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人生後半を、より艶やかに。



人生後半を豊かにする良質な「商品・サービス・情報」があふれる世の中へ

健康寿命よりも先に訪れる
「活躍寿命」
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シニアの自由時間は、
会社員の拘束時間よりも⾧い

12時間×240日×42年 14時間×365日×35年

定年から100歳までの
自由時間
17万8,850時間

高齢社会白書（厚生労働省:平成29年版）によると、
2040年に65歳以上の人口はピークを迎え、全人口の
35.3%（3,920万人）になります。

一言で“高齢者”といっても人口の3割を超えるもので
あり、健康状態、お金、住まい、家族、終活など数々
の老後不安や、状況・立場の個人差は大きく、また多
様です。それに並行して、人生後半における消費も、
行動も、願望も多様であり、“シニア”という単色のペ
ルソナで一括りにすることはできません。

定年後に所有する「17万時間」という膨大な人生後半
において、何を考え、何を選び、何を求めていくので
しょうか。

その百人百色のシニアライフに対して、仮定や推測で
はなく、本音・現実を唯一の糸口にして打ち手を考え、
良質な「商品」「サービス」「情報」が溢れる世の中
を目指してまいります。

＊健康なのに「居場所がない」「やることがない」

～超高齢社会、少子化、健康、終活、年金～

シニアの本音・現実を把握し、人生100年時代の社会課題解決を目指します

人生100年時代協議会（AGE100）について

サステナビリティ、CSR

（12.6）
大企業や多国籍企業をはじめとする企業に対し、持続可能な慣行を導
入し、定期報告に持続可能性に関する情報を盛り込むよう奨励する。
（12.8）
2030年までに、あらゆる場所の人々が持続可能な開発および自然と調
和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。

この日本で、包括的にシニアライフの活性化を推進するためには、私たちのような小さな団体の１つ
が”志”をつぶやいても、その声は広く届くことはありません。

そこで、『企業様のシニア向け「商品・サービス・情報」の最大化』に事業の主軸を置き、超高齢社
会と、隣在する社会課題の解決に向けた活動を加速させようと考え、事業の開発をいたしました。
シニアの本当の声のみを頼りに、高齢者一人ひとりが抱える「不安」「お困りごと」、そこに臨在す
る社会課題の解決に寄与し、健康で充実したライフスタイルの形成に貢献したいと考えております。

シニアライフの活性化は、未来、つまり若年層への
支援にもつながっています。国際目標であるSDGs
のうち【12:つくる責任 つかう責任】をターゲッ
トにした具体的行動と、事業を通じてできる社会貢
献活動を推進してまいります。

新卒～定年までの
拘束時間

12万6,000時間

事業概要と社会貢献イメージ

当協議会の目的は、認定制度・表彰・WEBメディアによる情報発信を通じ、人生後半を豊かにする
商品・サービスをより多くの人々に周知することです。
あらゆる施策において、シニアの「本音・現実」に耳を傾け、企業側でもなく、ユーザー側でもな
い、第三者機関としての立場をとり、社会貢献活動の一環として事業を行います。

すべてのアクションが社会貢献につながっています

社会課題解決へ

企業のシニア向け商品・サービス・情報

シニア

（ ）



代表者

代表理事 濱畠 太

上場企業4社でシニアライフに特化したPR業務に携わり、社外では自治体、大学、大手企業の終活
やシニア向け広告物の監修など多数のプロジェクトに参加。
終活や働き方の研修、講演、異業種交流会の主催なども行っている。

蓄積されたシニアマーケティングの知見とコミュニティを活用し、社会貢献を行う団体を2017年よ
り構想しており、それが当法人の創業つながっている。

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」ほか、メディアにも多数出演。
関連書籍の出版は10冊以上。

ウェブ解析士、第一種衛生管理者、ほか広告関連、インターネット関連資格保有。

2017年 日本能率協会『日本のサラリーマン100選』に選出
2017年 厚生労働省・職業能力評価(マーケティング部門)検討委員
2017年 TVCM制作における受賞（複数）

商号

所在地

101-0054 東京都千代田区神田錦町3-6 山城第三ビル6F

略称:

企業サイト

Webサイト

メディアサイト

https://www.age100.or.jp/

https://www.age100.or.jp/age100press/

『人生100年時代協議会』『AGE100』『100の日』は一般社団法人人生100年時代協議会の登録商標です。
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臨床検査技師
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
保育士
歯科医師
薬剤師
看護師
弁護士
公認会計士
税理士
弁理士
中小企業診断士
証券アナリスト
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相続アドバイザー
宅地建物取引士
獣医師
ペット栄養管理士
大学教授
郷土史家
お取り寄せ生活研究家
小説家
将棋棋士
メノポーズ カウンセラー
漫画家、イラストレーター

学芸員
一級建築士
二級建築士
インテリアコーディネーター
マンション管理士
調理師
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栄養士
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ウェブ解析士
ITコーディネーター
カラーコーディネーター
着物着付指導士
大学教授、教師
英語、外国語関連資格保有者
ビジネス書著者、作家
茶道師範
華道師範
スタイリスト
国家公務員
警察官
キャビンアテンダント（CA）
俳優、女優、モデル、タレント
プロスポーツ選手
東証一部上場企業の経営者、顧問、秘書
各種経営コンサルタント代表
NPO法人、社会福祉法人、社団法人等の代表
社会起業家
ほか

＊定年、リタイヤされた方を含みます。

連携している有識者の皆さま（一部）



膨大なシニア関連データを基にした、ビジネス開発支援

企業様のシニア向けの様々な製品・サービスに対し、シニアに特化したビジネスレポートの提供
や、ユーザビリティおよびモニター調査をいたします。膨大なシニア層のユーザーデータをもと
に、シニアマーケティングの観点でシニアアンケート調査・モニター調査、WEB解析/データ分
析を行うことで、サービス向上に欠かせない高品質で有用な情報を提供することができます。

～シニア2000人と有識者からなる組織編制～

シニアビジネス、商品・サービスのヒントを導き出す

サービスの全体像

WEB解析士、人間工学博士、シニアに特化したマーケティング従事者が
主となり、以下の組織を運営しています。

<事業1>

シニアビジネスの新たな切り口や、
既存商品の拡大展開のヒントとなる事例、
分析データ、最新情報などを盛り込んだ
シニア白書（レポート）を提供します。

③広報／露出拡大
・レポートやWEB上での社名掲出
・プレスリリース配信（無料）
・AGE100PRESS記事配信（有料）

②コミュニティ醸成
・ビジネスパートナーとのマッチング
・セミナー参加（不定期）
・会員事業者間の交流
・ワークグループ

（官庁自治体等と協業した意見交換会）

④CSR／SDGｓ
・AGE100RATINGエントリー（無料）
・ご協賛ロゴ

①ビジネスレポート（年12回）

企業ごと、商品ごとの特性に応じた、より詳細な分析を行い、事業の具現化を目指します。
現在も複数の会員企業様の会議、個別プロジェクト等への参加をしております。

ご協賛パッケージ（会員制） 年会費360,000円

ビジネスヒントを発見

商品開発 業務フローﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ マネタイズｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ WEB解析 EC/WEB調査分析 広報PRCRM 出版ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ事業開発

『シニア×エンタメ』『シニア× CSR 』『シニア×商品』『シニア×サービス』『シニア×人材』『シニア×マネー』 ・・・

1999年から蓄積した
シニア

マーケティング

有識者

400人

協議会
シニアモニター

2,000人

ウェブ解析士による
数値・UIUX調査

個別プロジェクト

ご協賛企業



GOLD SILVER BRONSE

商品だけではなく、店舗を競わせるための
評価基準に活用いただいています。
審査で収集した膨大なデータや独自のアン
ケート調査・モニター調査をもとに、品質
向上に有効な実用性の高い情報を提供する
ことができます。

エントリー料:68,000円
商標(認定エンブレム）使用料:240,000円（年間）

＊複数エントリーの場合は、2商品目以降:48,000円
＊受賞のニュースは13000メディアに配信されます

企業のシニア向け商品・サービスの評価認定制度『 AGE100 RATING 』

2,000人のリアルシニア(65歳以上) と400人の有識者の”生の声”を元に、
シニア向け製品・サービスに対して採点（数値化）し、点数に応じて認定します。
企業様のCSR活動と、さらなる品質向上に寄与します。

～認定による他社との差別化と「自社店舗の比較」によるシニア目線での品質向上へ～

高齢者の本音に寄り添い、商品・サービスの改善に結び付ける

審査について

2,000人以上の審査関係者の意見と、200以上
の審査項目から、人生後半への貢献度を数値化
します。有識者の意見をメインとせず、シニア
自身が主体となって審査委員会を構成している
ことから、正確で信憑性の高い審査結果を可能
にしています。

審査項目

200を超える審査項目をもとに、商品・サービスの厳密な調査を行います。また、カテゴリーや商
品、業種ごとに審査項目を追加・調整し、より現実に即した評価を実現しています。

エントリーの流れ

認定の種類

『AGE100RATING』を取得した製品・サービ
スは、認定エンブレムをご使用することができ
ます。

製品・サービスの品質や性能をPRするこ
とができ、ユーザーの信頼獲得につなげること
ができます。

活用イメージ

商品・サービス評価

自社店舗導入

事例

<事業2>



書いている人は、「その道のプロフェッショナル」

読んでいる人は、「息子世代～シニア予備軍」

医師、介護福祉士など有資格者を主に、ご自身の知見の高い分野についてのみ配信しています。

年齢幅は30代～60代と、
シニア予備軍に、ネットリテラシ
ーの高い30代が加わり、平均年齢
は45.5歳と、広く人生後半を意識
している皆様に閲覧いただいてい
ます。

運営は、「WEB解析士」「人間工学博士」「シニアマーケッター」

複数のWEB解析士、人間工学博士、シニアに特化したマーケティング従事者が主となり365日サ
イトを運営しています。

人生後半を豊かにするためのwebメディア『 AGE100 PRESS 』

50代、60代、70代以上だけではなく40代から考える終活・年金・保険・相続・不動産といった
暮らしやお金のこと、仕事のこと、介護や健康、旅行やグルメなど、
セカンドライフの充実に役立つ情報を配信しています。

～シニア世代へのリーチと拡散力を保有～

シニアに関心がある13,000媒体と、有識者が配信・運営するメディアサイト

シニアへの調査により選定した「配信カテゴリー」

活用イメージ事例

13,000メディアへの配信

TV、新聞、WEB媒体をはじめとした各メディアの中で、「シニア関連」に関心がある
13,000名以上の記者に情報配信しています。
貴社が発信元となる広告的なリリースではなく、当協議会が貴社のプレスリリース内容を改めて
調査取材し、第三者機関として発信するものであり、よりニュース性、客観性を担保します。

バナー広告等
ECサイト、セミナーイベント等への送客

寄稿（企業様の執筆による配信）
記事広告（当協議会の執筆による配信）

45.5歳

<事業3>


