
事業者名
創業年月日

【創業時名称】

明治期の理念
明治期の取組が

現在の経営に与えている影響

味の素株式会社
明治42年（1909年）5月20日
【合資会社 鈴木製薬所】

『うま味調味料「味の素®」の工業化』
池田菊苗博士が発明したグルタミン酸塩を主要成分とする調味料
の工業化を通じて、人類の幸福に寄与する

・「味の素グループ・シェアド・バリュー（略称ＡＳＶ）」
(事業を通じて社会課題の解決に貢献することで、経済価
値を向上させ、持続的な成長を実現する価値創造ストー
リー）

花王株式会社
明治20年（1887年）6月19日
【長瀬商店】

天祐は常に道を正して待つべし
理念：勤倹貯蓄（仕事は人間形成の修行）、順序を誤らない（判断を
実直に積み重ねていく）、人の道を守る（倫理観、道徳心を重んじ
る）

・「エコーシステム」（消費者相談の内容を商品開発に生か
す）
・「商品開発５原則」（社会的有用性を第一に問う）など
・「花王ウェイ」に明文化

サントリーホールディングス株式会社
明治32年（1899年）2月1日
【鳥井商店】

「利益三分主義」（事業利益を「事業への再投資」、「お得意先・お取
引先へのサービス」、「社会への貢献」に役立てる）
「やってみなはれ」（果敢なチャレンジ精神）

「利益三分主義」 「やってみなはれ」の精神を根底に、 「人
と自然と響きあう」を企業理念とし、潤い豊かなお客様の
生活文化や持続可能な社会への貢献活動を推進してい
ます。

JXTGホールディングス株式会社
明治21年（1888年）5月10日
【有限責任日本石油会社／日立鉱山】

「会社ノ利益ノミナラス海内ノ幸福ナラン」（旧日本石油）
（事業の成功は会社の利益だけでなく国民全体に幸福をもたらすも
のである）

・グループ理念「社会の発展と活力ある未来づくり」等に継
承

株式会社資生堂
明治5年（1872年）4月8日
【資生堂】

「五大主義」
・品質本位主義：品質を生命とし、つねに最高水準を目ざす
・共存共栄主義：近代的組織を基盤とし、相互繁栄を期する
・小売主義：消費者志向の経営に徹する（後に現代風に消費者主義と改訂）
・堅実主義：合理主義を根底とした科学的経営に徹する
・徳義尊重主義：常に相手を尊重し、正しく誠意ある経営に徹する

資生堂グループの企業使命「Our Mission：美しい生活文
化の創造」を実現するため、一人ひとりがとるべき行動を
定めた「資生堂グループ倫理行動基準」の中で、「お客さ
まとともに」を冒頭に掲げている

清水建設株式会社
文化元年（1804年）
【清水方もしくは清水屋】

・親切にして遺漏なきを尊ぶ
・誠実を以って信用を厚ふする
・公平正直

・渋沢栄一の教えである「論語と算盤」（道徳と経済の合
一）の方針を経営の基本理念に据え、顧客第一、品質第
一で事業活動を行う

損害保険ジャパン日本興亜株式会社
明治21年（1888年）10月
【東京火災保険株式会社】

「人」に懸ける情熱（世のため人のため）
・お客さまのためにという強い使命感
・ひたむきな行動
・果敢な挑戦

徹底してお客様の立場で考える意識や行動の一層の定
着を図り、「最もお客さまに支持される損害保険会社」の
実現を目指して取り組んでいる

第一生命保険株式会社
明治35年（1902年）9月15日
【第一生命保険相互会社】

「相互会社は保険契約者の会社なり」
「相互会社の保険に加入するは社員即ち「会社の主人」となるものなり」
「資本償却後の残益は悉く社員に帰す」
「我社の本領は最大の会社たらんとするにあらずして最良の会社たらんとする
にあり」

・お客様第一主義

株式会社髙島屋
天保2年（1831年）1月10日
【髙島屋】

「店是」
一、確実なる品を廉価にて販売し、自他の利益を図るべし
二、正札(しょうふだ)掛値なし
三、商品の良否は、明らかに之(これ)を顧客に告げ、一点の虚偽あるべからず
四、顧客の対応を平等にし、苟(いやし)くも貧富貴賤に依りて差等(さとう)を附すべからず

・経営理念「いつも、人から。」（「人を信じ、人を愛し、人につくす」こころを大
切にし、社会に貢献します）ここで言う「人」には顧客はもとより従業員、取引
先、株主、地域など当社の企業活動に関わるすべての人が含まれ、人を大
事にすることが、自他の利益と社会への貢献につながるという考えに基づい
ています。この理念は、今日まで受け継がれてきた創業の精神＝「店是」を
ベースに 現在の当社や社会の状況により合う形に進化させたものです。

チチヤス株式会社
明治19年（1886年）6月1日
【広島合資ミルク会社】

趣意書「我等は無限の徳育を賞し得たれば自然感あり、慈に結合し
博く社会に大利を興えんとするの志を起こし、即ち一の倶楽部を設
け衛生の実益と貧者を求愛する学資を補助するの業務を取り 全て
慈善に思想を用い努めて以て報恩の万一にむくいんとす」

・技術開発や衛生管理に熱心に取り組み、より良い物をお
客様にお届する

東京海上日動火災保険株式会社
明治12年（1879年）8月1日
【東京海上保険会社】

『顧客本位』
・当時の営業案内に「顧客本位の特異点」として商品・サービス・お
客様対応についての具体的な内容を六項目（えびす払い、家伝の
割払法、最低の保険料、限額保険、払戻配当、裕福の資産）明記。

・お客様の信頼をあらゆる企業活動の原点におき、「安心
と安全」の提供を通じて、豊かで快適な社会生活と経済の
発展に貢献することを経営理念として、その実現に向け
日々取り組んでいます。

日本生命保険相互会社
明治22年（1889年）7月4日
【有限責任会社日本生命保険会社】

「信実主義」（堅実経営を通じてお客様の信頼にお応えするという精神）
「被保人 (契約者 )に対して出来得る限りの便益を尽くさざるべからず」
（お客様視点経営の徹底や、誠実にお支払いを行う姿勢という理念）
「共存共栄・相互扶助」、「信念・誠実・努力」

・経営基本理念を「私たちの誓い」でメッセージ化
・お客様の声を経営にいかす取組結果を「お客様の声白
書」で毎年公表

明治安田生命保険相互会社
明治14年（1881年）7月9日
【有限明治生命保険会社】

「生命保険は長生の幸福を得る者相共に些少の金を捐て、短命の不幸に遭ふ
者を助くるの法なり」（旧明治生命）
「是より先き同志の此会社を起さんとするや、其目的相互救済にありて、利益の
如きは殆ど眼中に置かず、」（旧明治生命）
「慈恵ヲ第一主義トシ有志ノ者同盟シ以テ一社ヲ結ビ」（旧安田生命）

・企業理念「明治安田フィロソフィー」のもと、引き続きお客
さまを大切にする会社に徹して、お客さまに「確かな安心
を、いつまでも」お届けするとともに「信頼を得て選ばれ続
ける、人に一番やさしい生命保険会社」となることをめざす

森永製菓株式会社
明治32年（1899年）8月15日
【森永西洋菓子製造所 森永商店】

「いかなる時も正当なる品のみを扱い、決して不正直なものを売買し
てはならない」

・「おいしく、たのしく、すこやかに」という企業理念のもと、
お客様の信頼こそ最も尊い価値であると位置づけ、優れ
た品質と、安全・安心の確保を最優先に行動

ライオン株式会社
明治24年（1891年）10月30日
【小林富次郎商店】

『事業を通じて社会のお役に立つ』 ・「日々の暮らしに役立つ優良商品の提供」
・「企業を支えるすべての人々に深く感謝し誠意と相互の
信頼をもって共栄を図る」
・形を変えての口腔衛生普及啓発活動の継続実施

明治期の消費者志向の取組事例一覧（五十音順）



創業 明治42年(1909年) 5⽉20⽇

創業時名称 合資会社 鈴⽊製薬所

明治期の理念

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

創業以来109年、味の素株式会社およびグループの各社は、事業を通じて社会
に貢献し続けています。
『うま味調味料「味の素®」の⼯業化』は、現在、「味の素グループ シェア
ド・バリュー（略称ASV）」と呼んでいる「事業を通じて社会課題の解決に貢
献することで、経済価値を向上させ、持続的な成⻑を実現する価値創造ストー
リー」の原点と考えます。

明治期の取組

『うま味調味料「味の素®」の⼯業化』
創業者 二代鈴木三郎助（1867～1931年）の手記（「私の生い立ちと事蹟」味の素を工業化するまで）

「超(ｺｴ)て明治４１年理学博⼠池⽥菊苗⽒が「グルタミン」酸塩を主要成分とせ
る調味料を発明せらるゝや、窃に顧(ｵﾓ)へらく、此⽅法にして能く⼯業化せられ
完全なる製品を得るに⾄らば、⼈類の幸福に寄与する多⼤なるべきを信じたる
と、且つ此種の事業を⼯業化して⼤規模の⽣産を営むは世界に於ける空前の試
みなりと信じたるを以て、之れが製造販売に従事し、味の素と命名して独⼒事
業の発展に熱中したり。」（故鈴木三郎助君傳記編纂会『鈴木三郎助傳』1932(昭和7)年 所収）



創業 明治20 年（1887年）6月19日

創業時名称 長瀬商店

明治期の理念

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

創業者の志は二代長瀬富郎が継承し、現在の企業理念の礎となりました。昭和9年、長瀬家
事科学研究所を設立し、講習会等により消費者と交流。昭和29年に消費者相談を開始し、昭
和53年には相談内容を商品開発に生かす「エコーシステム」を構築。また社会的有用性を第
一に問う「商品開発5原則」、生活現場での観察や対話から潜在ニーズを洞察する「生活者研
究」など、消費者起点の“よきモノづくり”は、「花王ウェイ」*に明文化され、全社員の規範となっ
ています。

品質の良い化粧石鹸は高価な外国製品に限られ、国産品は安価だが粗悪であった時代に、
高品質で庶民も買いやすい価格の「花王石鹸」を創製。高峰譲吉博士の分析証明書を能書に
つけ、消費者の安心と信頼を得ました。「よいものは広く消費者に知らせるべき」との信念のも
と、全国販売網を構築し、全国紙と地方紙での宣伝を継続。野立て看板など新媒体も開拓しま
した。消費者が広告から必要な情報を得て主体的に商品を選ぶことができるようにすることで、
問屋主導であった市場を消費者主導へと変革しました。

天祐は常に道を正して待つべし
理念：仕事への取組み方
・勤倹貯蓄・・・仕事は人間形成の修行
・順序を誤らない・・・判断を実直に積み重ねていく
・人の道を守る・・・倫理観、道徳心を重んじる
⇒その結果、信用を得ることができる

＜市場の変革＞
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現・企業理念「花王ウェイ」*

＜能書につけた分析証明書＞

＜「花王石鹸」＞
明治23年発売

＜野立て看板＞
（明治29年）

創業者・長瀬富郎 理念

＊創業以来の事業活動の中で営々と築き上げられてきた、花王グループ独自の「企業文化」「企業精神」のエッセンスから成る企業理念



サントリーホールディングス
株式会社 創業 明治32年（1899年）2月1日

創業時名称 鳥井商店

明治期の理念

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

「利益三分主義」 「やってみなはれ」の精神を根底に、 「人と自然と響きあう」を企業理念とし、
潤い豊かなお客様の生活文化や持続可能な社会への貢献活動を推進しています。

・「邦寿会（老人ホーム・保育園）」の運営、災害復興支援の取組み、障がい者支援など。
・サントリーホールや美術館、地域文化賞などの文化事業や、ラグビー・バレーボールなど
スポーツを通した取組み。

・水源涵養活動「天然水の森」、水育出張授業など、環境に関する取組み。

・「日本人の味覚に合った洋酒をつくり、日本の洋酒文化を切り拓きたい」との思いを胸に、
1899年、鳥井信治郎は大阪市に「鳥井商店」を開業し、葡萄酒の製造販売を始めました。

・1907年に甘味葡萄酒「赤玉ポートワイン」を発売。日本人の嗜好や潜在ニーズを追求した
消費者志向が注ぎ込まれており、当時としては斬新なネーミング・ボトルデザイン・広告宣伝
等もあいまって大ヒット。その後の日本の洋酒文化の礎を築きました。

創業者：鳥井信治郎

創業期より受け継がれている理念
「利益三分主義」

事業で得た利益を、「事業への再投資」や「お得意先・お取引先への
サービス」にとどまらず、「社会への貢献」にも役立てていこうとする

「利益三分主義」を実践しました。
「やってみなはれ」

創業者鳥井信治郎は、「やってみなはれ」という言葉に象徴される果敢
なチャレンジ精神のもと、当時の日本人には馴染みのなかったワインや
ウイスキーなどの洋酒文化を日本に広げました。

創業期の葡萄酒ラベル 赤玉ポートワインの広告

当時の社員たち



創業 明治21年（1888年）5月10日

創業時名称
有限責任日本石油会社
日立鉱山

明治期の理念

「会社ノ利益ノミナラス海内ノ幸福ナラン」
日本石油は、創業時に事業の成功は会社の利益だけでなく国民全体に幸福をもたらすもので
ある、との経営理念を示しました。また、社員の服務規程にあたる「日本石油会社申合規則」の
第一条においては「公廉直実」（こうれんちょくじつ）、つまり誠実を旨とすることが定められてい
ました。

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

現在のＪＸＴＧグループ理念は「使命」と「大切にしたい価値観」で構成されています。明治期の
理念は、「使命」として定めている「社会の発展と活力ある未来づくり」に、服務規程は「大切に
したい価値観」の「高い倫理観」に、それぞれ通じています。また、煙害克服の事例にみられる、
さまざまなステークホルダーと対話を重ね、課題解決に向け誠実に取り組む姿勢も、今日まで
受け継がれています。

日本石油においては、明治期から事業基盤の安定に努めるとともに、石油製品の品質改善、
都市部の需要に対応するための輸送方法（タンク車）の開発に取り組みました。

日本鉱業においては、創業者は従業員および家族の生活インフラを整えることに注力しました。
その結果、地域との共存共栄の精神や「一山一家」（いちざんいっか）と呼ばれる気風が根付く
こととなりました。また、創業間もないころから問題となった鉱山操業に伴う煙害の克服に向け、
地域住民との粘り強い対話を行うとともに、大煙突（当時世界一の高さ）を建設し、煙害を減ら
すことに成功しました。

＜日本で初めての木製タンク車（明治32年）＞＜日本石油の設立趣意書（明治21年）＞ ＜開業当初の日立鉱山＞

＜日立鉱山の社宅＞ ＜日立鉱山の病院＞ ＜煙害問題への対応（大煙突）＞

完成当時世界一の高さの大煙突
（奥）とダルマ煙突（手前）



大正4年（1915年）商標「花椿」制定 …「品質本位主義・共存共栄主義・
消費者主義」

株式会社 資生堂

明治期の理念

明治5年（1872年）に医薬分業の洋⾵調剤薬局として創業。創業者から
代々受け継がれてきた経営の信条を、⼤正時代に基本理念「五⼤主義」
として確⽴し、昭和2年（1927年）に成⽂化した（右図）。これは
資⽣堂の姿勢を⽰す経営哲学であり、社外に対する発⾔という要素と、
社員が備えるべき⼼構えという意味を持っていた。この中で、消費者志向
経営に徹することを意味する⼩売主義は、後に消費者主義と改訂した。

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

創業時の経営信条を基に、時代の変遷、事業の多⾓化とグローバル化、持続的発展などを加味して
今⽇的経営に移ったが、「消費者主義」精神は現在も変わらない。1989年に制定し、2011年に
再構築した新企業理念の中でも、倫理⾏動基準の最初に「お客さまとともに」を掲げている。
⾼品質を守り、堅実な経営をし、ステークホルダーと共に栄え、⽣活者の声を還元して確かな商品を
お届けすること。その根幹は消費者志向経営である。

医薬品の粗製乱造や模造品の横⾏による⼈々への影響を危惧し、確かな洋⾵調剤医薬品を扱う
薬局として創業（図①）。安⼼安全で⾼品質の商品を世に出す姿勢は、⽇本初の練⻭磨（図
②）や⻄洋薬学処⽅による化粧品（図③）の発売に繋がった。消費者啓発のため、粗悪品への注
意喚起広告（図④）も出している。消費者の声を聞く商品部と、その声を商品改良・開発に還元す
る試験室を設⽴（図⑤）。真正品保証のため商標（図⑥）とチェインストア制度も制定した。
図①＜明治5年（1872年）医薬分業開始時の社屋と開業広告＞

図③＜明治30年（1897年）発売の
化粧⽔オイデルミンと広告＞

図⑤＜⼤正5年（1916年）設⽴の化粧品部と試験室
＞

図②＜明治21年（1888年）発売の
福原衛⽣⻭磨⽯鹸と広告＞

図④＜明治29年（1896年）
の類似品注意喚起広告＞

図⑥＜⼤正4年（1915年）制定の
商標「花椿」と商標が刻まれた

チェインストア看板

株式会社 資生堂
創業 明治5年（1872年）4月8日

創業時名称 資生堂



清水建設株式会社 創業 文化元年（1804年）

創業時名称 清水方もしくは清水屋

明治期の理念

第一条 当店の営業は親切にして遺漏なきを尊ぶ故に ・・・深く此旨を体認し
少しも軽薄疎漏の所為あるべからず

第二条 当店の営業は誠実を以て信用を厚ふするものなれば・・・寧ろ質朴の
謗りを受くるも功利の誉れを求むべからず

第三条 当店の営業は堅固を以て永遠に繁盛を期すべきものなり 故に・・・
公平正直にして 常に質素を旨とし 敢て虚飾浮華の風を為すべからず

以下、全四十八条 明治29年5月（改正営業規則）

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

清水建設は、渋沢栄一の教えである「論語と算盤」（道徳と経済の合一）の方針を経営の基本
理念に据え、親切丁寧なる仕事を成し、顧客第一、品質第一を掲げ、これを継承して今日も
事業活動に臨んでいる。

創業者の清水喜助は「誠心誠意、心を込めて仕事に取り組み、良いものをつくって信頼される
こと」を信条に、しごとに取り組んだ。その意志を継いだ二代清水喜助は、明治初期を代表する
洋風建築「築地ホテル館」や「第一国立銀行」を手掛ける。第一国立銀行の初代総監役（後に
頭取）を務めた渋沢栄一は、二代清水喜助のしごとを高く評価した。
明治20年に当社の相談役に就任した渋沢栄一は、自身が提唱する「道徳経済合一説」を経営
理念として示した。この教えが「営業規則」に継承され、店員の規範となった。
また、渋沢栄一は決算報告のたび、店長・店員ら一同に向けて訓話を行い、顧客のため、どの
ようなしごとも誠意をもってなし、そのための勉強を怠ることがないよう説いた。明治期に当社
は、海外の新しい技術を積極的に導入し、鉄骨造や鉄筋コンクリートリート造など、近代建築の
発展を牽引。顧客と時代のニーズに応え、社業を発展させた。

創業者 清水喜助

「清水の営業は、決して特殊の大業にあらずして、却って日常の顛末の小事、
すなわち清水家営業の顧客に対する定用工事、是なり。おおよそ建築の業
たる新たに生する請負等の大工事は当事者みなその完全の成功を期して自然
に注意を払うこと節なり。これに反して、定用工事のごときは担当者に勉強の
功顕れ難く、軽視して動すれば之れ顧客の感情を損じ、信用欠くべきものなり。
事業はその種類、大小を問うにあらず、定用工事こそ大切に為し、心配りを疎
かにしてはならぬ。仕事を為すときは、我が家を造る以上に親切に、勉強し尽く
すべきこと」 （社内資料 『明治三十八年一月廿四日 渋澤閣下ヨリ店員ニ対ス

ル訓戒御口演筆記』より）

渋沢栄一（渋沢史料館所蔵） 渋沢栄一の訓示第一国立銀行

築地ホテル館 渋沢栄一邸



創業 明治21年（1888年）10月

創業時名称 東京火災保険株式会社

明治期の理念

「人」に懸ける情熱（世のため人のため）

・お客さまのためにという強い使命感 ・ひたむきな行動 ・果敢な挑戦

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

１９９４年、当社（当時：安田火災）は金融機関で初めて通産大臣から「第５回消費者
志向優良企業」として表彰を受けました。２０１７年１月、当社は「消費者志向自主宣
言（２０１８年６月更新）」を策定し、公表しました。当グループの経営理念に基づき、徹
底してお客さまの立場で考える意識や行動の一層の定着を図り、「最もお客さまに支
持される損害保険会社」の実現を目指して取り組んでいることを、トップメッセージで
発信しています。

大火の多い東京で、人々の暮らしを罹災から守りたいという悲願から、明治２１年、日本初の火
災保険会社を創設。明治２６年には、お客さま（契約者）を２４時間３６５日体制で火災から守る
ため「東京火災消防組」を結成。火災の時は、とびぐちマークの付いた法被を着て、消火に駆け
つけました。国（警視庁）から唯一、私設消防団として正式に認可され「保険会社の消防」として
頼りにされました。身を挺してお客さまを守る、常にお客さまとともにあるという精神は会社の
ＤＮAになっています。

＜東京火災のシンボルマーク：とびぐちマーク＞

・江戸時代から火消しの象徴であった「と
びぐち」と保険（Insurance)の「Ｉ」で、

「水」を表している。

・真鍮板に本マークをつけたプレートを、
契約者の自宅門前や軒先に取り付けた。

＜東京消防組＞

＜「とびぐちマーク」入りの法被＞

＜当時の錦絵に描かれている「東京消防組」＞ ＜京都・金閣寺の「とびぐちマーク」＞

損害保険ジャパン
日本興亜株式会社



「我社の特色」抜粋）【参考資料１】

第一生命保険株式会社 創業 明治35年（1902年）9月15日

創業時名称 第一生命保険相互会社

明治期の理念

・相互会社は保険契約者の会社なり
・相互会社の保険に加入するは社員即ち「会社の主人」となるものなり
・資本償却後の残益は悉く社員に帰す（「我社の特色」抜粋）【参考資料１】

・我社の本領は最大の会社たらんとするにあらずして最良の会社たらんとするにあり（「要領」
表紙）【参考資料２】

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

創業者は、生命保険会社が次々と創設されては淘汰されていく時代において、契約者の利益
を第一に考える相互会社が理想と考え、当社を日本で最初の相互会社として創業しました。こ
の考えは現在も経営理念である「お客さま第一主義」に受け継がれています。また、後年、「契
約者の利益を守ることが大事なのであって、相互会社と株式会社のいずれが優れているかと
いう問題ではない」、「世間の人が喜ぶか、無くてもいいと思うかを考えよ」とも述べています。
形式にとらわれず、お客さまにとって「最良」の会社を目指すという進取の精神は、株式会社化
（2010年）、持株会社体制への移行（2016年）等、現在の経営にも活かされています。

「最良」の会社であるために、確実、低廉、親切を信条とし、保険料は配当も高くすることによっ
て結果的に低廉とする、契約後の年月の経過に伴い配当金を大きくする、経費を極力抑える等
の取組みの結果、1908年（明治41年）から既払込保険料に対して毎年3％の配当を行う等、事
業の基盤を築きました。

＜「我社の特色」【参考資料１】＞ ＜「要領」【参考資料２】＞



株式会社髙島屋 創業 天保2年（1831年）1月10日

創業時名称 髙島屋

明治期の理念

店是 一、確実なる品を廉価にて販売し、自他の利益を図るべし
二、正札(しょうふだ)掛値なし
三、商品の良否は、明らかに之(これ)を顧客に告げ、一点の虚偽あるべからず
四、顧客の待遇を平等にし、苟(いやし)くも貧富貴賤に依りて差等(さとう)を附すべからず

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

現在、当グループの経営理念は「いつも、人から。」（タカシマヤグループは「人を信じ、人
を愛し、人につくす」こころを大切にし、社会に貢献します）です。ここで言う「人」には顧客
はもとより従業員、取引先、株主・投資家、地域、地球環境など当社の企業活動に関わる
すべての人が含まれます。これは企業として利益の追求も大事ですが、まずは人を大事
にすることで結果的にはそれが自他の利益と社会への貢献につながるという考えに基づ
いています。この理念は創業以来、今日まで受け継がれてきた創業の精神＝店是をベー
スに現在の当社や社会の状況により合う形に進化させたものです。

明治期から京都本店では店長以下全店員が出席する集会が月に一度開かれ、店員が接客等
の日常業務の中で感じた課題を事前に投書しその内容が協議されました。集会の議事録によ
れば、協議内容は勤務態度、服装、接客方法、生活全般から商売上の調査研究など多岐にわ
たり、店員の考えや思いをすくい上げるのみならず、店員への教育的なものまでありました。各
店員が自ら思考し成長することが顧客のためになり、結果的に商いの繁盛につながるという考
えがこの当時からあったといえます。



チチヤス株式会社 創業 明治19年（1886年）6月1日

創業時名称 広島合資ミルク会社

明治期の理念

趣意書 「社会進歩につれて道徳をへつらう者おおむね言論の筆法に装飾するのみ 是を実
践躬行するもの画星の如し実に慷慨に耐えず けだし我等は無限の徳育を賞し得たれば自然
感があり 茲に結合し博く社会に大利を興えんとするの志を起こし 即ち一の倶楽部を設け衛
生の実益と貧者を救愛する学資を補助するの業務を取り 全て慈善に思想を用い努めて以て
報恩の万一にむくいんとす」

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

大正6年、日本で初めてヨーグルトを販売以来、昭和41年、日本初のプラスチック容器
でのヨーグルト販売を開始するなど、技術開発や衛生管理に熱心に取り組み、より良
い物をお客様にお届するための取り組みは、創業132年の現在に至るまで代々引き
継がれています。

明治19年、乳牛6頭を購入し生牛乳を二重のブリキ缶に入れ間に冷水を入れて温度上昇を防
ぎ柄杓で販売した。
明治32年6月には消毒牛乳の規制に先立ち消毒牛乳の販売を開始、明治35年蒸気缶を搭載し
た牛乳配達馬車を新調し目の前で消毒しながら瓶で販売した。
明治期は技術開発と衛生管理の創世記といえる。

＜趣意書＞ ＜広島ミルク会社定款の一部＞ ＜牛乳配達車と野村清次郎＞ ＜二重のブリキ缶＞

＜配達牛乳の請求書＞ ＜明治38年 広告＞



創業 明治12年（1879年）8月1日

創業時名称 東京海上保険会社

明治期の理念

弊社の前身のひとつ、日本動産火災保険株式会社の関東大震災前に使われていた「営業案
内」に、迅速な保険金のお支払いや、保険料（掛金）の分割払い等の取り組みを、『顧客本位の
特異点』として謳っていました。

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

お客様が当たり前に期待することを、“いつでも、どこでも、誰であっても”当たり前に実現・実
行しているレベルのクオリティを安心品質と定義し、たゆまぬ品質向上と価値向上に徹底して
取り組んでいます。

＜顧客本位の特異点＞
◇えびす払：焼けたとき保険金の支払いに面倒を申さず最速に現金を以て持参払いを主義と
致します。
◇家伝の割払法：保険料の払い込みを十二回に分かち毎月会社より頂戴にお伺い致します。
この制度は実に弊社を以て元祖と致します。
◇最低の保険料：料率は皆様のご便利の為太層お安く奮発しまするのでご利用がなかなか広
くあります。
◇限額保険：動産不動産共参千円以下の小額保険を専業とする特殊保険であります。
◇払戻配当：一年無事の場合はお払込保険料の五割（一時払は五割以上に当たります）をお
祝いを兼ねて払戻配当致します。
◇裕福の資産：払込資本の９倍以上の積立金を擁し特殊保険では東洋第一の誇りを有します。



日本生命保険相互会社 創業 明治22年（1889年）7月4日

創業時名称 有限責任会社日本生命保険会社

明治期の理念

○「信実主義」（堅実経営を通じてお客様の信頼にお応えするという精神）
○「被保人 (契約者 )に対して出来得る限りの便益を尽くさざるべからず」

（お客様視点経営の徹底や、誠実にお支払いを行う姿勢という理念）
⇒ 以上の理念を受継ぎ、「共存共栄・相互扶助」、「信念・誠実・努力」の理念が提唱された

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

明治期の理念を受継ぎ、従来から提唱されていた「共存共栄・相互扶助」、「信念・誠実・努力
(三信条)」を成文化したのが昭和34年(1959年)に定められた経営基本理念です。現在では、経
営基本理念を分かりやすくメッセージ化した「私たちの誓い」に則り日々の業務を運営し、お客
様の声を経営にいかす取組を行い、取組結果を「お客様の声白書」として公表しております。
当社はこれらの取組を平成29年（2017年）1月に「消費者志向自主宣言」にて公表し、平成30年
(2018年)3月にフォローアップ公表を行いました。

我が国初の、日本独自の統計に基づいた保険料表を完成させ、また剰余金が生じたときには「契
約者への利益配当」を行うこととしました。そして第1回大決算で公約どおり我が国初の契約者配
当を実施しました。これにより、健全な経営によって保障責任を果たすとともに、配当を通じて契約
者にできる限りの便益を尽くすことを具現化しました。

①創⽴趣意書＜明治22年(1889年)＞
「信実主義」
⇒ 堅実な事業を⾏い、お客様の信頼にお応えするという精神

②保険之⼤要＜明治22年(1889年)＞
「被保⼈に対して出来得る限りの便益」
⇒ お客様の⽴場に⽴った経営の徹底

「すべてはお客様のために」
の理念のもと、保険の起源・
沿⾰を述べ、さらに保険の
必要性と創業の趣旨を

説いた⼩冊⼦

③我が国初の⽇本独⾃の統計に
基づいた保険料表＜明治22年(1889年）＞

④我が国初の契約者配当実施
＜明治31年(1898年)＞

⑤三信条＜昭和12年(1937年)〜＞
昭和12年(1937年)2⽉に成瀬達が
第４代社⻑に就任し、「信念・誠実・努⼒」の
三信条を提唱。
(写真は、昭和25年5⽉ 第５代社⻑ 弘世 現の筆)

⑥経営基本理念
＜昭和34年(1959年)〜＞
「共存共栄・相互扶助」
「信念・誠実・努⼒」を成⽂化。

⑦私たちの誓い
＜平成16年(2004年)〜＞
経営基本理念を
分かりやすくメッセージ化。

お客様サービス部 ⽂2018－410



創業 明治14年（1881年）7月9日

創業時名称 有限明治生命保険会社

明治期の理念

• 『生命保険は長生の幸福を得る者相共に些少の金を捐て、短命の不幸に遭ふ者を助くるの

法なり』（『有限明治生命保険規則』明治14年（旧明治生命））

• 『是より先き同志の此会社を起さんとするや、其目的相互救済にありて、利益の如きは殆ど

眼中に置かず、（以下省略）』（『阿部泰蔵回顧録』明治14年（旧明治生命））

• 『慈恵ヲ第一主義トシ有志ノ者同盟シ以テ一社ヲ結ビ』

（当社は、お互いに慈しみあうということを第一の目的とし有志の者が集まってひとつの団体

をつくったものである。）（共済五百名社『申合規則』明治13年（旧安田生命））

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

• 当社は、明治期（創業）以来、相互扶助の精神のもと、生命保険事業のパイオニアとして、

お客さまそして地域社会を支えてきました。

• 2017年度に刷新した企業理念「明治安田フィロソフィー」でも、引き続きお客さまを大切に

する会社に徹して、お客さまに「確かな安心を、いつまでも」お届けするとともに

「信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険会社」となることをめざしています。

明治期の取組

（１）近代生命保険会社の開業・発展（永続的な事業展開）
①近代的統計の生命表、合理的な予定利率、予定事業比率、医的診査による危険選択
②運用方針の明確化、利益金の大部分を加入者に配分
③経験的死亡表の作成

（２）生命保険普及のための啓蒙活動（阿部頭取の「地方行脚」、「節用集」の発行）
（３）濃尾地震への対応（医師、職員を派遣）
（４）日清・日露戦争への対応（出征者に割増保険料を徴収せず、保険金の削減等を行わない）
（５）先進的な人財づくり（海外への人材派遣・留学、女性事務員の採用）

＜『有限明治生命保険規則』＞

（該当頁）（表紙）

＜共済五百名社『申合規則』＞



創業 明治32年（1899年）8月15日

創業時名称 森永西洋菓子製造所 森永商店

明治期の理念

創業者・森永太一郎は、幼少期に商人だった叔父・山崎文左衛門からの【いかなる時も正当な
品のみを扱い、決して不正直なものを売買してはならない】などの教えを深く胸に刻み、「常に
正義感をもって行動する」というゆるぎない信念をもち、様々な困難に打ち勝ち事業を拡大。

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

品質第一主義、お客様志向という創業の精神は、「パイオニアスピリット」という言葉
で表し、創業から120年従業員に脈々と引き継がれています。

現在「おいしく、たのしく、すこやかに」という企業理念のもと、お客様の信頼こそ最も
尊い価値であると位置づけ、優れた品質と、安全・安心の確保を最優先に行動してい
ます。また環境配慮や社会貢献など企業としての責務を果たし、「世界の子どもたち
に貢献できる企業になる」という夢の実現に向けて挑戦しつづけています。

・明治37年、衛生観念の乏しい時代に業界で初めてユニフォームを制定。女性は看護師の服
装、男性は白の作業衣の着用を徹底
・ばら売りの菓子が主流だった時代、キャラメルやチョコレートをパラフィン紙や銀箔で包み品質
保護を実現。また粗悪品に断じて対抗し、「西洋菓子衛生佳品」のコピーを新聞広告に掲げ、
森永製菓の品質に対する自信と責任をアピール
・進物用菓子箱の「上げ底」が主流だったことに対し、“偽善と不信の行為“と強く反対

「お客様に衛生的で高品質のおいしいお菓子を食べてもらいたい」との想いを実現

↑明治38年5月新聞広告
←森永製菓100年史42～43

「作業服の制定と真の品質主義」



ライオン株式会社 創業 明治24年（1891年）10月30日

創業時名称 小林富次郎商店

明治期の理念

『事業を通じて社会のお役に立つ』
（創業者小林富次郎が「事業を通じて社会のお役に立ちたい」との思いから創業した）

理念制定：明治２４年（１８９１年）

明治期の取組

明治期の取組が現在の経営に与えている影響

『事業を通じて社会のお役に立つ』の起業精神は、その後、社是、経営理念として現
在まで脈々と引き継がれている。生活者にとって『日々の暮らしに役立つ優良製品の
提供』は無論のこと、『企業を支えるすべての人々に深く感謝し誠意と相互の信頼を
もって共栄をはかる』のもと口腔衛生普及啓発活動として「ライオン講演会」や「はみ
がき訓練大会」の開催、現在ではネットを通じた各種情報の提供など、形を変えなが
ら社会貢献活動は100年以上継続している。

慈善券付歯磨による慈善活動とは
明治３３年より大正１０年までの２０年間続けられたお客様参加型の慈善活動で、商品を購入されたお客様が、ご自身

が寄付を行いたい施設（育児院、愛児園、等）に空き袋である慈善券を届けると、施設はそれを小林商店（現ライオン）に
届け、小林商店はその枚数に応じて１枚につき１厘の寄付金を施設に送るというものでした。

更には、販売された数量から、施設から送られてきた空袋分を差し引いた金額を、各施設の活動内容や状況に応じて分
配して寄付を行っていたものです。

明治期における慈善券の回収率は、４０％以上有り、お客様に大変支持されたものでありました。

明治29年に「ライオン歯磨」を発売。安価で良質な歯磨を世に送り出すことを第一とし明治40年
小林試験所を開設（研究の充実）したほか、明治41年には原料の自給を開始した。
併せて、明治33年より20年間にわたり「慈善券付歯磨」を発売。慈善券を回収し、当時３銭の歯
磨に対し１厘を全国の孤児院、育児院等へ活動援助として寄付をした。当時の金額で33万円を
越える消費者参加型の社会貢献活動として他社に例をみない取り組みとして賞賛を受けた。

＜歯磨袋の裏面が慈善券となっている＞ ＜寄付内容を報告した当時の新聞広告：明治３８年＞


