
「“智慧の燈火プロジェクト“のご案内」

100年以上、幾多の困難を乗り越え、繋いでこられた長寿企業の皆さまへ

一般社団法人 智慧の燈火プロジェクト 発起人＆代表理事 田中 雅也（株式会社チエノワ 代表取締役）

～従業員や家族、そして未来を担う後継者へ

唯一無二のものがたりを遺し、知恵を活かし合うプロジェクト～

ち え と も し び
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仙台伊澤家 勝山酒造
創業：1688年

12代目：伊澤 平藏氏(宮城県)

時音の宿 湯主一條
創業：1560年

20代目：一條 一平氏(宮城県)

森下仁丹株式会社
創業：1893年

8代目：駒村 純一氏(大阪府)

株式会社新橋玉木屋
創業：1782年

9代目：田巻 章子氏(東京都)

株式会社ういろう
創業：1368年

25代目：外郎 武氏(神奈川県)

株式会社伊場仙
創業：1590年（427年）

14代目：吉田 誠男氏(東京都)

株式会社千疋屋総本店
創業：1843年

6代目：大島 博氏(東京都)

株式会社一の湯
創業：1630年

15代目：小川 晴也氏(神奈川県)

株式会社山本海苔店
創業：1849年

6代目：山本 徳治郎氏 (東京都)

株式会社虎屋本舗
創業：1620年

16代目：高田 信吾氏(広島県)

株式会社トーダン
創業：1903年

5代目：強口 邦雄氏(東京都)

有限会社日本橋弁松総本店
創業：1810年

8代目：樋口 純一氏(東京都)

株式会社東京メガネ
創業：1833年

5代目：白山 聡一氏(東京都)

株式会社船橋屋
創業：1805 年

8代目：渡辺 雅司氏(東京都)

※一部のみ掲載。順不同。

石川酒造株式会社
創業：1863年

18代目：石川 彌八郎氏(東京都)

株式会社まるや八丁味噌
創業：1337年

21代目：浅井 信太郎氏(愛知県)

株式会社まるや八丁味噌

墨田川造船株式会社
創業：1913年

12代目：石渡 秀雄氏(東京都)

株式会社新正堂
創業：1912 年

3代目：渡辺 仁久氏(東京都)

株式会社桝屋
創業：1907年

8代目：加藤 勤氏(東京都)

ヤマト株式会社
創業：1899 年

4代目：長谷川 豊氏(東京都)

アース製薬株式会社
創業：1892年

6代目：川端 克宜氏(東京都)

株式会社岩波書店
創業：1913年

7代目：岡本 厚氏(東京都)

旭硝子株式会社
創業：1907年

18代目：島村 琢哉氏(東京都)

社会福祉法人至誠学舎立川
創業：1912 年

8代目理事長：橋本 正明氏(東京都)

宇津救命丸株式会社
創業：1597年

18代目：宇津 善博氏(東京都)

株式会社平凡社
創業：1914年

6代目：下中 美都氏(東京都)

浅草仲見世 評判堂
創業：1885年以前

代表：冨士 滋美氏(東京都)

帝国インキ製造株式会社
創業：1895 年

3代目：澤登 信成氏(東京都)

ホットマン株式会社
創業：1868年

7代目：坂本 将之氏(東京都)

片倉工業株式会社
創業：1873年

15代目：佐野 公哉氏(東京都)

株式会社トップウェル
創業：1912 年

4代目：小林 美津良氏(東京都)

株式会社三宅本店
創業：1856年

5代目：三宅 清嗣氏(広島県)

有限会社牛田噴霧機工場
創業：1911年

3代目：牛田 清次氏(東京都)

カイハラ株式会社
創業：1893年

副会長：貝原 潤司氏(広島県)

株式会社ダイヤモンド社
創業：1913 年

15代目：石田 哲哉氏(東京都)

株式会社明電舎
創業：1897年

代表：浜崎 祐司氏(東京都)

カンロ株式会社
創業：1912 年

12代目：三須 和泰氏(東京都)

鍋茶屋
創業：1846年

6代目女将：高橋すみ氏(新潟県)

株式会社 玉川堂
創業：1816年

7代目：玉川 基行氏(新潟県)

株式会社秋葉牧場
創業：1887年

6代目：秋葉 良子氏(千葉県)

株式会社梅林堂
創業：1864年

6代目：栗原 良太氏(埼玉県)

京橋白木株式会社
創業：1896 年

4代目：竹下 茂雄氏(東京都)

諏訪貿易株式会社
創業：1908年

3代目：諏訪 恭一氏(東京都)

株式会社教文館
創業：1885年

9代目：渡部 満氏(東京都)

花嫁わた株式会社
創業：1881年

6代目：吉村 祐介氏(東京都)

吉乃川 株式会社
創業：1548年

代表：峰政 祐己氏(新潟県)

有限会社 飯田高遠堂
創業：1880年

5代目：飯田 慶雄氏(東京都)

鳥料理 玉ひで
創業：1760年

8代目：山田 耕之亮氏(東京都)

株式会社 ヨシダ
創業：1819 年

6代目：吉田 信行氏(東京都)

2017年発足から現在までご縁を頂いた長寿企業は850社！
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㈱チエノワ創業時より主に東京MXやチバテレビ等のテレビ局にて「ビジネス経済番組」の制作を通して、1,000社を超える企業様とご縁を

いただき、 その中で千疋屋総本店さま、山本海苔店さま、榮太樓總本鋪さまと創業100年を超える”長寿企業の皆さま”に出会いました。

この出逢いがキッカケで、 「日本の長寿企業が現在3万社あり、世界シェアの半数以上を占めるにも関わらず、 その知恵

が書籍や映像、ウェブサイト等にほとんど残されておらず、同時に”ものがたり”も家族・社内に遺されていない！」という現状、

そして長寿企業たる所以・特徴を目の当たりにしました。

※約2700年（125代続く天皇制）の世界最古国、かつ世界一の長寿国である日本において、もう一つの世界一が長寿企業大国。

世界の半数（100年企業3万社、200年企業3千社、1000年企業11社）が日本。毎年2千社が100年を迎える。

常に謙虚であり、自ら（社長や会社）が前面に立つことを嫌うため、メディア露出も少ない。奥ゆかしい日本文化そのもの。

長寿企業の70％以上が売上５億円以下であり、従来の信用＆地域の土台でのビジネス展開が軸。

発起の背景

3

発起の背景と想い

世界一の長寿企業数にも関わらず、知恵が遺されていない！

【長寿企業の特徴＝①信用第一（地域と人）×②身の丈経営（伝統と革新）×③謙虚】

懸ける想い

世界唯一の知恵を、次の世代・時代へと遺していきたい！

長寿企業が持つ“唯一無二のものがたり”に秘められた哲学・文化・歴史観（知恵）を紐解き、次の世代・時代へと遺していくことこそが、

22世紀ひいては23世紀にむけて必要不可欠であると感じ、2017年に「智慧の燈火（ちえのともしび）プロジェクト」を発足。

日本全国での一つひとつのご縁をもとに、長寿企業の皆さまと共に、番組・イベント・雑誌・ウェブと様々なメディア（知恵の発掘）にて、

“唯一無二のものがたり”を遺し、社内への浸透＆社外への発信を通して事業承継ならびに事業発展へと貢献いたします。

更には、知恵を活かし、イノベーション（革新）を創造し合う仕組み（融和と伝承）を構築し、次なる世代・時代へ遺して

いく架け橋（土台）を築いていきたいと考え、メンバーや同志の皆さまと精進している中、2020年4月、一般社団法人を設立。

P16に長寿企業の皆さまへの趣意書を記載



本音（悩みや葛藤）と本質（実践の知恵）を語り合える、唯一無二のコミュニティ。

「燈火同窓会」や「芽吹き会」、「番頭会」
等々の企画・運営

都道府県にて
「各地燈火会

～ともしびかい～」

学び場を通して、本気で実践する仲間とイノベーション（革新）の機会を創造。

①発掘

②融和 ③伝承

長寿企業が講師となり
実体験の知恵を学べる寺子屋

「学び舎～まなびや～」

唯一無二のコミュニティ
～ご縁の輪＆知恵の和～

事業承継や困難での決断等
実体験を語り、伝承

日本全国での学び場（寺子屋）設立
～知恵を活かしイノベーションの創造～

番組「Story~
長寿企業の知恵~」

イベント「地方創生経営者
フォーラム・伝燈と志命」

雑誌「一燈照隅」
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プロジェクト概要（運営の仕組み）

パートナー
（タイアップ）

運営体制

サポーター
（寄附）

その他
（新たな仕組み構築中）

ウェブサイト

長寿企業の経営哲学
真髄を発信するメディア

様々なメディアにて“唯一無二のものがたり“を遺し、知恵を発掘。（ものがたりの見える化＆言語化）

「日本が誇る世界遺産（長寿企業の知恵、千社万様のものがたり）を発掘し、次の世代・時代へと遺していく」同志と仕組みの構築



この度、東京海上日動は、チエノワ社の運営する「智慧の燈火プロジェクト」が掲げる

「長寿企業の知恵を次の世代・時代へと遺していく」という大義と志に共感・賛同し、

本プロジェクトのオフィシャルパートナーとして、手を上げさせていただきました。

近年の日本では、地震や台風等の自然災害の頻発、少子高齢化に伴う人口動態
の変化をはじめ、企業を取り巻くリスクは、時代とともに増加し、複雑化しています。
その中で、企業の経営者の皆様においては、様々なリスクから、いかに会社を守るのか、
従業員とその家族を守るのかを思慮し、常に最善の策と思われる決断を繰り返し、企業
活動の継続に努めていることと存じます。

更に創業100年を超える長寿企業におきましては、世界恐慌、世界大戦、環境問題、
バブル崩壊、自然災害等、幾多の艱難辛苦を乗り越える決断の上に地域と地域の
人々と共に進化と深化を続けてきた歴史や想いが必ずございます。

先人たちが遺してきたものを未来へと語り継いでいくことは、企業の事業継続につながり、

ひいては地域活性・地方創生につながる取組みと考えています。

長寿企業それぞれが持つストーリーやエピソードから、私たちは学び、変化を恐れず、挑
戦をし続けることこそ、最大のリスクヘッジかつ事業継続の秘訣であり、私たち自身にも必
要なことです。

本プロジェクトにてご縁いただく長寿企業の皆様と、運営するチエノワ社と共に力を合わ

せ、本プロジェクトが100年先いや1000年先も受け継がれ、日本全国の経営者、そし

て次代を担う経営者の皆様の一助となることを願い、サポートして参ります。
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オフィシャル・パートナー「東京海上日動火災保険」からのメッセージ



企業が100社あれば、100通りの生き方がある。他と
は違う自分の個性、独創的なアイデアで社会貢献して
欲しいと思います。

貴重な体験をさせて頂き、ありがとうございました。長寿
企業を取り上げた企画は素晴らしいです。今後も、あら
ゆる工夫をしながら、この企画を続けていってください。

あんまり老舗をリスペクトすると暖簾に胡坐をかくどころか、
寝そべってしまう恐れがあるので、老舗をディスる企画も
お願いしたいです。無知な女子高生等と対談して「古く
せー」とか「不味い」とか「調子に乗ってんな」とか直球な
ご意見が我々には必要な気がします。

長寿企業にスポットを当てて頂き、ありがとうございました。
老舗という言葉はよく使いますが、その価値について考える
ことは少なく、再確認することができました。他社様のことも
学ばせていただき、これからも精進いたします。

時代は変わっても、創業者の意志は企業の原点として
揺るぎがない。長寿企業の歴史を振り返ることは、経
営者たちの決断と行動の原理を学ぶことにつながる。

1年1年、ひとつずつ、1人ひとりの積み重ねが、大きな時
間となる。その最中では、わからない事ばかり。でも、後に
大きな力となり、結果「長寿」となり財産となる。言葉で
伝えることが難しいのが、伝統であり継続のみそかなぁ。

長寿企業は日本の大切な文化財だとおもいます。
なにがその核にあるのか知りたいとおもいます。貴社の取
り組み、はなはだ興味深いものです。

長い歴史のある会社の知恵をこれからの会社のオーナー
に伝えて新しい歴史が作れるように祈ってます。

長寿企業には、業種は違っても共通する点があり、テクニ
カルなものだけではなく日本人特有の感性がもたらすもの
ではないでしょうか。それを紐解いて伝えていく素晴らしい
機会。土台が弱ければ建物は壊れます。これからの企業
が固い土台をつくる為の一助になってください。

将来の日本を背負って立つ経営者のために、新しい企画
に「進取果敢」にチャレンジしてください。

本プロジェクトは長寿企業の経営の本質をあぶり出し、
これからの起業家に役立つことが発信され、より多くの
長寿企業を生むことにつながると思います。
私にとっては、何を大切にしてきたかを再確認出来る良
い機会になりました。有難うございました。

百科事典を創っている 100 年企業として、「知恵の輪」
に加えていただき光栄です。 百科事典はエンサイクロペ
ディアといって、 知識の連環を意味する言葉だからです。
知恵という人類の宝を次の世代に手渡すメディアとして、
「智慧の燈火プロジェクト」を応援します。
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トーダン 強口 邦雄氏

諏訪貿易 諏訪 恭一氏

トップウェル 小林 美津良氏

日本橋弁松総本店 樋口 純一氏

宇津救命丸 宇津 善博氏

ダイヤモンド社 石田 哲哉氏

平凡社 下中 美都氏

片倉工業 佐野 公哉氏

至誠学舎立川 橋本 正明氏

東京メガネ 白山 聡一氏

ホットマン 坂本 将之氏

アース製薬 川端 克宜氏

ご一緒に“ものがたり”を遺した、長寿企業の皆さまからのメッセージ



一つひとつのご縁を軸に、地域の宝（長寿企業）＆同志（後援企業）を発掘し、

2022年までに“全国４７都道府県への展開” を目指しています！

全ての長寿企業の“ものがたり “を遺せる仕組みを構築いたします。

長寿企業の知恵こそ、地域の宝であり、日本の財産。
だからこそ、全ての長寿企業の経営者、後援企業に対して、直接本プロジェクトの想い＆志を伝え、本プロジェクトを通して、
長寿企業がそれぞれに持つ “唯一無二のものがたり”をご家族と従業員の皆様のために長寿企業と“ご一緒“に遺しています。

＜番組＆雑誌＞地域を愛し、地域を支え、地域とともに発展してきた長寿企業。誰もが「企業名」「商品名」で老舗であるこ
とは理解しているもののその裏側に秘められた、艱難辛苦のものがたりを知らない。長寿企業側も自社を前面に打ち出すことを
よしとしない、謙虚で奥ゆかしい特徴を持つため、これまで明かされることがなかったものがたりには、知恵が秘められている。

背景にある課題

課題解決の仕組み

①発掘：４つのメディアを活かした展開（2017年1月～）

番組「Story~長寿企業の知恵~」 イベント「地方創生経営者
フォーラム・伝燈と志命」

雑誌「一燈照隅」 ウェブサイト

＜イベント＞地方創生とは、国内の各地域・地方が、それぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会をかたちづくり、魅力
あふれる地方のあり方を築くこと。そのためには、継続的な取り組みが必要不可欠であるが、大きなイベント（インバウンドやクー
ルジャパン等）や企画が一回きり、単発で行われることが多い。ナショナル企業や行政が主体であり、地元の企業が“自分事”と
して主体的に参画し、地域全体を巻き込んでいく企画が乏しい。
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各地域を支えられている自治体、銀行、経済団体そして新聞社、テレビ局、大学の皆さまとご一緒に運営し、地域に根ざし、

継続的に知恵を学び・活かしていく仕組みを築いていきます。誰にも明かされることのなかった、地域の宝である

“長寿企業の知恵（実体験による本音・本質）”を未来を担う経営者＆後継者へ繋ぎ、地域の仲間と共に

本気で活かし合うことでイノベーションを興し、企業発展＆地域活性化へと導いていくことこそが、目的。

①発掘：フォーラム ～地域でのキックオフ企画（地方創生×事業承継）～
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準備中開催済
※燈火会の事例は

P14～参照。

2025年までに“全国での開催＆各地での燈火会（寺子屋）設立“

一つひとつのご縁より、知恵を発掘し活かし合う仕組みを構築して参ります。



①発掘：フォーラム ～地域でのキックオフ企画（地方創生×事業承継）～
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2017年7月18日(火)in広島（中国新聞） 2017年12月18日(月)in新潟（新潟日報） 2018年8月27日(月)in岐阜（岐阜新聞） 2019年2月18日(月)in千葉（千葉テレビ）

2019年7月22日(月)in静岡（静岡新聞）

2019年10月24日(木) in三重(伊勢新聞)2019年10月24日(木) in三重（中部経済新聞）

2019年10月25日(金)in三重(三重ZTV)

2019年10月24日(木) in三重(Yahoo!ニュース)



①「創業の精神 ~今に受継ぐ想い~」

②「決断 ~ターニングポイント~」

③「言魂 ~心に刻む、言葉と想い~」

④「地域や業界との絆」

⑤「受け継がれる伝燈」

⑥「NEXT100 ~時代を超える術~」

番組「Story」

①発掘：番組＆雑誌 ～出逢い×ものがたり創造(コンテンツ)～

10

⑦「あなたにとっての会社とは？」

雑誌「一燈照隅～いっとうしょうぐう～」



創業100年以上かつ本プロジェクトに共感する同志のみが集う会。経営者だけでなく、

燈火同窓会（当主の集い）、芽吹き会（次期経営者の集い）
番頭会＆参謀会（右腕＆女性の集い）にて唯一無二の絆を構築いたします。

社員よりも家族よりも長寿企業、そして社長のことを理解していることが、チエノワの最大の強みであり、築き上げた信用がある
からこそ、皆さまのご縁を繋ぐ “燈火同窓会（ともしびどうそうかい）”を開催。（過去4回開催）
初めてお会いしたにも関わらず、一瞬で打ち解け、悩みや実体験を語る姿、そして帰り際には子どものような満面の笑みで別
れることができたことが、僕たちの想像を遥かに超え、長寿企業の皆様にとって価値のある企画（同窓会）であると確信。
「伝統とは革新の連続であり、のれんは守るものではなく磨き育てるもの」と頂く通りに、長寿企業の皆様も、常に学びながら
革新に挑戦されていることに気付き、これからの同窓会は“ 学び ”を軸に展開していきます！

背景にある課題

課題解決の仕組み

②融和：ネットワーク「燈火同窓会、芽吹き会」（2017年11月～）

実際に、取材を通じて、下記の悩みや課題を受けていたことが発足のキッカケ。
各地域には平均650社の長寿企業が存在するものの、ネットワークはごく一部に限られている。
また、各経済団体やお祭り等の地域行事の幹事を務め、多くの方々から相談を受ける長寿企業は、
自分自身の悩みや課題を相談できる、同じ境遇（連綿と続く歴史を次の世代へと託す使命）を
持つ者同士が集う機会が一切なく、学び場がない。
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②融和：一般社団法人「智慧の燈火プロジェクト」の発足（2020年4月）

12

「僕たちのミッション（使命）・志に共感頂いた仲間とご一緒に、
本プロジェクトを日本全国、そして世界へと繋げていきたい！」



長寿企業の次期経営者、もしくは長寿企業を目指すNEXT100年企業の経営幹部、

次期経営者に対して、“のれんという伝統と時代に応じた革新“という

これまで明かされることのなかった、事業継続に向けての知恵を届けていきます。

①情報発信をメインに、「長寿企業の知恵を学びたい」という経営人材に対して
メディア構築。テレビ局やネットニュース媒体にも配信していく。
②普段会うことも、学ぶこともできない長寿企業のトップ陣を先生を担って頂き、
10名程度の学ぶ機会（寺子屋＝各地での燈火会）を開催。
③②のコンテンツをeラーニングとして、教育プラットフォームを構築し、日本全国、
そして海外でも学べる機会を創出。
④経営者だけでなく、経営者を支える番頭候補を育てる教育メニュー（一泊二
日の現地研修等）を開発し、人材育成へと展開。

事業の継続可否や承継を検討する際に、士業の先生方に財務＆税務＆法務においての助言や
支援は沢山あるものの、実際に事業承継を実施した際の苦労や会社を存続させていく上での哲
学やアイデンティティを学ぶ機会がない。誰よりも事業承継を実施してきた長寿企業自身が、自らを
語ることを善しとしないために、事例が乏しい。長寿企業においても、後継者に語り伝えることは非
常に困難であることが800社以上の訪問により判明し、他社から学ぶことの重要性も改めて実感。

背景にある課題

課題解決の仕組み

③伝承：学び舎＆メディアプラットフォーム（2018年8月～）

※長寿企業の旦那さん達が講師となる、寺子屋を定期開催

長寿企業の経営哲学・真髄を発
信するメディアの構築（多言語）

立上げ準備中
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③伝承：各地での燈火会（2018年12月～）

14

日本の宝である長寿企業、彼らがこれまで語ることのなかった本音を語り、その中に秘めら
れている本質（実体験による知恵）を学び、本気で日々の社業に活かしていく “三本
主義“を軸とし、展開していく。

※新潟での開催事例

※三重での開催事例

※オンラインでの開催事例



補足
～趣意書やプロジェクトの定義、今後の展開、長寿企業の応援メッセージ～
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「 智 慧 の 燈 火 （ ち え の と も し び ） プ ロ ジ ェ ク ト 」
各 企 画 へ の 登 壇 ＆ 出 演 な ら び に 参 画 へ の 趣 意 書

智慧の燈火プロジェクト 発起人＆代表理事 田中雅也

（株式会社チエノワ 代表取締役）時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

本プロジェクトは、日本が世界の過半数を占める、３万社の長寿企業（創業百年を超える企業）が培ってきた歴史と経験の中から、哲学・文化・歴史観、なら

びに内的・外的要因の危機における決断、明かされることのなかったこれらの“ものがたり”を長寿企業の皆様と御一緒に遺し、メディア（番組、イベント、雑誌、ウェ

ブサイト）を構築しております。

長寿企業の皆様におきましては、歴史を紐解き、現在、未来へと繋げていく使命を社内そして社外へと伝える機会として活かして頂き、一方で他の長寿企業や

長寿企業を目指し歩まれている経営者、ひいては日本の中小企業発展のために知恵を継承していくことを目的にしています。

つきましては、貴社への取材ならびに出演をお願い致したく、「企画概要」と併せ、ご検討の程宜しくお願い申し上げます。

記

１．日時：

応相談（お互いに善きタイミングにて調整の上、実施）

２．内容：

①イベント「フォーラム 伝燈と志命」への登壇＆参加(各都道府県での開催)

②番組「Story～長寿企業の知恵～」(インターネットテレビ局・毎週公開)

雑誌「一燈照隅(いっとうしょうぐう)」(年1回発行) での取材

③各地燈火会や燈火同窓会、芽吹き会、学び舎等への参画(適宜開催) 

３．費用： 無償

※無償でご提供できる理由。

日本の宝であり、財産である、長寿企業の知恵を集めるメディアを構築することで、自治体（県＆市）・

地方銀行・経済団体（商工会議所＆経済同友会）・新聞社・テレビ局等との連携を図り、日本全国

における長寿企業、ならびに長寿企業を目指す企業の繋がり、つまり寺子屋ネットワーク（知恵のプラット

フォーム）を構築することができます。この社会貢献活動＆仕組みに対して、東京海上日動火災保険株

式会社をはじめ、共感・協賛いただける企業の皆様にサポート頂くことにより、運営が継続できると共に長

寿企業の皆様には無償にてご出演頂いています。

長寿企業の知恵はそれぞれ異なり、千社万様であります。この知恵を集め、各企業の成長に活かしていく

ことが、従来の資本主義とは別次元にて２１世紀ならびに２２世紀にむけては必要不可欠だと私共は

信じ、身の丈に沿う経営をしつつ、一つひとつ信用と実績の土台を積み上げていく所存であります。
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長寿企業の皆さまへの趣意書補足資料



知恵と智恵と智慧の違い

情報
Information

知識
Knowledge

知恵
Wisdom

智恵 智慧

長寿企業の知恵
（積み重ねた実体験）

長寿企業の知恵を独自に
活かし、血肉とすること

苦難と改革による智恵の中で
道、志命を見出していくこと

※自らの意思で取捨
選択し目的に沿う情報
を得ること。

※経験を通して知識を
活かすこと。

様々な智恵は時代や環
境、苦難の状況により、

常に進化と深化をさせてい
くことで智恵となる。

仕事、私事の様々な実
体験を通して得た真理。
物事を ありのままに把握
し ”真理” を見極める認

識力。
“志事”に生きる覚悟を定

められること。

発掘

どのメディアも取材し続ける
ことができなかった長寿企
業の“ものがたり”にフォーカ
スし、共に遺していくこと。

伝授 仕組み

世のため人のために事業を
行う経営者に対し、長寿企
業が持つ唯一無二の“もの
がたり“から気付きを与え、

改革していくこと。

3つの仕組み
(①ものがたりの発掘、②
知恵を活用、③活用中
におこる課題の発見・解

決)を構築すること。

灯火ではなく燈火の理由

プロジェクト名の由来
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補足資料



単価高い

レ
バ
レ
ッ
ジ
高
い

レ
バ
レ
ッ
ジ
低
い

第１フェーズ（2017年～）

第2フェーズ（2021年～）第3フェーズ（2023年～）

単価低い

イベント
（フォーラムを
全国展開）

企業再生プロジェクト
（道州制エリア毎で

拠点設置）

周年記念
（道州制エリア毎で

拠点設置）

ウェブサイト
（長寿企業毎の

独自サイト）

雑誌
（毎月発行）

AIコンシェルジュ
（経営者の悩みに
長寿の事例を）

海外展開

長寿企業
の全国組織化

（同窓会、倅会）

番組
（全国展開）

DB（データベース）

コラボレーション
（タイアップ）

メディア
（情報発信源）

研究機関の設立
（学術理論）

教育＆人材
（二代目＆参謀への

教育提供）

第1.5フェーズ（2020年～）

短期計画：6カ年計画～サービス展開＆ポートフォリオ～

18

補足資料



【30カ年計画】 “チエノワ”を世界標準語へ【20カ年計画】 海外・長寿企業の知恵発掘

【2020～2022年度】 マウント・フジ計画【2017～2019年度】 キャップストーン計画

一つひとつのご縁を大切にし、日々メンバー一同、進化と深化を続け

“決して急拡大・急成長を目指すことなく”
知恵を遺していく“土台と信用”を一歩一歩築いて参ります！

※チエノワ＝長寿企業の知恵

19

中期計画：30カ年計画～1000年先へ繋ぐ、土台づくり～補足資料



飛鳥時代：第40代天皇・天武天皇（てんむてんのう）※在位673年3月20日～686年10月1日。

日本最古の書物、「古事記」・ 「日本書紀」の編纂は天武天皇が始め、死後に完成した事業。

個人(日本人)の知恵は天武天皇、

“法人（長寿企業）の知恵はチエノワ”が遺し

“1000年先”まで活かせる仕組みをつくります！

※681年に命じた取り組みが、
「古事記」→712年：元明天皇（第43代天皇。女帝）
「日本書紀」→720年：元正天皇（第44代天皇。女帝）に献上。

日本の文化、歴史、哲学、自然観を学ぶことができるものが、古事記＆日本書紀。
これがなければ、日本としてのアイデンティティーは築かれていなかったに違いない。
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長期計画：1000年続く事業へ～目指すべき人物＆取り組み～補足資料



2
1

創業100年を超える長寿企業は、2017年で“30,687社”！

※世界の半数以上の長寿企業を占めるとも言われている。

売上10億以下が全体の80％、売上10億以上が全体の20％。 売上3億以下は全体の2/3 を占める。

上場・長寿企業は 564社 (長寿企業全体の約2％)

※データ元：帝国データバンク
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長寿企業DB①日本の長寿企業数と売上分析補足資料



日本では毎年 “2,000社”以上の長寿企業が生まれる！

※10年後2028年には“50,000社”を超える長寿企業数となる。

※データ元：帝国データバンク

東京、愛知、大阪以外では北海道が毎年100社、そして、順調に事業が継続される場合においては毎年2,000社
100周年企業が生まれる、驚きの事実。
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長寿企業DB②今後10年、100周年を迎える日本の長寿企業数補足資料



韓国銀行が2008年にまとめた、200年以上続いている
企業の国別割合の統計。世界41カ国中で創業200年
以上の企業は5586社あり、日本：3146社、ドイツ：
837社、オランダ：222社、フランス：196社という内訳。

創業200年以上の長寿企業 ＝ 世界の56％
創業1000年以上の長寿企業 ＝ 世界の65％ を保有！

日本は

創業200年：韓国0、中国9、インド3社

日本には創業1000年以上の企業が11社、500年以上が35社。
世界の創業1000年は17社。実に65％。

創業1000年：11社(全世界17社中)

【日本の1,000年企業】
1) 金剛組（大阪市）／木造建築工事／創業578年
2) 池坊華道会（京都市）／生花・茶道教授／創業587年
3) 西山温泉慶雲館（山梨県早川町）／旅館・ホテル／創業705年
4) 古まん（兵庫県豊岡市）／旅館・ホテル／創業717年
5) 善吾楼（石川県小松市）／旅館・ホテル／創業718年
6) 源田紙業（京都市）／袋物製造／創業771年
7) 五位堂工業株式会社（奈良県）／鋳物製造／創業794年
8) 田中伊雅（京都市）／宗教用具製造／創業888年
9) 中村社寺（愛知県）／社寺建築／創業970年
10) 一文字屋和輔（京都市） ／和菓子製造販売／創業1000年
11) ホテル佐勘（仙台市）／旅館・ホテル／創業1000年

【世界の1,000年企業】
1) Stiftskeller St. Peter／Austria／Restaurant／ 803年(1214年)
2) Staffelter Hof／Germany／Wine／ 862(1155年)
3) Sean's Bar ／Ireland／Pub／ 900(1117年)
4) The Bingley Arms／UK／Pub／ 953(1064年)
5) Marinelli Bell Foundry／Italy／Foundry／ 1000(1017年)
6) Château de Goulaine／France／Wine／ 1000(1017年) 

※List of oldest companies From Wikipedia
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長寿企業DB③日本の200年企業 ＆ 1000年企業補足資料



※参照：東洋経済オンライン～米国は老舗大国！これが｢ご長寿100社｣だ～http://toyokeizai.net/articles/-/56259

創業200年以上の老舗企業のみで構成される
国際組織。フランスのリキュールメーカーマリー・ブ
リザール社が、何世紀にもわたり存続してきた伝
統企業で、現在でも創業者の子孫が経営する
企業を集めて団体を創設しようと提唱したことが
発端。イタリアのベレッタ社が1年がかりで164の
商工会議所25か国の大使館の協力を得て
174社の会社とコンタクトを取り加入を募り、条
件を満たしたのはわずか15社。1981年、そのう
ちの10社で協会が設立されました。

アメリカの長寿企業エノキアン協会

1)法師（有限会社善吾楼）
創業：718年
代表：（石川県）

2)株式会社虎屋
創業：1530年
代表： 黒川光博（東京都）

4)月桂冠株式会社
創業：1637年
代表：大倉治彦（京都府）

3)ヤマサ醤油株式会社
創業：1645年
代表：濱口道雄（千葉県）

5)岡谷鋼機株式会社
創業：1669年
代表：岡谷 篤一（愛知県）

6)材惣木材株式会社
創業：1690年
代表：鈴木 龍一郎（愛知県）

8)中川政七商店
創業：1716年
代表：中川 淳（奈良県）

7)株式会社赤福
創業：1707年
代表：濵田 勝子（三重県）

＜日本の加盟企業8社(2018年1月現在)＞

＜創立目的＞

1.創立200年以上のフランス企業同士の相互理解と連帯

のきずなを深めること。

2.産業活力と伝統とは調和することを証明すること。

3.フランス会員と同条件下の外国企業との協力関係をつく

ること。

1. 創業以来200年以上の社史を持っていること。

2. 創業者の子孫が現在でも経営者、もしくは役員である

こと。

3. 家族が会社のオーナーもしくは筆頭株主であること。

4. 現在でも健全経営を維持していること。

1.会員相互での企業の連携と親睦を図る。

2.毎年1回、会員の所在地で総会を開催する。

3.毎年「エノキアン賞」を設定。会員外の企業のなかから、経

営状態・伝統の保存・未来への建設・貢献度・製品サービス

の優秀性を基準に、優秀企業を選択し、表彰する。

＜加入資格＞ ＜活動内容＞
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長寿企業DB④世界の長寿企業＆のれん会補足資料



②経営者高齢化と後継者不足①経営者の平均引退年齢

③事業承継への取組の先送り ④後継者への想いと３つの要素

※参照：中小企業庁「経営者のための事業承継マニュアル」平成29年4月10日（ http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170410shoukei.pdf ）
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阪神淡路大震災(1995年)

十勝沖地震(2003年)

新潟県中越地震(2004年)
福岡県西方沖地震(2005年)

東日本大震災(2011年)

熊本地震(2016年)

広島市土砂災害(2014年)

御嶽山噴火災害(2014年)

太平洋側の大雪 (2014年)

「自然災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、
その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

我が国の主な地震被害我が国の主な火山噴火及び噴火災害

※参照：平成29年版防災白書
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※参照： 内閣府「企業の事業継続に関する熊本地震の影響調査」平成29年3月( http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kigyou/topics/pdf/kumamoto_report_gaiyou.pdf )

自然災害大国の日本において

中小企業の“８０％”がＢＣＰ策定していない現実。
経営者が考える危機管理の“見える化” を東京海上日動火災保険がサポート！

（内閣府）
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カイハラ 貝原 潤司氏 三宅本店 三宅 清嗣氏
＜他の長寿企業のお話から＞
考え方や根底にあるものは同じ。控えるとこ
ろは控え、色んな会の長をやり、どうまとめて
いくか。地域のことをやることは、外から自分
や会社をみるという面で非常に大事である。

＜永く続く秘訣＞
「やってはいけないことがハッキリしているかどう
か」が大事であり、これを見つけていくことです
ね。護るべきこと、捨てるべきことが明確であ
ること。

＜”智慧の燈火プロジェクト”へ＞
大変面白いです！私も知りたいものがあり、他の長寿企業さんがどういう取組
をしているのか、その共通点や異なる部分を学びたいですし、今日も物凄く勉
強になり、有難い機会に感謝で一杯です。

＜”智慧の燈火プロジェクト”へ＞
地域の中において知恵を発掘し、イノベーションや企業の創造・創生の機会を
生み出していく、社会貢献ですね。地道で、道のりは長いかもしれないけど、素
晴らしい取組です。

＜他の長寿企業のお話から＞
業種業態は違っても、基本は一緒であり、
必ずコアは存在する。そのコアがあるからこそ、
続くという原理原則を改めて認識した。

＜永く続く秘訣＞
去年160周年を迎え、先輩たちが基盤を
創ってくれたからこそ今があり、次の160年の
基盤を創る志命・義務感を感じた。先輩た
ちの努力の賜物への感謝と共に、謙虚さと
誠実さが秘訣。

＜フォーラムを終えて＞
改めて新潟の凄さを、100年以上続く企業が
全国4位、また参加者の皆さんが誰一人も居
眠りすることなく学ばれる熱気を通して実感し、
私自身も勉強になりました。“新潟の地方創
生”をテーマに掲げる私としては「新潟には素
晴らしい人財が沢山いるからこそ、これからも
素晴らしい地域づくりができる」と確信。長寿
企業は地域と地域における信用の上に成り
立ち、改めて地域や伝統について考え、皆さ
んと連携・連帯していくことは非常に重要。

＜フォーラムを終えて＞
本日この企画と機会を提供頂いた、㈱チエ
ノワ田中社長の視点、企画を実行する力、
地方に目を向けるセンスは、若いですが、
素晴らしいものを持っていいます。是非全
国へ展開し、地方の活性化に繋がるように
期待してます。これからは地方創生がキー
ポイントであり、全国各地でチエノワさんの
力によって、この企画が発展するよう祈って
いますし、応援いたします！

広島銀行 三吉 吉三氏 NSGグループ 池田 弘氏

＜”智慧の燈火プロジェクト”へ＞
長寿企業を活性化し、先人達の知恵を学ぶ機会を築き、集まった企業が勉
強し、100年・200年を目指す企業が増え、「どうしたらいいのか！」と考え、
日々経営に活かす。素晴らしい活動であり、これこそ“世界の知恵”です！

＜”智慧の燈火プロジェクト”へ＞
全国の皆様、「智慧の燈火プロジェクト」これはそれぞれの地域で頑張る企業、
あるいは、そこに住む人々の力強い応援に必ずなります！この企画・ご案内が
届きましたら、是非ともご参加して下さい！来年も広島でやりましょう！
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フォーラム(地域開催)を支えて下さった皆さまからのメッセージ補足資料



Q1：実際にイベントに参加を頂き、いかがでしたか？ Q2：どのような部分が興味深いポイントでしたか？

Q3：実際に自社の経営に役立てたいと感じたことは何でしたか？

回答数 割合

創業の精神 12 25.5%

決断～ターニングポイント～ 30 63.8%

地域とともに生きる 20 42.6%

これからの100年 23 48.9%

・自分の事、会社の事、県の事、日本の事が誇れることが、国際化に
つながると気づかされました
・気づきが多く、明日からのビジネスにいかさせて頂きます
・とても有意義な時間でした。今後の日本的経営、事業継承や社会
課題との共存、それぞれの視点の解決の糸口となるような意味のある
場所でした
・各企業共現状に甘んじないで、何をやれば企業の発展、地域への
貢献等考えているのを知って興味が湧いた
・歴史伝統のある企業様のお話ばかりで、日頃なかなか聞くことができ
ず、とても勉強になった
・このような企画を立ち上げて頂きありがとうございます。直接話をうか
がえる貴重な時間でした。
・あまり参加したことの無いテーマだったので面白く、希望が湧きました。
歴史を作りたい。

・共通する点として、地域との共存コミュニティにとても重きを置いてる点
でした
・時代の変化に身を置く、地域を大事にして欲しい
・人として死ぬまで何の役目を果たして人の役に立てるのか
・政治に足を入れない事も大事なこと。
・政況不安や天災等による危機からの復興再興アイデア
・苦境に立った時の判断
・創業精神を守りつつも、時代の流れや状況を見極めて決断と判断の
場面

・歴史を知ることが重要
・地道に誠実に経営を行うことが信頼につながる
・地域との接点の持ち方、地域を大事にすること
・時代の変化を早くキャッチし、他業種から学ぶ。
・周囲から存在を認められ、信頼を頂いていく事が大事
・逆境の生かし方、長く続けることの価値。
・次世代へ残す（伝承する）ものと残さないものの分別

Q4： 「地方創生経営者フォーラム」を知人に薦めたいですか？

・この場でしか聞けない、日常では耳にすることのできない内容の話を
拝聴でき、勉強になるため
・他社と同じ目標を持ち、地域と文化の継承に期する為
・事業承継者として、本プログラムの内容は非常に意味のあるものだと
思います
・地元の若手経営者（2代目、3代目）は聞くべき。
・友人経営者と共に広島を活性化したい
・第1部の時間が足りない。倍あっても良かったです。
・多くのヒントを頂きました。個人や一企業の枠を超えて伝えていくべき
ものがあると思うので。
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他の異業種交流の会と違い、別世界の
お話とリラックスした会話ができました。次
回も是非ともお声がけください。
トーダン 強口 邦雄氏

皆様が同じ長寿企業ということもあり、とて
も勉強になり、楽しい会でした。また、引続
きよろしくお願いいたします。
菊廼舎本店 井田 常道氏

今日はありがとうございました。非常に楽しい時間
でした。今後もプロジェクトは大きくなっていき、
沢山の方々とお知り合いになれることを愉しみに
しています。1回30人規模とし、より多く開催して
いただきたいです。
菊廼舎本店 井田 裕二氏

さすが100年企業の皆さま方のお話は深
いものがありますね。楽しいご縁をつくってい
ただき有り難く存じます。「チエノワ」さんの
益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
平凡社 下中 美都氏

月日は百代の過答。100年以上続く会
社が1社でも多く増えるよう頑張ってくださ
い。これからも応援しています。
桝屋 加藤 勤氏

貴重なお話を沢山伺えました。モノづくり企業
の思いやりやメッセージを取材して頂きたいです。
酒、醤油は勿論、伝統野菜農家の方なんて
いかがでしょうか。この様な機会に大変感謝を
してます。本当にありがとうございました！
はし籐本店 上中 康成氏

本当に大切なことを、多くの皆さんに伝え
ることは大切です。皆さんの気持ち・想いを
引き出し、日本全国から世界へと、智慧
の燈火を実現してください。応援してます。
諏訪貿易 諏訪 恭一氏

楽しかったです、本当に。ありがとうござい
ました。私と助六さんの出ている本゛浅草
はなぜ日本一の繁華街なのか”の登場人
物は全員掘り下げてください。
株式会社ちんや 住吉 史彦氏

楽しく有意義な会をありがとうございました。
動画を職員研修に使わせて頂きます。
「歴史はお金で買えない」更に歴史を築い
ていかなければと心得て参ります。チエノワ
さんの仕事が社会全体へと広まっていきま
すことを心から祈ってます。
至誠学舎立川 橋本 正明氏

この様な機会をお作り戴き、大変ありがとう
ございます。今後とも長く続けていただきたい
と思います。出会いは大切です。ありがとうご
ざいます。
土橋園 土橋 武雄氏

今日は色々な業種の方々とお話ができて
とても楽しかったです。普段聞くことのでき
ない話や、歴史を聞けて勉強になりました。
また、この様な会があると嬉しいです。よろ
しくお願いいたします。
東京温灸院 小宮 由希子氏

これからも素晴らしい企画、続けてください。
同窓会もどんどん参加者を増やし、多くの
方々とお知り合いになれるように。期待し
ていますし、応援しています！
山本海苔店 山本 徳治郎氏

和の物は地球がせまいからどんどんせばま
ると思いますが、本物を追及している限り
残ると思います。自分中心ですが和のもの
の集まりは話が進むと思います。
助六 木村 吉隆氏

長寿企業の皆様と出会い、多くの貴重なお話
を聞けて、凄く楽しかったです。当店の様な小さ
い店が、凄い企業の皆様と一緒に呼んで頂け
たことが非常に嬉しいです。このような同窓会
やBtoBに特化した長寿企業の会等、色々な
形で長寿企業がつながれる機会があると嬉し
いです。北嶋屋 北嶋 雄氏

楽しい会をありがとうございます。弊社400
周年の際、友人400人をお呼びする催し
を開催予定ですが、皆さんもメンバー入り
してます！それまでそれぞれにお元気で！
一の湯 小川 晴也氏

世界で例の無い大変貴重な取り組みをされてい
ると思います。今日は非常に楽しい時間を過ごさ
せていただきありがとうございました。田中さんの人
柄あっての事業だと思いますのでこれからもお体に
気を付けて頑張ってください。これからも素晴らし
いご縁がつながっていく事をお祈りしております。
飯田高遠堂 飯田 慶雄氏

世界一の長寿大国、日本。その長寿を付
加価値として、その輪を日本中、世界中
へと広げていこう！寿命長寿、企業長寿、
2大長寿大国バンザイ！
永島医科器械 平尾 泰朗氏

非常に楽しい機会をありがとうございました。今
年二回しかスーツ着ていませんが、どちらもチエ
ノワさん企画です(笑)創業時の背景が永遠の
課題でしたが、飯田高遠堂さんに素敵な話を
頂き、謎が解けました！次回からは長寿企業
のお店で実施して参りましょう！
玉ひで 山田 耕之亮氏
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長寿企業であっても継続していくことは簡
単ではありません。来年・再来年と、どのよ
うに企業継続していくのか、これからも継
続的に、それぞれの話が聞きたいです。

日本橋弁松総本店 樋口 純一

智慧の燈火プロジェクトを応援している皆
さんには、”熱い心”があると感じることがで
きました。この熱い心をこれから全国へ広
げていくことができればいいなと思っていま
す。

片倉工業 佐野 公哉

燈火同窓会に参加して、とても楽しい１
日を過ごすことができました。 次も是非、
声をかけてください。本当に特殊な集まりで、
すごくよかったです。

ヨシダ 吉田 信行

長寿企業経営を担っている人は皆、想い
のある人ばかりです。
“想い人”とつなげてくれて、本当にありがと
うございます。

花嫁わた 吉村 祐介

燈火同窓会では、本当に素晴らしい出
合いがありました。お誘いいただきまして、
本当にありがとうございました。

梅林堂 栗原 良太

誰と一緒にいるのかを考えることが重要で
あり、人は財産である！人の力はすごい。
これを次の世代にどう伝えるか言語化して
いきます！今後は、智慧の燈火プロジェク
トが第一優先です！

一條旅館 一條 一平

記念撮影のときの口を開いた写真は遣わ
ないでくださいね！笑
楽しい時間を過ごすことができました。

玉木屋 田卷 章子

創業ランキングで上位だと思い、参加しま
したら、上がいることに驚きました。社史や
小説など、これから歴史を”遺す”ことに専
念していきたいと思っております。

伊場仙 吉田 誠男

業種・業態に関わらず、色々な出会
いがあり、とても楽しい時間を過ごすこ
とができました。また楽しい時間を過ご
せればと思っております。

墨田川造船 石渡 秀雄

チエノワさんが企画する燈火同窓会
は、最高の集い（つどい）でした。参
加させていただき、ありがとうございまし
た。次回も是非、よろしくお願いします。

トップウェル 小林 美津良

長寿企業の皆さまの熱い話や体験がと
ても身近なことで、多くのことを学ばせて
頂き勉強になりました。
チエノワさんは親族以上の会社です！
一緒に繁栄していきましょう！

トーダン 強口 邦雄

長寿企業の皆さまとのお話は、初めて
お会いしたにも関わらず、古き友と一
時を過ごしたような思いでした。
このような機会をいただき、本当に有
難うございました。

諏訪貿易 諏訪 恭一

100年以上の歴史を生き抜いてきた
長寿企業には、それぞれの戦略とそ
れぞれの知恵があると感じました。そん
なお話ができて、よかったと心から思っ
ております。

永島医科器械 平尾 泰朗

inspire!! in a sense
色々な人と色々な話をして、参考に
なることが多くありました。飾らない皆
さまの言葉が本当によかったと思いま
す！

森下仁丹 駒村 純一

収録当日ということもあり、軽い気持
ちで参加を決意しましたが、予想を
遥かに越えて、素敵な会でした。
次回もお声かけいただければ参加し
たいと思います。

横浜植木 有吉 和夫

想像以上に楽しく、信用ある長寿企業
のみが集い、初めてなのに家族のような
アットホームで素敵な会でした。
チエノワさんの熱意に感激しております。
次回もぜひ、参加させてください。

秋葉牧場 秋葉 良子

創業スピリットを皆が携え、田中さんの
熱意の元で頑張るスタッフの皆さんは
幸せで、老舗には無い素晴らしく、私
自身エネルギーを頂きました。これから
も、チエノワさんとのご縁を大切に築か
せてください。

Innocently 茂木 克祐

皆さんの元気のよさに驚きました。チエ
ノワさんの力でしょうか。 しかし、長い
歴史の中で浮き沈みを経験すること
なしに長寿ということもあり得ないで
しょう。 皆さんの知恵をもっと学びたい
ところです。

教文館 渡部 満
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運営会社：株式会社チエノワ
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