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第 11 回カンファレンス開催レポート  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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、
「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）、
全国各地で行う社長と学生のカンファレンス 「Charming Chairman’s Club TOUR 2019（チャーミング・チェアマンズ・クラブ・ツア
ー2019）」 を千葉で開催しました。 
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、株式会社千葉ジェッツふなばしの島田慎二会長に「社長は会
社のためにキャラを立てよ」をテーマに講演をいただきました。トークセッションでは、東京や海外の事情への関心と知見を持った登壇者の
みなさんにより地域に根ざした企業のあり方やこれからの働き方、リーダー論についてお話しが展開されました。地域活性化において、地
域だけを見つめるのではなく視野を広げて考えることが重要という気づきのあった、千葉開催の様子をご報告します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■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
流の機会を創出したいとの強い思いのもと「社長チップス」が企画しました。 
カンファレンスとして社長や学生が参加し、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」 をテーマに掲げた時代
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うもので、7 月に開催した東京・銀座のカンファレンスを皮切り
に、福岡、仙台、福井、大阪、名古屋、札幌、広島、埼玉、沖縄と続き、千葉の後、最後のファイナルを東京で展開。地域で活躍す
る社長を学生と繋ぎ、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）」を応援します。 
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、エリアパートナーとして各地の新
聞社を迎え、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 in 千葉 開催レポート 

日時：2019 年 12 月 9 日（月）16:30～21:00 

場所：船橋グランドホテル（千葉県船橋市本町 7-11-1） 

参加者：報道関係者、経営者、学生 約 60 名 

 

 

 

 

主催：  メディアパートナー： 

        「Charming Chairman's Club TOUR 2019 in 千葉」 
    （チャーミング・チェアマンズ・クラブ・ツアー） 

    ～令和の愛されるリーダーとは～ 
地産地採
ちさんちさい

 

日時：2019 年 12 月 9 日（月）16:30～21:00 

場所：船橋グランドホテル「芙蓉の間」 

参加者：報道関係者、経営者、学生 約 60 名 

東京、海外を知り、地域の活性化と未来を考える 

中小企業の採用・後継者育成を応援するカンファレンス全国ツアー 第 11 弾 
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■主催者挨拶 
株式会社 ESSPRIDE 代表取締役 CEO 西川世一 
「僕たちは『Charming Chairman’s Club TOUR』と題し、全国を廻りながら魅力的な経営者を発掘、今回は

千葉を訪れ、より多くの人に知っていただく取り組みを行っています。この TOUR をはじめた経緯をお話ししますと、

僕は会社を設立して 15 期目ですが、元々は父のダンボール紙器の会社の跡継ぎから始まりました。当時は現在

のような事業を展開しているわけではなく、社員が 1～2 名、パートが 3～4 名の小規模な会社。優秀な若者は

集まらないし、このまま経営していてもほとんどの人に知ってもらえないのではないかと感じていました。その時のもどか

しい気持ちから、全国の中小企業の社長自身が熱い想いを届けられるサービスを生み出し貢献したい！と考えた

のが『社長チップス』です。全国には多くの人に紹介したい素晴らしい会社、面白い会社があるのに、若者は知るチ

ャンスがありません。僕たちはこのプロジェクトを通じて未来を創っていく若者に、魅力溢れる経営者をどんどん紹介し

たいと思っています。様々な地域で後継者不足による黒字廃業がたくさんある中で、このカンファレンス TOUR を通

して、社長と若い世代を繋げ、より多くの会社とその社長の声を多くの学生に伝え、少しでも課題解決に繋がるよう

取り組んでいきたいと考えております。」 

 

 
 
＜Keynote＞ 
 
 
 
 
 

「キャラを立てるといってもどういうキャラになるのか、どういうキャラを演じるかが重要です。 

『中小企業＝社長』と捉えるならば、どういう会社にしていきたいのか、どういう会社でありたいかといった方

針や方向性にフィットするようなキャラクターを経営者が演じるべきです。まずは最上位概念を設定しないと

キャラも設定できないということです。 

千葉ジェッツの経営理念は『千葉ジェッツを取り巻く全ての人たちと共にハッピーになる』ということです。しか

し私が社長に就任した当時、千葉県内でもチームがあまり知られていないような状態でした。知ってもらう

ために、とにかく目立ってメディアに取り上げてもらおうと、『チャレンジャー』というキャラ設定をしました。チャレ

ンジャー、要は『やんちゃキャラ』。そういう人を法人として演じると決め、“バスケット界初”とか“スポーツ界

初”みたいなことがあれば、いい悪いではなく、どんどんやっていくことにしたのです。 

我々で言うとファン、企業だと消費者にとっては、社長の考えや商品ができた背景などの裏話を公開してい

く方が応援したくなるし、手に取りたくなるに決まっていると思っています。そういう裏話も言わなければ知って

もらえないので、発信していくことが大事。私自身は SNS を活用しています。おすすめは Twitter。匿名

だからチームへの不満やクレーム等もいっぱいきますが『消費者ってこういう風に見てるんだ』と経営者が感

じられるのがいいところです。社長がいろんな場に出て話すことで、社員にも『社長ってそういう苦労話があっ

たんだ、そういう考えがあったんだ』と知ってもらえるし、社内外にポジティブに貢献していくと思います。みなさ

ん最初は『社長、目立ちたがっているんじゃないの～』って思われるかと心配するかもしれませんが、3 日も

すればみんな慣れます、大丈夫です（笑）。 

『前に出るのは苦手なので・・・』ということではなく、“仕事”なんだと思いましょう！ 

一番大事なのは、『中小企業と中小企業の社長は、ほぼほぼイコール』ということです。元気な会社は元

気な社長だし、元気な社長がいたら会社が元気になるし。因果関係はあると思います。 

理念や商品に込められた想いや、社員とのエピソードなどを発信していくことで、将来入社するかもしれな

い学生に届いて、採用に効果的な役割を果たすことも出てくると思います。 

業績を上げること、社員を幸せにすること、理念を実現することが会社の社長の務めだとするならば、 

それを実現するために『自分が自ら前に出ること』が有効手段の一つであるということを頭の片隅に置いて

もらえたらと思います。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 部 

テーマ 「社長は会社のためにキャラを立てよ」 

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 
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＜Talk Session＞ 
 
 
 
 
 
大学生として学生団体やプロジェクトリーダーを務めるお 2 人に、 
どんな社長や企業に魅力を感じるかや、若い力を必要としている社長が優秀な学生に 
アプローチするにはどんな働きかけや姿勢が求められているのか語っていただきました。 

 

慶應義塾大学 商学部 2年 田代葵さん 

（Business Contest KING 副代表） 
「私はアメリカ人社長が経営する保険会社で、インターンとして社長のアシスタントをしています。社長は日本語が

話せないので通訳をすることもありますが、彼が言っていることをまとめて頭の中で咀嚼して、相手に効果的に伝わる

ようにしないといけません。彼がやりたいことにフォーカスでき、パフォーマンスが最大になるように、場を整えることにやり

がいを感じています。 

私は ギャ ップがあるリ ーダーが好きです。 4 月 に行われたア ワード、 Charming Chairman ’ s Club 

CHAMPIONSHIP に学生審査員として参加して、ファイナルプレゼンターの社長さんと懇親会でお話しさせていた

だいたのですが、プレゼンテーションでものすごくかっこよくプレゼンする姿と、お話ししてみると優しくて親しみのある人

柄とのギャップが素敵だなと思いました。 

私自身は、心配事を素直に言えるようなリーダーになりたいなと思っています。リーダーが弱みを見せるのって余裕が

ないとできないことだと思いますし、弱みを見せることで、相手も自分は信頼してもらえているんだなって思ってくれる

部分があると思います。 

私の周りの学生は大手志望の人とベンチャー志望の人で二分されています。大手志望の人は安定したい、ベンチャ

ー志望の人は早くから裁量を持ちたい、チャレンジしてみたいという希望を持っていると思います。ただ、学校に説明

に来てくれる会社は大手企業ばかりなので、学生が積極的に情報を取りに行かない限り、ベンチャー企業と出会う

きっかけはありません。私も以前は大手しか考えていませんでしたが、社長チップスを知り、こんなにおもしろい社長さ

んが沢山いるんだと思って、ベンチャー企業や中小企業に興味を持ちました。 

CHAMPIONSHIP で、ある社長さんと初対面なのに恋バナをしたんです。 

こんなに学生に目線を合わせて接してくれる社長さんがいるんだなってすごく印象に残っています。学生は社長の人

間味や親しみやすさが見えると魅力的にうつると思いますので学生にアピールするためには社長のブランディングも重

要なのではと思います。学生は Twitter で発信している社長でいいなと思う方をフォローしたり興味を持って会社情

報を調べたりしますので SNS を活用したブランディングも効果的だと思います。」 

 

 
慶應義塾大学 総合政策学部 4 年 大嶋ジョーダン善さん 
「パワフルな母の影響で小さい事から女性の強さを見てきて、ジェンダーのことや地球環境問題など世界的な社会

課題に対し考えさせられることがあったんです。僕はファッションが好きで、それと社会問題を組み合わせて何かできな

いかと思ってコミュニティを作って活動しています。今は自分より年上の方もコミュニティに入ってくれています。僕たちが

若いからなのか分かりませんが、周囲の方々が可能性を感じてどんどん前に押してくれて、今度メルカリさんの事務

所を借りてサステナビリティについて話し合う機会を設けられたりして、面白い取り組みをさせていただけているのです

ごくやりがいを感じています。 

僕はカリスマ性があるリーダーが好きです。その中でも、すごい心配性で最高にポジティブなリーダーが好きなんです。

心配して、もうこれ以上準備できないってくらい念入りに準備して、最後には、どうにかなるよってポジティブになるよう

な。そういう方ってやっぱり輝いて見えますし、いろんな人を惹き付ける魅力があるなと思うので、そういう人についてい

きたいし、自分もそういうリーダーになりたいと思います。 

僕が通う SFC（慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス）はちょっと特殊なところなので、周りの学生のキャリアも多様

です。学生で起業している友達もいます。教授も応援してくれていろいろ必要なことを教えてくれたりするんです。そう

いう文化なので、就職についてもバラバラですね。最初から就職活動をして一流企業に就職する人もいれば、自分

で何かにチャレンジしてダメだったら就活する、という考えの人もいます。 

そういう環境に感化されて、僕も今のところ、すぐに就職活動をせずにやりたいことに挑戦したいなと思っています。カ

メラを持って世界一周したいんです。南アフリカから始めて、ボランティア活動をしながらアフリカの現状、どんな社会

問題があるのかを見て、それを日本人にもわかりやすく伝えて、ジャーナリズム的な感じでやってみようと思っています。

ちょうど今、アフリカの素材を使った 100 パーセントリサイクル可能な繊維が開発されて、その繊維を使ったアパレル

製品を日本で販売している方がいます。そういうことも知って、現状を見に行きたいなと思っています。 

企業が学生にアプローチするために例えば YouTube の活用もいいと思います。動画って、僕自身ももともとそのテ

ーマに興味がなくてもつい見てしまいますし、面白ければシェアしたくなります。会社の歴史、成り立ちや現在の姿な

どを企業が発信していれば、いろんな企業が日本にあるんだな、地元にこういう企業があるんだなって感じることがで

きるかなと思います。」 

 

 

1 部 
テーマ 「学生が語る、求めるリーダー像」 
登壇者： 慶應義塾大学 商学部 2 年 田代葵さん 

慶應義塾大学 総合政策学部 4 年 大嶋ジョーダン善さん 
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＜Talk Session＞ 
 
 
 
 
 
 
地域で暮らせる介護を目指した有料老人ホームを運営するグスタフ社長、 
社員にもリーダーの楽しさを伝え経営視点を持った人材づくりに取り組む秋山社長、 
地域活性化に取り組む中、社内で多様性を維持する働き方改革を行う米盛社長の 
3 人に、地域での会社のあり方や、多様化する雇用の中での組織づくりと人づくりについてお話しいただきました。 
 

株式会社舞浜倶楽部（千葉） 代表取締役社長 グスタフ・ストランデル 氏  
「地域の人に必要とされる介護サービスというのは特別なことはなく『日常生活を送れること』なんです。高齢の方が

認知症になったり看取りケアが必要になったりしたら、以前は日本でも、僕の母国であるスウェーデンでも地域から離

れた寂しい老人ホームに入らなければなりませんでした。近隣のアジア諸国では今でもそうです。しかしご家族の方と

専門知識を持ったプロの支えがあれば地域の中で暮らすことは可能なのです。僕らはそのためにいます。 

僕は経営者としての従業員に対する最大の責任は『働く意味を感じてもらう』ことだと思っています。普通に働けば

衣食住は満たせます。でも人間は日常生活の中で『意味』を求めるもので、それを見いだせないとストレスになり不

健康になるんです。だから日頃から従業員に長く働いてもらうためにどうやって『ここで働く意味』を感じてもらえるか意

識しているのですが、実は介護の現場ではやりやすいほうかもしれません。豊かな日本を作ってきた世代の方たちに、

最後に『普通の、地域の中での生活』をしてもらうためにできるケアを考え、実行できることは、多くの人にとって深い

意味のあることです。今、日本の介護の現場に外国からたくさん視察や研修に来ていて、弊社にも中国や台湾や

シンガポールから、毎週見学に来ます。そうやって海外の方からも参考にされることは従業員の誇りにもつながります

ね。自分がやっていることはすごく意味があるんだって感じられることは大事なことだと思っています。 

学生さんに伝えたいことは、ビジネスにおいて国籍や出身は全く関係ないということ。僕が 17 歳で日本に来た時、

残念ながら周りのスウェーデン人は日本人を信用していませんでした。でも事業は個人と個人がやるもので、なに人

というのは全然関係ないんです。それがビジネスの最高にいいところです。ぜひチャレンジしてください。」 

 

秋山木材産業株式会社（千葉） 代表取締役社長 秋山奈穂子 氏 
「私が 3 代目として会社を継ぐときに決めたのは『家族経営からの脱却』でした。私は実家が自営業、両親ともに仕

事が忙しく子どもはほったらかしという環境で育ち、それが嫌だったので、自分の家族は社員に入れておりません。 

私は社長やリーダーの楽しさを社員に伝えたいなと思っていまして、例えば決算書の仕組みを会社のお財布と自分

のお財布に例えて説明して、経営について理解を深めてもらうというようなことをやっています。世の中の仕組みが分

かっていて、うちの会社じゃないところでもリーダーになれるような社員を育てたいなと思って取り組んでいます。 

私たちの会社はとても重い木材を運ぶなど体力的に大変な仕事です。そんな中、長く働いてもらうための組織づくり

として会社全体でやっているのはお互いに声を掛け合うこと。おはようとかお疲れさまっていう、あいさつをしっかりする

ことです。そして私が経営者として気をつけているのは、社員の家族の名前を覚えることです。ご家族が風邪をひい

たり病気したりとか、ご家族にイベントがあったりするのを耳に挟んだら、『○○ちゃんインフルエンザ治った？』とか『あ

の発表会どうだった？』とか聞くようにしています。先ほど『家族経営からの脱却』 と言いましたが、会社を、社員の

家族も含めて大きな家族のように思って気遣うようにしていますね。 

未来のリーダーになる学生のみなさんが、今、『やりがい』を追求しようとすると、自分が好きなことや学校で勉強した

ことを利用・活用してどうやったら役に立てる人間になるかっていうことを考えると思います。でもそれでは『やりがいの

ある人生』にはなりづらいのではないかな、と思います。『自分の好きなことをやる人』は他にもたくさんいます。リーダー

として他の人のやりがいを叶えるために行動するのはとてもやりがいのある人生になると思います。私がリーダーにとっ

て大事だと思うのは『個々のやりがいを持った人たちが活躍できる場所をどう提供してあげられるか』ということと『ぶれ

ない自分になるために心を鍛えること』、そして『人間性を高めること』。20 代ではまだ完成しないと思いますし、私も

まだまだですが、そういったことを考えながら過ごしていっていただければ、すてきなリーダーになれると思います。」 

 

株式会社千葉ジェッツふなばし（千葉） 代表取締役社長 米盛勇哉 氏 
「私たちは船橋市をホームタウンとしてスポーツ興行をしていますが、熱心なファンでも試合を観に来られるのは片道

3 時間くらいまで。完全に『地産地消』のビジネスです。地域が活性化されないと、われわれも潤うことができないの

が前提ですので、地域を元気にする取り組みは重視しています。 

具体的な取り組みの一例として『千葉夢プロジェクト』という、地域の小学生を試合に招待するということをやってい

ます。それも、試合を観てかっこよかった、面白かった、で終わりではなく、スポーツ選手へのインタビューをする『記者

体験』をしてもらったりして子どもたちに夢を与えるようなことをやっています。実はこの裏で、子どもたちのチケット代は

地域の企業から協賛金という形で支援していただいています。地域のスポーツクラブとして地元企業に社会貢献の

機会を提供することで地域活性化につなげたいと考えています。 

最近、働き方の多様性について考えるきっかけがありました。千葉ジェッツふなばしはスポーツ好きのばりばり体育会

系のメンバーが集まっていて、これまでずっと、残業を極力せずに猛烈に効率化してみっちり働く、という感じでやって

いました。その中で、とある男性社員から、パートナーの仕事が変わり、自分が子どものお迎えに行くことになったので

早く上がりたいという話がきました。 

2 部 
テーマ 「多様化する雇用の中で求められる組織と人づくり」 
登壇者： 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 
 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 
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今、企業として成長フェーズが変わりつつある中で、どんどん組織も拡大していき様々なケースが出てくると考えられ

ます。次なる成長フェーズに行くことを考えて、思い切ってフレックス制を導入しました。家庭の都合のある社員が毎

日申し訳なさそうに帰るのではなくて、限られた時間の中でしっかり成果を出して、個々の多様性を維持できるよう

に、会社を変化させました。 

私は東京の大学を出て都内の大手企業に就職して、以前は地域に根ざした会社で働くとうのは全くイメージしてい

ませんでしたが、千葉で働いてみて東京にはないゆとりや人々の温かさを感じます。時代はもう東京一極集中では

なく、地方への分散がどんどん進んでいくと思います。地方にもビジネスポテンシャルはあります。学生のみなさんには、

ぜひアンテナを広げて、地域にもいろいろな面白いビジネス、面白い人材がいるということを気にしながら就職活動し

ていただけると、われわれとしてもうれしいなと思います。」 

 

 

■Charming Chairman’s Club TOUR 2019 開催した地域と日程 
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 
全国の中小企業の社長を紹介するカード付きポテトチップスからスタートした社長ヒーロー化プロジ
ェクト。これまでに 500 以上のメディアに登場し話題を集めています。 
社長の人柄や経営エピソードを伝える WEB 掲載、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により社長のファンを増やす独自の取り組みを企画。 
また社長自身の出会いや刺激となる学びを提供しながら、新たに“社長プロダクション”としてもコン
テンツやメディア連携を強化し、より多くの社長がヒーローとして発信できる機会を創出することで社
長と世の中をエンタテイメントでつなぎます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

＜Charming Chairman’s Club TOUR 2019 公式サイト＞ 

http://charming-chairmans-club.com/tour2019/ 

 

http://shacho-chips.com/
http://charming-chairmans-club.com/tour2019/
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■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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

●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、人と企業、学生と企業、企業と企業、そして企業と地域を繋げ、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。 

 

http://esspride.com/

