山奈穂子 氏 

http://charming-chairmans-club.com/tour2019/tokyo-final/
http://charming-chairmans-club.com/tour2019/
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■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、イベントなどを通して 

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、 

更なる飛躍を応援していきます。今年 4 月 10 日に初開催したアワード “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

学生が選び、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://charming-chairmans-club.com/championship2019/＞ 

来年 2020 年 4 月 10 日（CEO の日）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（木）には新しい味の発売が決定しています。 

 

 
 

 

■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  

代表者  ：代表取締役 CEO 西川 世一 

設立年月日 ：2005 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業、社長プロダクション運営 

HP ：http://esspride.com/ 

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

http://charming-chairmans-club.com/championship2019/
http://esspride.com/
http://shacho-chips.com/

