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平成 30 年５月 29 日 

 
 

 
 
大阪経済記者クラブ会員各位 

 

『大阪企業家名言集』改訂版発行記念 特別展示 

「企業家たちの珠玉の名言」開催について 
 
 
 
 
 

 
○ 大阪商工会議所が設置・運営する大阪企業家ミュージアム（館長：宮本又郎大阪大学

名誉教授）は、新たに４名の企業家を加え、計８０の名言・座右の銘を収録した『大阪

企業家名言集』改訂版をこのたび発行する。2011 年の発行以来、好評を得ているも

の。改訂版の発行にあたり、６月７日（木）から特別展示「企業家たちの珠玉の名言」

を開催する。 

 

○ 同特別展示では、収録の 80 名言・座右の銘を一堂に展示する。 

今回新たに収録した企業家（企業家名五十音順）： 

石本他家男氏（株式会社デサント）、伊藤喜十郎氏（株式会社イトーキ）、 

小嶋淳司氏（がんこフードサービス株式会社 ）、佐治敬三氏（サントリーホールディングス株式会社） 
 

   同時展示として、安藤百福氏（日清食品ホールディングス株式会社）や 

石橋信夫氏（大和ハウス工業株式会社）など、18 名の企業家の直筆色紙も展示する。 

 

＜『大阪企業家名言集』改訂版発行記念 特別展示 「企業家たちの珠玉の名言」＞ 
【期  間】 平成 30 年 6 月 7 日（木）～平成 30 年 7 月 31 日（火） 

【開館時間】 10：00～17：00 水曜日は 20：00 まで ※入館は閉館 30 分前まで 

【休 館 日】  日曜日、月曜日、祝休日、 

【会  場】 大阪企業家ミュージアム (大阪市中央区本町 1-4-5 大阪産業創造館地下１階) 

【見 学 料】  大阪企業家ミュージアム入館料（大人一人 300 円）に含む 

【主  催】 大阪商工会議所 大阪企業家ミュージアム 

 

以 上 

 
 

◆名言集改訂版の発行を記念して、7 月 3 日（火）に講演会を開催 

【日   時】 平成 30 年 7 月 3 日（火）18：00～19：30（質疑応答含） 

【会  場】 大阪企業家ミュージアム会議室 

【テ ― マ】 「がんこの起業と経営から」 

【講  師】  がんこフードサービス株式会社 代表取締役会長 小嶋 淳司 氏 

【定  員】 40 名（先着順） 

【参 加 費】 1,000 円（税込）※特典：改訂版『大阪企業家名言集』をお一人 1 冊進呈 

【主  催】 大阪商工会議所 大阪企業家ミュージアム 

 

【問合先】  
 大阪商工会議所 大阪企業家ミュージアム（上野、宮城） 
 ＴＥＬ：０６－４９６４－７６０１ 

記者配布資料 
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【企業家たちの珠玉の名言 展示企業家】（氏名五十音順・敬称略） 

社名は『大阪企業家名言集』記載のもの（法人格は省略） 

※：追加企業家(４名) 

 
安宅弥吉 

安藤百福  日清食品ホールディングス 

飯田新七＜４代＞ 髙島屋  

井植歳男  三洋電機 

池田 悟  千趣会 

石橋信夫  大和ハウス工業 

※石本他家男 デサント ※ 

市川銀三郎 象印マホービン 

市川 忍  丸紅 

※伊藤喜十郎 イトーキ ※ 

伊藤忠兵衛＜初代＞ 伊藤忠商事、丸紅 

伊藤忠兵衛＜２代＞ 伊藤忠商事、丸紅 

稲畑勝太郎 稲畑産業 

井上貞治郎 レンゴー 

岩井勝次郎 双日 

岩下清周  三菱 UFJ 銀行、近鉄グループホールディングス、  

阪急阪神東宝グループ 

岩谷直治  岩谷産業 

上野理一  朝日新聞社 

上山英一郎 大日本除虫菊 

浦上郁夫  ハウス食品グループ本社  

江崎利一  江崎グリコ 

大社義規  日本ハム 

太田垣士郎 関西電力 

太田光凞  京阪ホールディングス 

大西信平  大西 

大原總一郎 倉敷紡績、クラレ 

大原孫三郎 倉敷紡績、クラレ 

大林芳五郎 大林組 

樫山純三  オンワード樫山 

金森又一郎 近鉄グループホールディングス 

菊池恭三  ユニチカ、三菱 UFJ 銀行 

北 二郎  阪和興業 

久保田権四郎 クボタ 

黒田善太郎 コクヨ 

※小嶋淳司  がんこフードサービス ※ 

五代友厚  大阪商工会議所、商船三井、大阪取引所 他   

小林愛三  ダイヘン 

小林一三  阪急阪神東宝グループ 

※佐治敬三  サントリーホールディングス 

 佐伯 勇  近鉄グループホールディングス、大阪商工会議所 

島野庄三郎 シマノ  

杉 道助  大阪商工会議所、日本貿易振興機構、ヤギ 

髙井恒昌  千趣会 

武田長兵衞＜５代＞ 武田薬品工業 

竹中藤右衛門＜14 代＞ 竹中工務店 

田嶋一雄  コニカミノルタ 

田邊五兵衞＜12 代＞ 田辺三菱製薬  

田鍋 健  積水ハウス 

椿本説三  椿本チエイン 

寺尾威夫  りそな銀行 

鳥井駒吉  アサヒビール 

鳥井信治郎 サントリーホールディングス 

中内   ダイエー 

中橋徳五郎 商船三井、関西電力 他 

中山悦治  中山製鋼所 

中山太一  クラブコスメチックス 

西村俊一  サクラクレパス 

西山 磐  大阪ガス 

新田長次郎 ニッタ 

能村龍太郎 太陽工業 

野村徳七＜２代＞ 野村ホールディングス、りそな銀行 

早川徳次  シャープ 

林正之助  吉本興業 

日向方齊  新日鐵住金、関西経済連合会 

広岡浅子  大同生命保険  

広瀬宰平  住友グループ、商船三井、大阪商工会議所 他  

弘世助三郎 日本生命保険 

藤田伝三郎 DOWA ホールディングス、藤田観光 

東洋紡、南海電気鉄道、大阪商工会議所 他 

細川永一  ホソカワミクロン 

松下幸之助 パナソニック 

松本重太郎 みずほフィナンシャルグループ、南海電気鉄道、東洋紡 他 

水野利八   ミズノ 

武藤山治  クラシエホールディングス、時事新報社、國民會館 

村山龍平  朝日新聞社 

本山彦一  毎日新聞社 

森下 博  森下仁丹 

山岡孫吉  ヤンマー 

山田 晁  ダイキン 

行待裕弘  千趣会 

吉川秀信  タカラベルモント 

吉本せい  吉本興業 

和田源三郎 イズミヤ 

和田満治  イズミヤ 

(以上 83 名) 

 

【色紙展示企業家】（氏名のみ・敬称略） 

 
新井正明、安藤百福、井植敏、家城福一 

石橋信夫、伊部恭之助、岩谷直治 

鬼塚喜八郎、亀井正夫、黒田暲之助 

佐々木正、中内、中邨秀雄、能村龍太郎 

細川益男、松下正治、村井勉、和田亮介 

 


