【収録企業家一覧】 (敬称略 五十音順）
【ア行】
荒川正太郎

(1885-1959)

：荒川化学工業株式会社

安藤 百福

(1910-2007)

：日清食品株式会社

飯田 新七

(1859-1944)

：株式会社髙島屋

池田善一郎

(1896-1958）

：光洋精工株式会社(現・株式会社ジェイテクト）

市川 忍

(1897-1973）

：丸紅株式会社

伊藤忠兵衛(初代）(1842-1903)

：伊藤本店(現・伊藤忠商事株式会社、丸紅株式会社）

伊藤忠兵衛(2 代）(1886-1973)

：伊藤忠商事(現・伊藤忠商事株式会社）
、丸紅商店(現・丸紅株式会社）
富山紡績、呉羽紡績(現・東洋紡績株式会社）

稲畑勝太郎

(1862-1949)

：稲畑産業株式会社、大阪商工会議所

井上貞次郎

(1881-1963)

：レンゴー株式会社

伊庭 貞剛

(1847-1926)

：住友グループ各社、大阪紡績(現・東洋紡績株式会社）
大阪商船(現・株式会社商船三井）

岩井 文助

(1842-1912)

：日商岩井株式会社(現・双日株式会社）

岩井勝次郎

(1863-1935)

：日商岩井株式会社(現・双日株式会社）

岩井雄二郎

(1902-1979)

：日商岩井株式会社(現・双日株式会社）

岩谷 直治

(1903-2005）

：岩谷産業株式会社

岩波 嘉重

(1886-1974)

：日本ピラー工業株式会社

上山英一郎

(1862-1943)

：KINCHO(大日本除虫菊株式会社）

江崎 利一

(1882-1980)

：江崎グリコ株式会社

越後 正一

(1901-1991）

：伊藤忠商事株式会社

大社 義規

(1915-2005)

：日本ハム株式会社

太田垣士郎

(1894-1964）

：関西電力株式会社

大西 信平

(1906-1989)

：大西衣料株式会社(現・株式会社大西）

大林芳五郎

(1864-1916)

：株式会社大林組

大原孫三郎

(1880-1943）

：倉敷紡績株式会社、 株式会社クラレ

樫山 純三

(1901-1986)

：株式会社オンワード樫山

菊池 恭三

(1859-1942）

：ユニチカ株式会社、株式会社三和銀行(現・株式会社三菱東京 UFJ 銀行）

菊池 武範

(1895-1975）

：タイガー魔法瓶株式会社

喜多 又蔵

(1877-1932)

：日本綿花（現・双日株式会社）

久保田権四郎

(1870-1959）

：株式会社クボタ

【カ行】

黒川 幸七(初代) (1843-1900)

：黒川木徳証券株式会社 財団法人黒川古文化研究所

黒川 幸七(2 代)

(1871-1938)

：黒川木徳証券株式会社 財団法人黒川古文化研究所

黒川 幸七(3 代)

(1893-1961)

：黒川木徳証券株式会社 財団法人黒川古文化研究所

黒川 イク

(1895-1980)

：黒川木徳証券株式会社 財団法人黒川古文化研究所

黒田善太郎

(1879-1966）

：コクヨ株式会社

鴻池善右衛門(初代)(1608-1693)

：鴻池合資会社、鴻池銀行(現：株式会社三菱東京 UFJ 銀行）

鴻池善右衛門(3 代) (1667-1736)

：鴻池合資会社、鴻池銀行(現：株式会社三菱東京 UFJ 銀行）

鴻池善右衛門(10 代)(1841-1920)

：鴻池合資会社、鴻池銀行(現：株式会社三菱東京 UFJ 銀行）

五代 友厚

(1836-1885）

：大阪商工会議所、大阪証券取引所 他

小林 愛三

(1889-1982）

：株式会社ダイヘン

小林林之助(3 代) (1861-1935）

：株式会社あみだ池大黒

(1858-1923）

：三十四銀行(現：株式会社三菱東京 UFJ 銀行）

佐伯 勇

(1903-1989）

：近畿日本鉄道株式会社、大阪商工会議所

佐治 敬三

(1919-1999)

：サントリーホールディングス株式会社

塩野義三郎

(1854-1931)

：塩野義製薬株式会社

島田 孫市

(1862-1927)

：島田硝子製造所（現・東洋ガラス株式会社）、旭硝子株式会社

島野庄三郎

(1894-1958）

：島野工業株式会社(現・株式会社シマノ）

下村彦右衛門

(1688-1748)

：株式会社大丸

杉 道助

(1884-1964）

：八木商店(現・株式会社ヤギ）
、大阪商工会議所

関 桂三

(1884-1963)

：東洋紡績株式会社

(1870-1959）

：武田薬品工業株式会社

小山 健三
【サ行】

【タ行】
武田長兵衞

竹中藤右衛門(14 代）(1877-1965) ：株式会社竹中工務店
田附政次郎

(1863-1933)

：ニチメン株式会社（現・双日株式会社）

田邊五兵衞(初代) (1646-1722)

：田辺三菱製薬株式会社

田邊五兵衞(12 代)(1849-1921)

：田辺三菱製薬株式会社

辻本 福松

(1861-1909)

：辻本商店（現・福助株式会社）

椿本 説三

(1890-1966）

：株式会社椿本チエイン

寺尾 威夫

(1905-1974）

：株式会社大和銀行(現・株式会社りそな銀行）

土居 通夫

(1837-1917）

：大阪商工会議所 他

鳥井信治郎

(1879-1962)

：サントリーホールディングス株式会社

中川 懐春

(1907-1995）

：松下冷機株式会社(現・パナソニック株式会社）

中橋徳五郎

(1861-1934)

：大阪商船（現・株式会社商船三井）、宇治川電気株式会社、南満州鉄道

中山 太一

(1881-1956）

：株式会社クラブコスメチックス

西端 行雄

(1916-1982)

：株式会社マイカル

西山 磐

(1903-1999）

：大阪ガス株式会社

能村 龍太郎

(1922-2006）

：太陽工業株式会社

野村 徳七

(1878-1945）

：野村證券株式会社 株式会社大和銀行(現・株式会社りそな銀行）

早川 徳次

(1893-1980）

：シャープ株式会社

林 正之助

(1899-1991)

：吉本興業株式会社

E･H･ハンター

(1843-1917)

：日立造船株式会社

範多龍太郎

(1871-1936)

：日立造船株式会社

【ナ行】

【ハ～ワ行】

広瀬 宰平

(1828-1914)

：住友グループ、株式会社商船三井、大阪商工会議所 他

町田 忠治

(1863-1946）

：山口銀行(現：株式会社三菱東京 UFJ 銀行）

水野 利八

(1884-1970)

：ミズノ株式会社

村山 龍平

(1850-1933)

：株式会社朝日新聞社

松下幸之助

(1894-1989）

：松下電器産業株式会社(現・パナソニック株式会社）

桃谷政次郎

(1863-1930）

：株式会社桃谷順天館

森下 博

(1869-1943)

：森下仁丹株式会社

山口 玄洞

(1863-1937）

：株式会社山口玄

山邊 丈夫

(1851-1920)

：東洋紡績株式会社

吉本 せい

(1889-1950)

：吉本興業株式会社

淀屋 常安

( ? -1622)

淀屋 个庵

(1576-1643)

淀屋辰五郎

(1688-1717)

和田源三郎

(1897-1974)

：イズミヤ株式会社

和田 満治

(1932-1991)

：イズミヤ株式会社
今後、順次追加をしていきます。

