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社名 会社紹介・ＰＲコメント

株式会社ＩＨＩ

1853年創業の総合重工業メーカー。渋沢栄一翁は，1889年，東京石川島造船所設立時の委員

（後に取締役会長）に就任。翁の理念は，現在のIHIグループの経営理念にも受け継がれていま

す。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

すべてのお客様の声に耳を傾け、お客様に安心と満足をお届けすることを一番に考え行動し、

お客様の期待にお応えします。

当社の源流であります横浜火災創業時に渋沢先生にご尽力いただきました。

株式会社青森銀行
渋沢栄一の勧奨により創立された、第五十九国立銀行を母体とする地方銀行です。2019年1月

20日に創業140周年を迎え、地域社会の発展に資する取り組みを実施しています。

株式会社秋田銀行 1956(昭和31)年東京支店開設

NSユナイテッド海運株式会社

2010年10月　日鉄海運（株）と新和海運（株）が合併し、発足。誠実で良質な海上輸送サービ

スの提供を通じて社会の発展に貢献することを基本理念として、日々の企業活動を行っていま

す。

株式会社大分銀行 「感動を、シェアしたい。」

大阪堂島商品取引所
日本で唯一のコメを上場しております。農産物の商品先物取引所です。コメ先物取引の啓蒙活

動として参加させていただきます。コメ先物取引についてＰＲできれば幸甚です。

オーベクス株式会社

取締役会長の渋沢栄一翁が1892年設立した日本最初の製帽会社。フェルト帽子製造技術からサ

インペン先、医療機器へ展開。変革を恐れず、モノづくりを通じて、社会に貢献してまいりま

す。

オーロラ株式会社

弊社は明治29年創業の傘・帽子・スカーフなど服飾雑貨商品の製造卸売業者です。2007年、澁

澤栄一翁がご創業された現オーベクス株式会社様から“東京ハット”の事業を継承致し、百貨

店・有名専門店にて販売させて頂いております。

沖電気工業株式会社
1881年、初の電話機国産化に挑んだ創業者の「進取の精神」を今に受け継ぎ、IoTを活かした"

モノづくり・コトづくり"を通して、より安全で便利な社会のインフラを支えます。

関東鉄道株式会社
当社は、茨城県を事業エリアとし、鉄道・バスによる運輸業、不動産業を展開しております。

今年は、竜ヶ崎線開業１２０周年です。皆様のご利用をお待ち申し上げます。

九州電力株式会社 九州から未来を創る九電グループ　～豊かさと快適さで、お客さまの一番に～

一般社団法人共同通信社

1945年の創立以来、国内、海外のニュースを取材、編集して全国の新聞社、NHK、民間放送

局、海外メディアに配信しています。日本語だけでなく英語や中国語、韓国・朝鮮語でも配信

し、アジアに軸足を置く日本を代表する総合国際通信社です。

株式会社京都ホテル
明治21年に前田又吉が創業した京都ホテルは、渋沢栄一翁の扶助を受けて西洋式ホテルを開

業。国内外の賓客をもてなし、文化人が集うホテルとして時を重ねてまいりました。

京阪ホールディングス株式会社
渋沢栄一が創立委員長である京阪電気鉄道㈱を前身とする京阪グループの持株会社。関西を中

心エリアとして、本年開業110周年を迎え、新たな価値創造に取り組んでいる。

サッポロホールディングス株式会社

当社は、国内酒類事業を中心に食品飲料事業、不動産事業を展開しているブランドカンパニー

です。渋沢栄一氏は浅野総一郎氏らと共に大倉組が払下げを受けた札幌麦酒醸造場を買収して

1887年札幌麦酒会社を開業しました。この札幌麦酒会社が当社のルーツであります。

三機工業株式会社
「エンジニアリングを通じて快適環境を創造し広く社会の発展に貢献する」という経営理念の

元、創立100周年に向けて前進します。

ＪＸＴＧエネルギー株式会社
JXTGグループは、エネルギー・資源・素材における創造と革新を通じて、社会の発展と活力あ

る未来づくりに貢献します。

株式会社ＪＴＢ
渋沢栄一翁の賛同で、観光による外国人誘致、外貨獲得を目指す機関として1912年創立。現在

も「観光先進国日本の実現」に向け、地球を舞台にあらゆる交流を創造し続けています。

株式会社時事通信社
国内・海外に張り巡らされた取材網を通じて収集した情報を基に、新聞・マスメディア向け

ニュース、金融・証券情報、企業向けニュースなど多彩なサービスを行っています。

株式会社七十七銀行
For The Customer＆For The Future　お客さまのニーズに最適なソリューションでお応えする

「ベスト・コンサルティングバンク」の実現

株式会社実業之日本社
1897年、経済誌『実業之日本』を創刊。1909年には新渡戸稲造を編集顧問に迎え、雑誌業界

をリードする。現在もビジネス、小説、旅行ガイドなど、多彩な出版活動を続けている。

渋沢ネットワークフォーラム２０２０
渋沢関連企業　会社紹介・ＰＲコメント一覧

渋沢栄一が関わった１８６社（※当所調べ）のうち、本日ご出席の

各社の「会社紹介・ＰＲコメント」は以下の通りです。
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品川リフラクトリーズ株式会社
当社は耐火物の製造・販売を営んでおります。渋沢栄一氏は、創業者西村勝三の相談相手とし

て1875年の創業前から当社に係わり、会社設立時の発起人としても名を連ねております。

澁澤倉庫株式会社

当社は、澁澤榮一翁により創設された澁澤倉庫部を前身とし、物流一括受託業務や高付加価値

業務、国際物流等の物流事業に加え、オフィスビル賃貸等の不動産事業等、幅広いサービスを

提供している。

清水建設株式会社

当社は第一国立銀行建設を機に、１８８７年、渋沢翁を相談役に迎えました。現在もその教え

である「論語と算盤」を社是とし、「顧客第一」、「誠実なものづくり」を大切にしていま

す。

株式会社十六銀行
１８７７年、第十六国立銀行として岐阜市にて創業しました。当時、渋沢栄一翁から銀行業の

教えを頂き、１９３１年の旧本店竣工時には扁額「順理則裕」を寄贈頂きました。

一般社団法人全国銀行協会

国内で活動する銀行等を会員とする団体で、前身の銀行団体「択善会」や「東京手形交換所」

の設立者は渋沢栄一。銀行の健全な発展を通じたわが国経済の成長等への貢献を目的に活動し

ています。

損害保険ジャパン日本興亜株式会社

当社は2018年10月に創業130周年を迎え、安心・安全・健康に資する最高品質のサービスを提

供することで、社会へ貢献していくことを経営理念に掲げ、日々、新しい挑戦を続けていま

す。

第一三共株式会社
第一三共は企業理念として「革新的医薬品を継続的に創出し、多様な医療ニーズに応える医薬

品を提供することで、世界中の人々の健康で豊かな生活に貢献する」ことを掲げています。

株式会社第四北越フィナンシャルグループ（株式会社北越銀行）

当行前身の一つである第六十九国立銀行の設立にあたり渋沢栄一が支援。新潟県を地盤に１４

０年を超える歴史の中で、金融サービスの提供を通じてお客様からの信頼にお応えしていま

す。

大成建設株式会社
「人がいきいきとする環境を創造する」というグループ企業理念のもと「地図に残る仕事」に

取り組んでおります。

ダイトウボウ株式会社
弊社は、設立発起人に渋沢栄一翁が名を連ね今年創業125周年目を迎える東証1部上場企業で

す。毛紡織を祖業とし、商業施設、ヘルスケアの各事業を通じて社会貢献に尽力しています。

大日本印刷株式会社
DNPは「P&I(印刷と情報)」の独自の強みを掛け合わせ、パートナーとの連携を深めること

で、社会課題を解決するとともに、人々の期待に応える新しい価値を創出していきます。

太平洋セメント株式会社
渋沢栄一氏は日本近代化に必要な基礎資材・セメントの産業創成に尽力し、当社前身会社創立

に携わった。現在当社はセメント製造を通し国内外の発展と廃棄物活用に貢献している。

秩父鉄道株式会社

秩父鉄道は、埼玉県北部を東西に横断し、熊谷を起点に東は羽生駅、西は埼玉県の代表的な観

光地である長瀞、秩父を通り、三峰口駅まで37駅、田園地帯や、荒川、秩父の山々など総延長

71.7キロの広大な自然の中を走る鉄道です。

株式会社帝国データバンク

1900年創業の企業信用調査会社。現地現認による調査でデータベースを構築。渋沢翁は、弊社

創業前に東京興信所を設立、業界の発展に尽力、弊社出版物に「実践論語」を連載するなど、

弊社のよき理解者でした。

株式会社帝国ホテル
帝国ホテルは、明治23年(1890年)日本近代化の中、外国人賓客を迎える迎賓館として開業。渋

沢栄一は初代会長として1909年の辞任までトップとして牽引しました。

帝蚕倉庫株式会社

当社は、大正１５年に不況で陥った蚕糸業を救済するべく經世濟民を掲げ、横浜生糸検査所の

付属倉庫として創業し、以来１００年近くにわたりみなと町・横浜の港湾倉庫として営業して

います。

株式会社電通
「Good Innovation.」を企業理念に、世の中の変化を的確に捉え、社会的価値の創造によりサ

ステナブルな社会の実現を目指します。

東亜建設工業株式会社
1908年浅野総一郎が渋沢栄一と安田善次郎の支援を受けた鶴見川崎地区の埋立事業を祖業と

し、現在は海洋土木事業が強みの総合建設業として、国内外の発展に取り組んでいます。

東海汽船株式会社

明治22年創業の海運会社で、昨秋130周年を迎えた。東京、熱海など本土と伊豆諸島を結ぶ島

民の生活航路と観光航路を兼ねた離島航路を経営している。今夏、大型船とジェットフォイル

の新造船が竣工する。

東急株式会社

1918年に渋沢栄一が設立した田園都市株式会社の鉄道部門が、1922年に目黒蒲田電鉄として分

離・独立。以来、鉄道事業を基盤とした街づくりをベースに様々な事業を展開して今日に至る

会社です。

東京ガス株式会社
渋沢栄一は東京瓦斯の創立委員長から２５年にわたってトップを務めた。そのチャレンジ精神

を受け継ぎ、地域密着の姿勢を大切にして、地元・東京の発展に貢献していきたい。

株式会社東京証券取引所
当社の前身である株式会社東京株式取引所は、明治11年に制定された株式取引所条例をもと

に、渋沢栄一らの設立出願により大蔵卿大隈重信の免許を受け、同年6月に誕生しました。
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東京製綱株式会社

1887年創業のワイヤロープメーカー。渋沢栄一は、創立総会の議長および初代委員（現在の取

締役）を務めた。「ケーブルの総合企業」として、国内外に多種多様な製品を製造販売してい

ます。

東京建物株式会社

東京建物は日本最古の歴史を持つ総合不動産会社です。企業理念「信頼を未来へ」のもと、働

く場所や住む場所、憩う場所など、人々が豊かに過ごせる場を提供しつつ、事業を通じてお客

様や社会が求める課題の解決に取り組んでいます。

東邦ガス株式会社

東邦ガスグループは、創業以来培ってきた「お客さま第一主義」の精神のもと、エネルギー供

給を通じてお客さまの「くらし」と「ものづくり」を支え、地域の発展と社会の低炭素化に貢

献することを目指しています。

東陽倉庫株式会社
「もの」づくり、ひとの「くらし」を支える－東陽倉庫－　物流業務をトータルでサポート

し、高品質で高能率な物流サービスを幅広い業種のお客様に提供しております。

東洋電機製造株式会社

渋沢栄一氏を始め多くの財界人の賛同を得て、１９１８年に初代社長渡邊嘉一が「鉄道車両用

電機品の国産化」を企図して設立。現在は鉄道車両向けに加え、産業用加工機械向け電機品の

製造も行い、高度な技術と高い品質で社会インフラの発展に貢献しています。

東洋紡株式会社

本年創立１３８年を迎える東洋紡株式会社は、創業者渋沢栄一から贈られた「順理則裕」を企

業理念とし、現在は繊維に加え、化成品、バイオ、医薬など多くの高機能製品を開発・製造す

る会社へと発展しています。

東京海上日動火災保険株式会社

日本の海運・貿易業の発展を支えるために、海上保険会社として設立されたのが東京海上で

す。発起人・渋沢栄一は岩崎弥太郎と共に相談役に就任。皆様の挑戦を応援し続けることが当

社のDNAです。

豊田通商株式会社
トヨタグループ唯一の商社として1948年に設立。7つの営業本部が多様な価値を創造・提供し

ながら、アフリカ全54ヵ国を含む世界120ヵ国以上で現場に根ざした事業を展開。

株式会社南都銀行

奈良県奈良市に本店を置く地方銀行。昨年1月に当行は、渋沢栄一氏が設立に関わった前身の

「第六十八国立銀行」の創業から140周年を迎えました。次期経営計画において、10年後に奈

良県(実質)県内総生産の10％増加を目指します。

公益財団法人日印協会

当協会は、明治36年に、渋澤栄一翁と大隈重信元首相らにより、英国植民地であったインドの

交流と相互理解を目指して設立されましたが、爾来一貫して両国の友好親善に寄与し、本年で

117年を迎えています。

日産化学株式会社

当社は、高峰譲吉が米国から燐鉱石を持ち帰ったことに始まる。肥料改良を目指し、日本資本

主義の父と称される渋沢栄一に企業化を持ちかける。豪農出身の渋沢は1887年、自らが社長と

なり日本初の化学肥料会社を設立。

日新火災海上保険株式会社
1908年創業の損害保険会社であり、事故や災害の際に最もダメージを感じやすいリテールのお

客さまをお守りすることで、地域社会の発展に貢献する活動に取 り組んでいます。

日本水産株式会社

私たちは、水産資源の持続的利用と地球環境の保全に配慮し、水産物をはじめとした資源か

ら、多様な価値を創造し続け、世界の人々のいきいきとした生活と希望ある未来に貢献してま

いります。

日本紙パルプ商事株式会社
日本最大、世界でも有数の紙パルプ専門商社。製紙事業、古紙再資源化事業、再生可能エネル

ギー事業などバリューチェーン全体にわたりグローバルに事業展開している。

株式会社日本経済新聞社
日本経済新聞社を興した益田孝は大蔵省の先輩、渋沢栄一と相談して日経の前身「中外物価新

報」を創刊。渋沢氏は紙面で経済紙の理想を語るなど良き理解者でした。

公益社団法人発明協会
1904年の創立以来、一貫して発明の奨励、次代を担う人材の育成、知的財産権制度の普及啓発

を通じ、我が国の科学技術の進展と産業経済の発展に尽くしています。

ふかや農業協同組合

JAふかやでは「地域と共に食と農の未来へ歩むJAふかや」を経営理念とし、農業の振興を通じ

て「食」「農」と「環境」を守り、農業・地域の発展に貢献する、「ふかやネギ」野菜・花・

植木・畜産・花卉の販売をしています。

富士ゼロックス株式会社

複合機・プリンタービジネスのほか、独自のAI技術やIoTを活用し、お客様の生産性向上・競争

力強化・働き方支援など、さまざまな経営課題解決に向けたソリューション＆サービスを提供

しています。

古河機械金属株式会社
１８７５（明治８）年の創業以来、銅山・炭鉱開発を起点に事業を展開、現在は機械と素材を

扱うメーカーです。創業初期に足尾銅山に渋沢栄一の参加を得て事業を拡大していきました。

平和不動産株式会社
渋沢栄一が創立した東京株式取引所（後の東京証券取引所）からの現物出資により1947年に設

立。現在も取引所の大家として知られる。本店「日証館」は渋沢栄一の邸宅跡地。

株式会社北洋銀行
北洋銀行は、「お客さま第一主義」を徹底し、これからも地域の皆さまに愛され親しまれる、

身近で便利な「暮らしのお役に立つ銀行」をめざします。
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株式会社北陸銀行
明治19年4月に富山第十二国立銀行東京支店として営業を開始し、今年で135年目を迎えます。

昨年4月に「日本橋室町三井タワー」内に新店舗をオープンいたしました。

株式会社北國銀行
石川県金沢市が本店の地方銀行。前身の加州銀行は、渋沢栄一の出資・指導を受け発展。「豊

かな明日へ、信頼の架け橋を」を企業理念に、地域でリーダーシップを発揮していきます。

株式会社毎日新聞社

現存する日刊紙で最も長い歴史を持つ毎日新聞の発行を中心とした総合メディア企業。選抜高

校野球大会、日本音楽コンクールなど、スポーツや文化の分野で多くの伝統事業を主催してい

ます。

みずほフィナンシャルグループ

当社グループのルーツは、日本の近代資本主義発展のために渋沢翁が1873年に設立した第一国

立銀行であり、現在では銀行・証券・信託等を展開するメガバンクグループとして様々な金融

サービスを提供しています。

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上は国内損保最高水準のネットワークで、日本そして世界に、安心をお届けしま

す。特にアジアでは、ASEAN10ヵ国 すべての国で元受事業を行っている唯一の損害保険会社

として、世界トップクラスのネットワークを誇っています。

株式会社三井住友銀行

三井住友銀行は「お客さまに、より一層価値あるサービスを提供し、お客さまと共に発展す

る」ことを通じ、渋沢栄一翁が築いたわが国の産業の礎を、さらに発展させ、次世代に繋げる

べく取り組んでまいります。

三井住友信託銀行株式会社
三井住友信託銀行は、主要業務において信託業界トップの規模を有する信託銀行。高い専門性

と総合力を駆使してお客様に最適なソリューションをご提供します。

三井物産株式会社

三井物産は「必要なモノやコトを、必要としている人々にお届けする」という使命を果たすた

め、様々な分野で、人、情報、アイデア、技術、国や地域をつなぎ、新たなビジネスと価値を

創造します。

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

信頼と信用を旨にお客様に寄り添い、本邦随一のグループ総合力（銀行・信託・証券・カー

ド・リース）とグローバル拠点網で人々の暮らしを、企業とその成長を、産業と国家の発展を

支えています。

八潮運輸株式会社
1940年4月 東京都中央区新富にて海運貨物運送業として創業、創業以来８０年物流を通じ、業

界の発展に貢献できる地場企業として経営に取り組んでいます。

株式会社山梨中央銀行

山梨中央銀行東京支店は、明治１０年の「第十国立銀行」創業時代から当地区に店舗を構え、

約１４０年の歴史を有する店舗であります。個人から中小・中堅、上場企業まで、幅広いお客

様の支持を得て現在に至っています。

株式会社リーガルコーポレーション

明治35年（1902年）、日露開戦が避けられないとした日本政府が渋沢栄一らの呼び掛けに応じ

西村勝三、大倉喜八郎らが設立した製靴会社。戦後は機械靴製造技術を活かし日本の靴作りを

守り製造しています。

国立研究開発法人理化学研究所

日本で唯一の自然科学の総合研究所として、物理学、工学、化学、数理・情報科学、計算科

学、生物学、医科学などの分野で研究を進めるとともに、研究成果の普及に向け、共同研究や

知的財産等の移転も行っています。

株式会社りそなホールディングス
渋沢翁は弊社の前身となる武州銀行の創立に関わり、甥の尾高次郎氏が初代会頭、大川平三郎

氏が2代目会頭に就任。「道徳銀行」などの扁額とその精神を今も大切に受け継いでいます。

若築建設株式会社

明治23年、北九州若松港の築造・経営を目的とし、若松築港会社として創業（現在のPFI事業

の先駆け）。130周年を迎える建設会社。渋沢翁には草創期に出資・相談役としてご尽力いた

だいた。
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