
東芝エレベータ株式会社　東京支社東芝エレベータ株式会社　東京支社

地域清掃活動
当社は安全で快適な、環境にやさしい移動空間を創造し、社会の発展に積極的に貢献する信頼される「地球内企業」を
めざしています。当事業所においては、社会貢献活動の一環として献血、使用済み切手およびペットボトルキャップの
収集、フードドライブ、文房具やカレンダー等の寄贈のほか、入居しているオフィスビル周辺の清掃活動を実施してい
ます。

〒 141-0014　品川区大井1-28-1
TEL 03-5718-0360　FAX 03-5718-0380
https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/index_j.html
■担　　当 ：総務部
■事業内容 ：昇降機に関わる製品・システム・サービスの提供を通じて、皆さまに「安心」と「信頼」

をお届けします。

東京マリオットホテル（森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社）東京マリオットホテル（森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社）

地域イベントへの参加とご支援
東京マリオットホテルは、2013 年 12 月 3日に品川地区初の外資系ホテルとしてリブランドオープンいたしました。
開業前に地域の方々に愛していただいたホテルラフォーレ東京の精神を受け継ぎ、地域イベントへの参加とご支援を
継続して行っております。
これからも品川宿場祭への出店や品川神社例大祭の神輿の休憩所の設置などの活動により、地域の皆様への感謝の気
持ちと共に地域貢献に努めてまいります。

〒 140-0001　品川区北品川4-7-36
TEL 03-5488-3911　FAX 03-5488-3910　https://www.tokyo-marriott.com
■担　　当：支配人席
■事業内容 ：御殿山の歴史や文化のエッセンスを表現したハードとマリオットホスピタリティのソフ

トで、日本文化の素晴らしさを世界中のゲストに向けて発信しております。

出前授業や地元イベントで環境、衛生を教育
サラヤの基本理念、衛生、環境、健康の３つのキーワードから品川区内の小中学校に伺って
環境や衛生についての教育をしております。また区の環境イベントに参加して環境に配慮
した商品やエシカル消費についての紹介や近隣の公園の清掃活動なども行っております。

東京サラヤ株式会社東京サラヤ株式会社
〒 140-0002　品川区東品川1-25-8
TEL 03-5461-8128　FAX 03-3471-4060　https://www.saraya.com/
■担　　当：管理本部　総務部　CSR推進課　兼　関連会社統括本部　環境事業推進部
■事業内容 ：1.家庭用及び業務用洗浄剤・消毒剤・うがい薬等の衛生用品と薬液供

給機器等の開発・製造・販売
2.食品衛生・環境衛生のコンサルティング
3.食品等の開発・製造・販売
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東京都競馬株式会社東京都競馬株式会社

馬との触れ合い事業
大井競馬場にて、近隣の小学校・特別支援学校・ろう学校等の生徒の皆様を招待し、「馬との触れ合い
事業」を行っています。
馬車への試乗、ポニー乗馬、ミニチュアホースとの触れ合いなどの体験を通じて、動物を愛しむ心の醸
成や、日常とは異なる環境をきっかけとした新たな発見をしてもらえることを期待しております。

本 社 ： 〒 143-0016　大田区大森北1-6-8
大井事業所：〒140-0012　品川区勝島2-1-2
TEL 03-5767-9055　FAX 03-5767-9056　https://www.tokyotokeiba.co.jp/
■担　　当：総務部　総務課
■事業内容 ：「大井競馬場」ならびに「伊勢崎オートレース場」の公営競技施設、物

流倉庫および商業施設等の賃貸と遊園地「東京サマーランド」の経営

株式会社トリドールホールディングス株式会社トリドールホールディングス

フードパントリーによる食品の支援
私たちは人々の生活に欠かせない“食”を提供する企業として、“食”を通じた社会貢献活動を実施して
います。「しながわ子ども食堂ネットワーク」に所属し、子ども食堂を支援しています。コロナウイルス
の影響を受け、子ども食堂の開催が困難な状況になってしまったととこに、食品の無償提供を開始し、
その食品の総合計は 5,000 点以上に達します。現在も継続的にこども食堂への支援を行っています。

〒 150-0043　渋谷区道玄坂1-21-1　渋谷ソラスタ 19階
TEL 03-4221-8916　FAX 050-3156-0890　https://www.toridoll.com/
■担　　当：サステナビリティ推進部
■事業内容：「飲食業を中心とする傘下子会社の経営管理」

・讃岐うどん専門店｢丸亀製麺」
・ハワイアンパンケーキカフェ「コナズ珈琲」
・切り立て牛肉専門店｢肉のヤマキ商店」
・米粉麺のヌードルチェーン｢譚仔雲南米線｣「譚仔三哥米線｣　など

株式会社ニコン株式会社ニコン

製作所周辺の清掃活動
当大井製作所周辺の、道路上や植え込みの中のゴミを集めることを中心とした、清掃活動に取り組んで
おります。
地域の美化による社会貢献を推進し、少しでも皆様のお役に立てればと考えます。
また、本来の事業内容を通じた社会貢献を行うことも続けて参ります。

〒 140-8601　品川区大井1-6-3
TEL 03-3773-1191　FAX 03-3773-1192　http://www.nikon.co.jp/index.htm
■担　　当：生産本部　環境管理課
■事業内容 ：ニコンはカメラやヘルスケア製品、光加工機、ロボット、FPD・半

導体露光装置など、精密・光学の領域で人々の豊かな毎日をサポート
します。
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東芝テック株式会社東芝テック株式会社

カレンダー・手帳・保存食品の寄贈
東芝テックグループは、経営理念「ともにつくる、つぎをつくる。～いつでもどこでもお客様とともに～」に基づき、事業
を活かした活動および継続的な地域との交流に注力し、さまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。品川区内におい
ては、学校や保育施設、児童福祉施設への遊具や絵本等の寄贈、読み聞かせ、カレンダーや使用済み切手の寄付、フードド
ライブ、清掃美化活動や花植活動等を行っています。今後も地域の皆様に貢献できるよう活動を継続してまいります。

〒 141-8562　品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー
TEL 03-6830-9100　FAX 03-6684-4001　http://www.toshibatec.co.jp/
■担　　当 ：経営企画部　広報室
■事業内容 ：ＰＯＳシステムやデジタル複合機（ＭＦＰ）、ＲＦＩＤやバーコード、インクジェットヘッ

ド等、店舗やオフィス、工場などにおいて、ビジネスの効率化、円滑化を実現する製品と
サービスをトータルで提供しています。

東洋製罐グループホールディングス株式会社東洋製罐グループホールディングス株式会社

東洋製罐グループ教育支援プログラム
東洋製罐グループでは、教育支援プログラムとして「小学生向け環境出前授業」「中高生向けキャ
リア教育出前授業」「容器文化ミュージアムでの校外学習の受入」を行っています。
アクティブラーニングを取り入れた出前授業では、“容器” を題材に次世代が未来を考えるお手
伝いをしています。2020 年度以降はコロナ禍で対面授業が難しい状況となり、オンラインで実
施しています。

〒 141-8627　品川区東五反田2-18-1　大崎フォレストビルディング
TEL 03-4514-2026　FAX 03-3280-8111　https://www.tskg-hd.com/
■担　　当：サステナビリティ推進部
■事業内容 ：金属、プラスチック、紙、ガラスを主原料とする容器の製造販

売を中心とした、総合容器メーカーです。
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災害時における非常用電源の供給
当社グループは、電気自動車「リーフ」に搭載された大容量バッテリーから電力を取り出し、災害時に携帯電話の充電やＰＣ、照
明、エアコンの起動など、同時に複数の電気機器を稼働させるための非常用電源として活用できる可搬型給電器「パワー・ムー
バー」を新車 62店舗に配備。区内では、日産東京販売　新車のひろば目黒店（西五反田 4丁目）、鮫洲店（東大井 1丁目）の 2店
舗に配備しています。なお、同目黒店は品川区と「災害時における一時滞在施設・備蓄品貯蔵施設提供に関する協定」を締結し、
災害時における帰宅困難者の受け入れ（最大 350 名収容可能）も行います。

〒 141-8623　品川区西五反田4-32-1
TEL 03-5496-5224　FAX 03-5496-5071　https://www.nissan-tokyo.co.jp/
■担　　当：総務渉外部
■事業内容 ：当社グループは、都内に新車117店舗、中古車20店舗を展開する全国トッ

プクラスの自動車ディーラーとして、自動車販売、自動車部用品販売、自
動車整備等を行っております。

日産東京販売ホールディングス株式会社　日産東京販売株式会社日産東京販売ホールディングス株式会社　日産東京販売株式会社

お花いっぱい大崎
当社は、大崎駅周辺まち運営委員会・しながわ夢さん橋実行委員会主催の「お花いっぱい大崎」に参加しています。品
川区より大崎周辺の花壇を借り受け、地元の中学生や、近隣住民の方、企業ボランティアの方と共に、年に２回花植え
を行います。当社の担当は目黒川沿いとなっており、日々水遣り、草取り等、花壇の手入れを行い、街の景観保護に貢献
しています。

日鉄エンジニアリング株式会社日鉄エンジニアリング株式会社
〒 141-8604　品川区大崎1-5-1　大崎センタービル
TEL 03-6665-2000　FAX 03-6665-4816　https://www.eng.nipponsteel.com
■担　　当：総務部　総務室
■事業内容 ：1974年に日本製鉄のエンジニアリング部門として誕生、2006年7月に同社から分社独立。

製鉄をルーツに持つエンジニアリング会社として、環境・エネルギー、都市インフラ、製鉄プラント
の３つのセクターで、お客様と共に考え、お客様が変化に対応するための解決策を、これからもご提
供し続けたいと考えております。

株式会社日本アクセス株式会社日本アクセス

小学校での「食育授業」を通じて食の大切さを伝えています。
食に携わる企業として地域貢献、次世代育成、食文化の継承を活動の目的とし、区内の小学校で「食育授
業」を実施。乾物をテーマに食材の特徴・良さ、栄養素、調理法などを学ぶことで子どもたちに日本の伝
統的食材の知識を継承し、食の大切さ、楽しさを伝えています。
たくさんの子どもたちに授業を通して豊かな経験をしてもらいたいと考えています。
また、子ども食堂ネットワークを通じて食品提供の支援も継続して行っています。

〒 141-8582　品川区西品川1-1-1　住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL 03-5435-5652　FAX 03-5435-5681　https://www.nippon-access.co.jp/
■担　　当：広報・サステナビリティ推進部
■事業内容 ：食品、水産物、農産物、畜産物、花卉等の販売・輸出入・買付・加工・商

品企画・開発・品質検査・分析業務及び貨物自動車運送事業、食品安全コ
ンサルタント業務、情報処理サービス業務

日学株式会社日学株式会社

日学・黒板アート甲子園Ⓡ

全国の中高生を対象に、学校の黒板にチョークで作品を描いてもらい、その画像データを送っていただく新しいタイプのコンテストです。
従来、文字や図形を書くのがメインだった黒板とチョークを、現代の若者たちは「キャンパス」と「多彩な絵の具」として使うという、全く新しい使い道を教え
てくれています。
「黒板アート甲子園」は、こうした若者の才能を発掘し、活躍の場を提供していくもので、多言語展開で世界レベルの大会も標榜しています。

〒 140-0014　品川区大井1-49-15　YK-17ビル5階
TEL 03-6429-2510　FAX 03-6429-2520　https://www.nichigaku.co.jp/
■担　　当：経営企画室
■事業内容 ：学校やオフィスの黒板・ホワイトボード、書いた内容を印刷・保

存できる電子黒板、壁を有効活用できる壁面ホワイトボードなど
の商品・サービスを通じ、今後も社会のコミュニケーションを支
え続けていきます。

日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社

品川区立中学校の職場体験に協力
塗装ボランティア（品川区立小学校の正門や遊具等の塗装）の実施がコロナ禍で実施出来ないため、2021年度
は品川区立伊藤学園８年生の職場体験を受け入れました。
当社ショールームにおける商品の説明を興味深く熱心にノートに書き留める姿に関心しました。
また塗装体験では塗装工程の手順や塗料の性能等について楽しく学んで頂きました。

〒 140-8675　品川区南品川4-1-15
TEL 03-3740-1126　FAX 03-3740-1192　https://www.nipponpaint-holdings.com/
■担　　当：東京事業所　地区統括
■事業内容 ：1881年創業、国内で最も長い歴史を誇る総合塗料メーカーとして、今年創業140周年を迎えます。建築、自動車、大

型構造物、鉄道車両や大型機械、船舶など幅広い範囲で塗料、表面処理を総合的に取り扱っています。創業時から引
き継がれている企業理念に基づき、抗ウイルス塗料等、社会課題に向き合い、塗料、コーティング技術の研究開発を
進めております。塗料のリーディングカンパニーとして、「PAINT.WONDER（ペイント・ワンダー）」のキーワー
ドのもと、人々の生活に彩り、快適さや安心をもたらすだけでなく、様々な社会課題の解決にも貢献できる塗料・
コーティング技術を提供していきます。
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日本ハム株式会社日本ハム株式会社

ニッポンハムグループは、キャリア教育支援の一環として学生の職場訪問を受け入れています。2022年2月、品川区立大
崎中学校の生徒を対象に、商品開発を担当する従業員が仕事内容・やりがい・大変なこと・学生時代に取り組むべきこと
などをオンラインでお話ししました。生徒からは「沢山の人が知恵を絞って商品ができることを知った」「失敗を恐れない
ことの大切さを聞いて私も何事にもチャレンジしようと思った」「商品を作るには、値段だけでなく環境への問題なども考
えなければならく大変だと思った」などの感想がありました。従業員との対話を通して、生徒の皆さんが将来について考
えるきっかけになればと願っています。

次世代を担う子どもたちへのキャリア教育支援

〒 141-6014　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower
TEL 03-4555-8084　FAX 03-4555-8179　https://www.nipponham.co.jp
■担　　当：サステナビリティ部
■事業内容 ：当社は「たんぱく質をもっと自由に。」をビジョンに掲げ、肉・魚・乳製品などを通して、た

んぱく質を環境や社会に配慮しながら安定供給するとともに、多様な食の選択肢を提供してい
る企業です。

日本たばこ産業株式会社日本たばこ産業株式会社

地域の清掃活動を通じて環境美化に努めています
JTでは地域の皆様やたばこ屋さんと一緒に定期的に駅頭などにおいて清掃活動を行っております。私
たちは、清掃活動を通じて捨てないことの大切さやマナーを広めたいと考えております。
また、私たちは自治体、学校、ボランティア、各催事の実行委員会や協働団体など、様々な人たちと
ゴミをひろう活動も実施しております。
清掃活動以外にもボランティア森林植樹活動やNPO助成事業（SDGs貢献プロジェクト）等、様々な
活動へ取り組んでいます。

〒 140-0013　品川区南大井6-22-7　大森ベルポートE館8階
TEL 03-3768-1551　FAX 03-3768-1581　https://www.jti.co.jp/
■担　　当：東京支社　南部第二支店
■事業内容 ：たばこ・医薬・加工食品事業を主として、JTグループはすべてのお客様一人

ひとりの「かけがえのないひととき」や「大切な時間」を想っています。

「最も身近な生命保険会社でありたい」という想い込めた社会貢献活動
毎年がんの早期発見に向けた、がん検診の受診の推奨等の営業職員の啓蒙活動を実施しております。
また、10－11月は乳がん検診の推奨月間と位置づけ、全職員ピンクリボンを装着し、お客様のもと
に足を運んでおります。上記に加えて、スポーツを通じた青少年の育成、健康づくりの観点から、桐
生選手のかけっこ教室や野球教室を行うなど、地域に根差した取り組みを行っております。

〒 144-8721　大田区蒲田5-37-1　アロマスクエア５階
TEL 03-5711-1331　FAX 03-5711-4308
■事業内容 ：共存共栄、相互扶助の精神にもとづく生命保険事業を通じ、営業職員

によるフェイス・トゥ・フェイスの活動で、人生100年時代を生きる
お客様を支え続けるサービスをご提供致します。

日本生命保険相互会社　東京ベイエリア支社日本生命保険相互会社　東京ベイエリア支社

989-21-185
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災害時における非常用電源の供給
当社グループは、電気自動車「リーフ」に搭載された大容量バッテリーから電力を取り出し、災害時に携帯電話の充電やＰＣ、照
明、エアコンの起動など、同時に複数の電気機器を稼働させるための非常用電源として活用できる可搬型給電器「パワー・ムー
バー」を新車 62店舗に配備。区内では、日産東京販売　新車のひろば目黒店（西五反田 4丁目）、鮫洲店（東大井 1丁目）の 2店
舗に配備しています。なお、同目黒店は品川区と「災害時における一時滞在施設・備蓄品貯蔵施設提供に関する協定」を締結し、
災害時における帰宅困難者の受け入れ（最大 350 名収容可能）も行います。

〒 141-8623　品川区西五反田4-32-1
TEL 03-5496-5224　FAX 03-5496-5071　https://www.nissan-tokyo.co.jp/
■担　　当：総務渉外部
■事業内容 ：当社グループは、都内に新車117店舗、中古車20店舗を展開する全国トッ

プクラスの自動車ディーラーとして、自動車販売、自動車部用品販売、自
動車整備等を行っております。

日産東京販売ホールディングス株式会社　日産東京販売株式会社日産東京販売ホールディングス株式会社　日産東京販売株式会社

お花いっぱい大崎
当社は、大崎駅周辺まち運営委員会・しながわ夢さん橋実行委員会主催の「お花いっぱい大崎」に参加しています。品
川区より大崎周辺の花壇を借り受け、地元の中学生や、近隣住民の方、企業ボランティアの方と共に、年に２回花植え
を行います。当社の担当は目黒川沿いとなっており、日々水遣り、草取り等、花壇の手入れを行い、街の景観保護に貢献
しています。

日鉄エンジニアリング株式会社日鉄エンジニアリング株式会社
〒 141-8604　品川区大崎1-5-1　大崎センタービル
TEL 03-6665-2000　FAX 03-6665-4816　https://www.eng.nipponsteel.com
■担　　当：総務部　総務室
■事業内容 ：1974年に日本製鉄のエンジニアリング部門として誕生、2006年7月に同社から分社独立。

製鉄をルーツに持つエンジニアリング会社として、環境・エネルギー、都市インフラ、製鉄プラント
の３つのセクターで、お客様と共に考え、お客様が変化に対応するための解決策を、これからもご提
供し続けたいと考えております。

株式会社日本アクセス株式会社日本アクセス

小学校での「食育授業」を通じて食の大切さを伝えています。
食に携わる企業として地域貢献、次世代育成、食文化の継承を活動の目的とし、区内の小学校で「食育授
業」を実施。乾物をテーマに食材の特徴・良さ、栄養素、調理法などを学ぶことで子どもたちに日本の伝
統的食材の知識を継承し、食の大切さ、楽しさを伝えています。
たくさんの子どもたちに授業を通して豊かな経験をしてもらいたいと考えています。
また、子ども食堂ネットワークを通じて食品提供の支援も継続して行っています。

〒 141-8582　品川区西品川1-1-1　住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL 03-5435-5652　FAX 03-5435-5681　https://www.nippon-access.co.jp/
■担　　当：広報・サステナビリティ推進部
■事業内容 ：食品、水産物、農産物、畜産物、花卉等の販売・輸出入・買付・加工・商

品企画・開発・品質検査・分析業務及び貨物自動車運送事業、食品安全コ
ンサルタント業務、情報処理サービス業務

日学株式会社日学株式会社

日学・黒板アート甲子園Ⓡ

全国の中高生を対象に、学校の黒板にチョークで作品を描いてもらい、その画像データを送っていただく新しいタイプのコンテストです。
従来、文字や図形を書くのがメインだった黒板とチョークを、現代の若者たちは「キャンパス」と「多彩な絵の具」として使うという、全く新しい使い道を教え
てくれています。
「黒板アート甲子園」は、こうした若者の才能を発掘し、活躍の場を提供していくもので、多言語展開で世界レベルの大会も標榜しています。

〒 140-0014　品川区大井1-49-15　YK-17ビル5階
TEL 03-6429-2510　FAX 03-6429-2520　https://www.nichigaku.co.jp/
■担　　当：経営企画室
■事業内容 ：学校やオフィスの黒板・ホワイトボード、書いた内容を印刷・保

存できる電子黒板、壁を有効活用できる壁面ホワイトボードなど
の商品・サービスを通じ、今後も社会のコミュニケーションを支
え続けていきます。

日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社日本ペイントコーポレートソリューションズ株式会社

品川区立中学校の職場体験に協力
塗装ボランティア（品川区立小学校の正門や遊具等の塗装）の実施がコロナ禍で実施出来ないため、2021年度
は品川区立伊藤学園８年生の職場体験を受け入れました。
当社ショールームにおける商品の説明を興味深く熱心にノートに書き留める姿に関心しました。
また塗装体験では塗装工程の手順や塗料の性能等について楽しく学んで頂きました。

〒 140-8675　品川区南品川4-1-15
TEL 03-3740-1126　FAX 03-3740-1192　https://www.nipponpaint-holdings.com/
■担　　当：東京事業所　地区統括
■事業内容 ：1881年創業、国内で最も長い歴史を誇る総合塗料メーカーとして、今年創業140周年を迎えます。建築、自動車、大

型構造物、鉄道車両や大型機械、船舶など幅広い範囲で塗料、表面処理を総合的に取り扱っています。創業時から引
き継がれている企業理念に基づき、抗ウイルス塗料等、社会課題に向き合い、塗料、コーティング技術の研究開発を
進めております。塗料のリーディングカンパニーとして、「PAINT.WONDER（ペイント・ワンダー）」のキーワー
ドのもと、人々の生活に彩り、快適さや安心をもたらすだけでなく、様々な社会課題の解決にも貢献できる塗料・
コーティング技術を提供していきます。

幹
事
企
業

日本ハム株式会社日本ハム株式会社

ニッポンハムグループは、キャリア教育支援の一環として学生の職場訪問を受け入れています。2022年2月、品川区立大
崎中学校の生徒を対象に、商品開発を担当する従業員が仕事内容・やりがい・大変なこと・学生時代に取り組むべきこと
などをオンラインでお話ししました。生徒からは「沢山の人が知恵を絞って商品ができることを知った」「失敗を恐れない
ことの大切さを聞いて私も何事にもチャレンジしようと思った」「商品を作るには、値段だけでなく環境への問題なども考
えなければならく大変だと思った」などの感想がありました。従業員との対話を通して、生徒の皆さんが将来について考
えるきっかけになればと願っています。

次世代を担う子どもたちへのキャリア教育支援

〒 141-6014　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower
TEL 03-4555-8084　FAX 03-4555-8179　https://www.nipponham.co.jp
■担　　当：サステナビリティ部
■事業内容 ：当社は「たんぱく質をもっと自由に。」をビジョンに掲げ、肉・魚・乳製品などを通して、た

んぱく質を環境や社会に配慮しながら安定供給するとともに、多様な食の選択肢を提供してい
る企業です。

日本たばこ産業株式会社日本たばこ産業株式会社

地域の清掃活動を通じて環境美化に努めています
JTでは地域の皆様やたばこ屋さんと一緒に定期的に駅頭などにおいて清掃活動を行っております。私
たちは、清掃活動を通じて捨てないことの大切さやマナーを広めたいと考えております。
また、私たちは自治体、学校、ボランティア、各催事の実行委員会や協働団体など、様々な人たちと
ゴミをひろう活動も実施しております。
清掃活動以外にもボランティア森林植樹活動やNPO助成事業（SDGs貢献プロジェクト）等、様々な
活動へ取り組んでいます。

〒 140-0013　品川区南大井6-22-7　大森ベルポートE館8階
TEL 03-3768-1551　FAX 03-3768-1581　https://www.jti.co.jp/
■担　　当：東京支社　南部第二支店
■事業内容 ：たばこ・医薬・加工食品事業を主として、JTグループはすべてのお客様一人

ひとりの「かけがえのないひととき」や「大切な時間」を想っています。

「最も身近な生命保険会社でありたい」という想い込めた社会貢献活動
毎年がんの早期発見に向けた、がん検診の受診の推奨等の営業職員の啓蒙活動を実施しております。
また、10－11月は乳がん検診の推奨月間と位置づけ、全職員ピンクリボンを装着し、お客様のもと
に足を運んでおります。上記に加えて、スポーツを通じた青少年の育成、健康づくりの観点から、桐
生選手のかけっこ教室や野球教室を行うなど、地域に根差した取り組みを行っております。

〒 144-8721　大田区蒲田5-37-1　アロマスクエア５階
TEL 03-5711-1331　FAX 03-5711-4308
■事業内容 ：共存共栄、相互扶助の精神にもとづく生命保険事業を通じ、営業職員

によるフェイス・トゥ・フェイスの活動で、人生100年時代を生きる
お客様を支え続けるサービスをご提供致します。

日本生命保険相互会社　東京ベイエリア支社日本生命保険相互会社　東京ベイエリア支社

989-21-185
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高齢者等地域見守りネットワーク事業
野村の仲介 +「五反田センター」と「大井町センター」と「旗の台センター」は、「高齢者等地域見守りネットワーク事業」に参画してい
ます。
当社のお客様にはご高齢の方も多くいらっしゃいますので、お客様訪問の際に「新聞や郵便物がたまっている」「ＴＶの音がするの
に応答がない」などの異変を察知した際は、すぐに区に通報し適切な対応につなげます。
日々の業務を通じて見守り活動を積極的に行い、品川区の目指す「いつまでも安心して暮らし続けられる社会」の実現に寄与し、ま
た、地域の皆様への社会貢献活動の場にも積極的に参加してまいります。

野村不動産ソリューションズ株式会社野村不動産ソリューションズ株式会社

■担　　当：流通事業本部　営業企画部　営業推進課
■事業内容：個人、法人の不動産に関する売買、資産相続サポート

大井町センター：〒140-0014　品川区大井1-10-3　ＹＫビル7F　 TEL 03-5743-6571
五反田センター：〒141-0031　品川区西五反田1-1-8　ＮＭＦ五反田駅前ビル5F　TEL 03-3492-5101
旗の台センター：〒142-0064　品川区旗の台2-8-9　大樹生命旗の台ビル6F　TEL 03-5498-7962
https://www.nomura-solutions.co.jp/

本社：〒163-0576　新宿区西新宿1-26-2　新宿野村ビル　TEL 03-5324-3553　FAX 03-5324-3552

ニューオータニイン東京では、2011年から区内の中学校を対象とした「しながわ寺子屋」に協力して
います。クイズ形式でホテルの概要等を説明したりすることで、仕事を通じての社会貢献や学びについ
てお話ししています。生徒たちの身近であるサービス業の現場の話を通して、今後の進路や職業観に繋
げていけるように今後も活動に取り組んで参ります。また「しながわ職場歩き」の受け入れも行ってお
ります。

しながわ寺子屋

ニューオータニイン東京（ＨＲＴニューオータニ株式会社）ニューオータニイン東京（ＨＲＴニューオータニ株式会社）
〒 141-0032　品川区大崎1-6-2
TEL 03-3779-9111　FAX 03-3779-9182　http://www.newotani.co.jp/inntokyo/
■担　　当 ：業務管理室
■事業内容 ：私どもはニューオータニグループの一員として、ホテルとレストラ

ンを運営するほか、ホテルＰＢ商品の販売等を行っております。

ネットワンシステムズ株式会社ネットワンシステムズ株式会社

心豊かな地域社会実現のための活動展開
品川区内の社会福祉法人やNPOのご協力のもと社内イベントの開催や、物品の寄贈、社
員のボランティア活動支援など、年間を通して多様な取り組みを実施しています。次世代
を担う子ども達の育成支援では、昨年度はオンラインでの実施によりコロナ禍でも地域を
問わず全国の中学生に ICTの紹介や、将来に向けたキャリア教育をサポートしました。

〒 140-8621　品川区東品川2-2-4　天王洲ファーストタワー
TEL 03-5462-0900　FAX 03-6433-1710　https://www.netone.co.jp/
■担　　当：コンプライアンス室
■事業内容 ：最先端技術を取り入れた情報インフラ構築とそれらに関連したサービ

スの提供や、戦略的なICT利活用を実現するノウハウを提供しています。

株式会社バルカー株式会社バルカー

バルカーグループでは長年にわたるスポーツ振興支援のほか、良き地球市民でありたいとの思いから「地域
社会に対する感謝の日」を定め、近隣の清掃活動や福祉施設の支援活動など、国内外の事業所が地域に根ざし
た様々な社会貢献活動を行っています。大崎事業所では（一社）大崎エリアマネージメント様が進める「お花
いっぱい大崎」、そして「しながわ花海道」に継続して参加しています。コロナ禍が続いており、参加者が限定さ
れる面もありましたが、2021年度も感染防止に努めながら社員と家族で楽しく参加することができました。

国内外の全事業所で地域社会への感謝を形に

〒 141-6024　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower24階
TEL 03-5434-7370　FAX 03-5436-0560　https://www.valqua.co.jp
■担　　当 ：総務人事部　総務グループ　総務企画チーム
■事業内容 ：産業機器、化学、機械、エネルギー、通信機器、半導体、自動車、宇宙・

航空産業等、あらゆる産業向けにファイバー、ふっ素樹脂、高機能
ゴム等各種素材製品の設計、製造、加工および販売。

未来の ICT人財・次世代人財育成の支援
高校生に ICT スキルを楽しみながら身に付けてもらうことを目的とした競技イベント「シンギュラリ
ティバトルクエスト」（同実行委員会主催、年 1 回開催）において、当社の強み技術である「AI」と「サイ
バーセキュリティ」の競技の企画・開発から運営支援まで行っています。2021 年もコロナ禍の中でし
たが、オンラインで無事開催でき、参加した高校生からは「学校では経験できない ICT の世界に触れる
ことができ、知識をより深めたいと思った」という感想が寄せられました。

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
〒 140-0002　品川区東品川4-12-6（品川シーサイドキャナルタワー）
TEL 03-5780-6111　FAX 03-5780-7630　https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/
■担　　当 ：Employee Happiness 推進部　ダイバーシティ推進グループ
■事業内容 ：高度なICTを活用した先進のソリューションを金融・社会・公共・産業の

各業務分野に提供し、安心・快適な社会の実現をめざします。

「人づくりって、未来づくり」次世代人財育成への貢献
科学のおもしろさを伝える「小学生向け IT 教室」、働く喜びや意義を伝える「中高生向け
企業訪問受け入れ」、学校での学びが社会にどう生かせるかを体験する学ぶ「高校生向け
データサイエンス出前授業」や「高校生向け AI 授業」など、未来の大人たちと真剣に向き
合う活動を展開しています。

株式会社日立システムズ株式会社日立システムズ
〒 141-8672　品川区大崎1-2-1
TEL 03-5435-7777　https://www.hitachi-systems.com/
■担　　当：サステナビリティ・リスクマネジメント本部
　　　　　　 コーポレート・コミュニケーション部　
■事業内容 ：人とITのチカラを結集した真のワンストップサービスで、お客さまのデ

ジタライゼーションに貢献し、ビジネスの発展・変革を支えます。

しながわドリームジョブへの協力
城南小学校で開催された品川区のキャリア教育「しながわドリームジョブ」に協力しました。
当社でホワイトハッカーとして活躍する社員がオンライン会議で参加し、仕事の魅力や大
切にしていることについて話しました。学校の教室から参加した児童からも、積極的に質
問をしていただき、活発な授業風景となりました。

株式会社日立ソリューションズ株式会社日立ソリューションズ
〒140-0002　品川区東品川4-12-7　 日立ソリューションズタワー
TEL 03-5780-2111　https://www.hitachi-solutions.co.jp/
■担　　当：人事総務本部　総務部　総務グループ
■事業内容 ：お客様との協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソ

リューションを提供し、社会や企業が抱える課題を解決します。

ピツニーボウズジャパン株式会社ピツニーボウズジャパン株式会社

当社では、毎年「Employee Giving Campaign」として、中央共同募金会への募金活動を行い、
従業員の募金額に当社が同額を上乗せして寄付しています。従業員への募金の呼びかけとして、
社内でチャリティーオークションや、社員を講師としたセミナー（フラワーアレンジメント講
座）等のイベントを開催し、そのイベントを通じて得られた収益を寄付しています。従業員の
CSR活動に対するエンゲージメントを高めつつ、地域の社会貢献にも力を入れています。

社内イベントを通じた募金活動

〒140-0001　品川区北品川4-7-35　御殿山トラストタワー12階
TEL 03-5657-1200　FAX 03-3280-8902　https://www.pitneybowes.com/jp
■担　　当：社長室
■事業内容：郵便と小包の発送業務の効率化を図る機器、ソリューションの提供。

取扱製品：郵便料金計器、封入封緘機、紙折機、開封機等。
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高齢者等地域見守りネットワーク事業
野村の仲介 +「五反田センター」と「大井町センター」と「旗の台センター」は、「高齢者等地域見守りネットワーク事業」に参画してい
ます。
当社のお客様にはご高齢の方も多くいらっしゃいますので、お客様訪問の際に「新聞や郵便物がたまっている」「ＴＶの音がするの
に応答がない」などの異変を察知した際は、すぐに区に通報し適切な対応につなげます。
日々の業務を通じて見守り活動を積極的に行い、品川区の目指す「いつまでも安心して暮らし続けられる社会」の実現に寄与し、ま
た、地域の皆様への社会貢献活動の場にも積極的に参加してまいります。

野村不動産ソリューションズ株式会社野村不動産ソリューションズ株式会社

■担　　当：流通事業本部　営業企画部　営業推進課
■事業内容：個人、法人の不動産に関する売買、資産相続サポート

大井町センター：〒140-0014　品川区大井1-10-3　ＹＫビル7F　 TEL 03-5743-6571
五反田センター：〒141-0031　品川区西五反田1-1-8　ＮＭＦ五反田駅前ビル5F　TEL 03-3492-5101
旗の台センター：〒142-0064　品川区旗の台2-8-9　大樹生命旗の台ビル6F　TEL 03-5498-7962
https://www.nomura-solutions.co.jp/

本社：〒163-0576　新宿区西新宿1-26-2　新宿野村ビル　TEL 03-5324-3553　FAX 03-5324-3552

ニューオータニイン東京では、2011年から区内の中学校を対象とした「しながわ寺子屋」に協力して
います。クイズ形式でホテルの概要等を説明したりすることで、仕事を通じての社会貢献や学びについ
てお話ししています。生徒たちの身近であるサービス業の現場の話を通して、今後の進路や職業観に繋
げていけるように今後も活動に取り組んで参ります。また「しながわ職場歩き」の受け入れも行ってお
ります。

しながわ寺子屋

ニューオータニイン東京（ＨＲＴニューオータニ株式会社）ニューオータニイン東京（ＨＲＴニューオータニ株式会社）
〒 141-0032　品川区大崎1-6-2
TEL 03-3779-9111　FAX 03-3779-9182　http://www.newotani.co.jp/inntokyo/
■担　　当 ：業務管理室
■事業内容 ：私どもはニューオータニグループの一員として、ホテルとレストラ

ンを運営するほか、ホテルＰＢ商品の販売等を行っております。

ネットワンシステムズ株式会社ネットワンシステムズ株式会社

心豊かな地域社会実現のための活動展開
品川区内の社会福祉法人やNPOのご協力のもと社内イベントの開催や、物品の寄贈、社
員のボランティア活動支援など、年間を通して多様な取り組みを実施しています。次世代
を担う子ども達の育成支援では、昨年度はオンラインでの実施によりコロナ禍でも地域を
問わず全国の中学生に ICTの紹介や、将来に向けたキャリア教育をサポートしました。

〒 140-8621　品川区東品川2-2-4　天王洲ファーストタワー
TEL 03-5462-0900　FAX 03-6433-1710　https://www.netone.co.jp/
■担　　当：コンプライアンス室
■事業内容 ：最先端技術を取り入れた情報インフラ構築とそれらに関連したサービ

スの提供や、戦略的なICT利活用を実現するノウハウを提供しています。

株式会社バルカー株式会社バルカー

バルカーグループでは長年にわたるスポーツ振興支援のほか、良き地球市民でありたいとの思いから「地域
社会に対する感謝の日」を定め、近隣の清掃活動や福祉施設の支援活動など、国内外の事業所が地域に根ざし
た様々な社会貢献活動を行っています。大崎事業所では（一社）大崎エリアマネージメント様が進める「お花
いっぱい大崎」、そして「しながわ花海道」に継続して参加しています。コロナ禍が続いており、参加者が限定さ
れる面もありましたが、2021年度も感染防止に努めながら社員と家族で楽しく参加することができました。

国内外の全事業所で地域社会への感謝を形に

〒 141-6024　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower24階
TEL 03-5434-7370　FAX 03-5436-0560　https://www.valqua.co.jp
■担　　当 ：総務人事部　総務グループ　総務企画チーム
■事業内容 ：産業機器、化学、機械、エネルギー、通信機器、半導体、自動車、宇宙・

航空産業等、あらゆる産業向けにファイバー、ふっ素樹脂、高機能
ゴム等各種素材製品の設計、製造、加工および販売。

未来の ICT人財・次世代人財育成の支援
高校生に ICT スキルを楽しみながら身に付けてもらうことを目的とした競技イベント「シンギュラリ
ティバトルクエスト」（同実行委員会主催、年 1 回開催）において、当社の強み技術である「AI」と「サイ
バーセキュリティ」の競技の企画・開発から運営支援まで行っています。2021 年もコロナ禍の中でし
たが、オンラインで無事開催でき、参加した高校生からは「学校では経験できない ICT の世界に触れる
ことができ、知識をより深めたいと思った」という感想が寄せられました。

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
〒 140-0002　品川区東品川4-12-6（品川シーサイドキャナルタワー）
TEL 03-5780-6111　FAX 03-5780-7630　https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/
■担　　当 ：Employee Happiness 推進部　ダイバーシティ推進グループ
■事業内容 ：高度なICTを活用した先進のソリューションを金融・社会・公共・産業の

各業務分野に提供し、安心・快適な社会の実現をめざします。

「人づくりって、未来づくり」次世代人財育成への貢献
科学のおもしろさを伝える「小学生向け IT 教室」、働く喜びや意義を伝える「中高生向け
企業訪問受け入れ」、学校での学びが社会にどう生かせるかを体験する学ぶ「高校生向け
データサイエンス出前授業」や「高校生向け AI 授業」など、未来の大人たちと真剣に向き
合う活動を展開しています。

株式会社日立システムズ株式会社日立システムズ
〒 141-8672　品川区大崎1-2-1
TEL 03-5435-7777　https://www.hitachi-systems.com/
■担　　当：サステナビリティ・リスクマネジメント本部
　　　　　　 コーポレート・コミュニケーション部　
■事業内容 ：人とITのチカラを結集した真のワンストップサービスで、お客さまのデ

ジタライゼーションに貢献し、ビジネスの発展・変革を支えます。

しながわドリームジョブへの協力
城南小学校で開催された品川区のキャリア教育「しながわドリームジョブ」に協力しました。
当社でホワイトハッカーとして活躍する社員がオンライン会議で参加し、仕事の魅力や大
切にしていることについて話しました。学校の教室から参加した児童からも、積極的に質
問をしていただき、活発な授業風景となりました。

株式会社日立ソリューションズ株式会社日立ソリューションズ
〒140-0002　品川区東品川4-12-7　 日立ソリューションズタワー
TEL 03-5780-2111　https://www.hitachi-solutions.co.jp/
■担　　当：人事総務本部　総務部　総務グループ
■事業内容 ：お客様との協創をベースに、最先端のデジタル技術を用いたさまざまなソ

リューションを提供し、社会や企業が抱える課題を解決します。

ピツニーボウズジャパン株式会社ピツニーボウズジャパン株式会社

当社では、毎年「Employee Giving Campaign」として、中央共同募金会への募金活動を行い、
従業員の募金額に当社が同額を上乗せして寄付しています。従業員への募金の呼びかけとして、
社内でチャリティーオークションや、社員を講師としたセミナー（フラワーアレンジメント講
座）等のイベントを開催し、そのイベントを通じて得られた収益を寄付しています。従業員の
CSR活動に対するエンゲージメントを高めつつ、地域の社会貢献にも力を入れています。

社内イベントを通じた募金活動

〒140-0001　品川区北品川4-7-35　御殿山トラストタワー12階
TEL 03-5657-1200　FAX 03-3280-8902　https://www.pitneybowes.com/jp
■担　　当：社長室
■事業内容：郵便と小包の発送業務の効率化を図る機器、ソリューションの提供。

取扱製品：郵便料金計器、封入封緘機、紙折機、開封機等。
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未来のより良い環境作りに貢献
当社は、企業の社会的責任（CSR）を果たす一環として、主に以下の取組みに代表される活動を通して、広く地域
社会にも貢献できる企業を目指しております。
①女性活躍の推進（次世代認定マーク『くるみん』や『えるぼし』等の取得）
②農業を通じた障害者の雇用創出・活躍支援とその広報
③省エネ、省資源、廃棄物削減等各種環境に配慮した取組み

株式会社フォーカスシステムズ株式会社フォーカスシステムズ
〒 141-0022　品川区東五反田2-7-8
TEL 03-5421-7777　FAX 03-5421-3201　https://www.focus-s.com/
■担　　当：管理本部　総務部　CSR推進事務局
■事業内容 ：当社は1977年に独立系のSIerとして設立し、公共・民間・情報セキュ

リティ等社会性の高い分野で事業を進めています。時代に合わせて常に
社会から信頼される企業となるべく、より一層努力を重ねて参ります。

富士電機株式会社富士電機株式会社

日野学園で開催された中学生向けキャリアイベント「ドリームジョブツアー」に参加しました。これ
は品川区の企業が講師を派遣し仕事の意義や働くことの魅力を伝えるものです。当社の講師は長い海
外生活で培った価値観や仕事のやりがいなどを説明しました。日頃接点のない社会人との対話は生徒
のみなさんにとって大きな刺激となったようです。当社は今後もさまざまな次世代育成支援活動に積
極的に取り組んでまいります。

次世代育成支援活動

〒141-0032　品川区大崎1-11-2　ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-5435-7211　FAX 03-5435-7489　https://www.fujielectric.co.jp/
■担　　当：人事・総務室　総務部　本社人事課
■事業内容：半導体から地熱発電所まで幅広く「電気」に関連する製品を製造・

販売しています。エネルギー・環境技術により、安全・安心で持続
可能な社会の実現に貢献します。

幹
事
企
業

企業参画型の地球環境保全活動「Grow Leaf」の運営

〒 140-0002　品川区東品川4-13-14　グラスキューブ品川8F
TEL 03-5781-3100　https://www.broadleaf.co.jp
■担　　当：管理本部　総務部
■事業内容 ：独自開発したクラウド基盤を起点として、企業のDX推進を支援する

さまざまなクラウドサービスを提供しています。

SDGsの一つ「陸の豊かさも守ろう」に関連する項目として、2008年より認定NPO法人
環境リレーションズ研究所が運営する森林再生プロジェクト「Present Tree」を通じて会
員企業様と植樹を継続実施しております。昨今のコロナ感染症の流行する状況下において
も、緑化や里山の重要性を学ぶとともに、自分自身で緑を育てるオンラインワークショッ
プ等を開催しております。

株式会社ブロードリーフ株式会社ブロードリーフ

株式会社文化堂株式会社文化堂

2010 年より、10 年間、毎年、品川区総合福祉センター様・社会福祉法人六踏園様に定期的にお菓子や
食料品を贈呈させて頂いております。弊社の担当者が直接施設をご訪問させて頂き、皆様と情報交換
することで、改めて福祉活動の重要性を勉強させて頂いております。頂いた情報を社内で話し合い、よ
り深い取組みができるように社内報等を通じて、全スタッフにも、しっかり伝えております。今後も品
川区と連携し継続して社会福祉活動に微力ながら努めて参ります。ありがとうございます。

社会福祉法人等への寄付

〒 142-0043　品川区二葉4-2-14
TEL 03-3785-0225　FAX 03-3785-3537　http://www.bunkado.com/
■担　　当 ：人事総務部
■事業内容 ：一般食品、生鮮食品、雑貨等を中心に販売する地域密着都市型スーパー

マーケットチェーン。東京都内、川崎、横浜、埼玉に 20 店舗展開。

幹
事
企
業

前田道路株式会社前田道路株式会社

弊社では、社会貢献活動の一環として、東京都赤十字血液センターにご協力をいただき、
本店ビル前にて前年と同様2020年7月に献血活動を実施しました。当社の社員だけでは
なく近隣の方々を含めご協力をいただきました。今後も継続的に実施し、地域社会に貢
献して参ります。

献血活動

ドリームジョブツアー in 五反田バレーに参加
2021 年 12 月 4日に日野学園の中学 2年生を対象とした「ドリームジョブツアー」に参加しました。
このイベントは、中学生の皆さんが将来に対して前向きなる、将来を考えるきっかけになることが主な
目的です。
当社も趣旨に賛同し、コネクタや仕事のやりがいなどについてお話ししました。
今後とも、社会･地域の貢献活動に積極的に取り組んでまいります。

本多通信工業株式会社本多通信工業株式会社
〒141-0001　品川区北品川5-9-11　大崎ＭＴビル
TEL 03-6853-5800　FAX 03-6853-5810　https://www.htk-jp.com/
■担　　当：人事総務グループ　人事総務チーム
■事業内容 ：本多通信工業(HTK)は、創業約90年の歴史をもち電子部品のコネクタ

を製造・販売している“ものづくり企業”です。

〒141-8665　品川区大崎1-11-3
TEL 03-5487-0011　FAX 03-5487-0010　http://www.maedaroad.co.jp/
■担　　当：管理本部　総務部　総務課
■事業内容 ：土木建築工事の請負、設計ならびに監督、土木建築工事諸材料の製作販

売等、前項に付帯関連する一切の事業

美鈴工業株式会社美鈴工業株式会社

地域の貢献を目指し、地元の方々との交流を大切にしています。
弊社は定期的に本社や京浜島の駐車場周辺で清掃活動を行い、毎年2回「しながわ花海道美化活動」
で行われる花の植替えにも参加しています。
また、使用済みの切手及びペットボトルキャップの収集などの社会貢献活動も取り組んでいます。
今後も人とのつながりを大切にし地域に貢献して参ります。

清掃活動

〒 140-0001　品川区北品川2-27-8
TEL 03-3472-1441　FAX 03-3472-1469　http://misuzu-kogyo.flips.jp/
■担　　当：総務・経理部
■事業内容 ：弊社は昭和50年創業以来、産廃廃棄物の収集運送を軸に一般土木・機械土

木工事をこなし堅実に実績を重ね、お客様の信頼を得てまいりました。安
全を第一に社業に励み、地域に貢献し続ける会社を目指しております。

幹
事
企
業

近隣中高生の職場見学受け入れ
従来から近隣の中学生や高校生による職場見学の受け入れを行っています。日頃接する機会のない銀
行業務について丁寧に分かり易く説明し、お金の流通や関わる仕事の重要性を伝えて参りました。それ
を実感してもらうため、銀行内部の見学や札勘定の練習など貴重な体験をしてもらいました。また、質
疑応答やアンケートでは思いがけない質問や感想を貰える事も多く、我々にとっても新鮮な気持ちに
なれる良い機会になっています。これからも様々な活動を通じて社会貢献をおこなって参ります。

みずほ銀行　品川支店みずほ銀行　品川支店
〒 140-0004　品川区南品川2-2-7
TEL 03-3474-2405　FAX 03-3474-2642　https://www.mizuhobank.co.jp/
■担　　当：お客さまサービス課
■事業内容 ：私たちは銀行の社会的責任と公共的使命の重みを常に意識し、様々なニー

ズ・期待を踏まえて、活動基盤である地域社会との関わりにおいて責任
を十分に果たす企業活動を実践します。
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未来のより良い環境作りに貢献
当社は、企業の社会的責任（CSR）を果たす一環として、主に以下の取組みに代表される活動を通して、広く地域
社会にも貢献できる企業を目指しております。
①女性活躍の推進（次世代認定マーク『くるみん』や『えるぼし』等の取得）
②農業を通じた障害者の雇用創出・活躍支援とその広報
③省エネ、省資源、廃棄物削減等各種環境に配慮した取組み

株式会社フォーカスシステムズ株式会社フォーカスシステムズ
〒 141-0022　品川区東五反田2-7-8
TEL 03-5421-7777　FAX 03-5421-3201　https://www.focus-s.com/
■担　　当：管理本部　総務部　CSR推進事務局
■事業内容 ：当社は1977年に独立系のSIerとして設立し、公共・民間・情報セキュ

リティ等社会性の高い分野で事業を進めています。時代に合わせて常に
社会から信頼される企業となるべく、より一層努力を重ねて参ります。

富士電機株式会社富士電機株式会社

日野学園で開催された中学生向けキャリアイベント「ドリームジョブツアー」に参加しました。これ
は品川区の企業が講師を派遣し仕事の意義や働くことの魅力を伝えるものです。当社の講師は長い海
外生活で培った価値観や仕事のやりがいなどを説明しました。日頃接点のない社会人との対話は生徒
のみなさんにとって大きな刺激となったようです。当社は今後もさまざまな次世代育成支援活動に積
極的に取り組んでまいります。

次世代育成支援活動

〒141-0032　品川区大崎1-11-2　ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-5435-7211　FAX 03-5435-7489　https://www.fujielectric.co.jp/
■担　　当：人事・総務室　総務部　本社人事課
■事業内容：半導体から地熱発電所まで幅広く「電気」に関連する製品を製造・

販売しています。エネルギー・環境技術により、安全・安心で持続
可能な社会の実現に貢献します。

幹
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企業参画型の地球環境保全活動「Grow Leaf」の運営

〒 140-0002　品川区東品川4-13-14　グラスキューブ品川8F
TEL 03-5781-3100　https://www.broadleaf.co.jp
■担　　当：管理本部　総務部
■事業内容 ：独自開発したクラウド基盤を起点として、企業のDX推進を支援する

さまざまなクラウドサービスを提供しています。

SDGsの一つ「陸の豊かさも守ろう」に関連する項目として、2008年より認定NPO法人
環境リレーションズ研究所が運営する森林再生プロジェクト「Present Tree」を通じて会
員企業様と植樹を継続実施しております。昨今のコロナ感染症の流行する状況下において
も、緑化や里山の重要性を学ぶとともに、自分自身で緑を育てるオンラインワークショッ
プ等を開催しております。

株式会社ブロードリーフ株式会社ブロードリーフ

株式会社文化堂株式会社文化堂

2010 年より、10 年間、毎年、品川区総合福祉センター様・社会福祉法人六踏園様に定期的にお菓子や
食料品を贈呈させて頂いております。弊社の担当者が直接施設をご訪問させて頂き、皆様と情報交換
することで、改めて福祉活動の重要性を勉強させて頂いております。頂いた情報を社内で話し合い、よ
り深い取組みができるように社内報等を通じて、全スタッフにも、しっかり伝えております。今後も品
川区と連携し継続して社会福祉活動に微力ながら努めて参ります。ありがとうございます。

社会福祉法人等への寄付

〒 142-0043　品川区二葉4-2-14
TEL 03-3785-0225　FAX 03-3785-3537　http://www.bunkado.com/
■担　　当 ：人事総務部
■事業内容 ：一般食品、生鮮食品、雑貨等を中心に販売する地域密着都市型スーパー

マーケットチェーン。東京都内、川崎、横浜、埼玉に 20 店舗展開。
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前田道路株式会社前田道路株式会社

弊社では、社会貢献活動の一環として、東京都赤十字血液センターにご協力をいただき、
本店ビル前にて前年と同様2020年7月に献血活動を実施しました。当社の社員だけでは
なく近隣の方々を含めご協力をいただきました。今後も継続的に実施し、地域社会に貢
献して参ります。

献血活動

ドリームジョブツアー in 五反田バレーに参加
2021 年 12 月 4日に日野学園の中学 2年生を対象とした「ドリームジョブツアー」に参加しました。
このイベントは、中学生の皆さんが将来に対して前向きなる、将来を考えるきっかけになることが主な
目的です。
当社も趣旨に賛同し、コネクタや仕事のやりがいなどについてお話ししました。
今後とも、社会･地域の貢献活動に積極的に取り組んでまいります。

本多通信工業株式会社本多通信工業株式会社
〒141-0001　品川区北品川5-9-11　大崎ＭＴビル
TEL 03-6853-5800　FAX 03-6853-5810　https://www.htk-jp.com/
■担　　当：人事総務グループ　人事総務チーム
■事業内容 ：本多通信工業(HTK)は、創業約90年の歴史をもち電子部品のコネクタ

を製造・販売している“ものづくり企業”です。

〒141-8665　品川区大崎1-11-3
TEL 03-5487-0011　FAX 03-5487-0010　http://www.maedaroad.co.jp/
■担　　当：管理本部　総務部　総務課
■事業内容 ：土木建築工事の請負、設計ならびに監督、土木建築工事諸材料の製作販

売等、前項に付帯関連する一切の事業

美鈴工業株式会社美鈴工業株式会社

地域の貢献を目指し、地元の方々との交流を大切にしています。
弊社は定期的に本社や京浜島の駐車場周辺で清掃活動を行い、毎年2回「しながわ花海道美化活動」
で行われる花の植替えにも参加しています。
また、使用済みの切手及びペットボトルキャップの収集などの社会貢献活動も取り組んでいます。
今後も人とのつながりを大切にし地域に貢献して参ります。

清掃活動

〒 140-0001　品川区北品川2-27-8
TEL 03-3472-1441　FAX 03-3472-1469　http://misuzu-kogyo.flips.jp/
■担　　当：総務・経理部
■事業内容 ：弊社は昭和50年創業以来、産廃廃棄物の収集運送を軸に一般土木・機械土

木工事をこなし堅実に実績を重ね、お客様の信頼を得てまいりました。安
全を第一に社業に励み、地域に貢献し続ける会社を目指しております。
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近隣中高生の職場見学受け入れ
従来から近隣の中学生や高校生による職場見学の受け入れを行っています。日頃接する機会のない銀
行業務について丁寧に分かり易く説明し、お金の流通や関わる仕事の重要性を伝えて参りました。それ
を実感してもらうため、銀行内部の見学や札勘定の練習など貴重な体験をしてもらいました。また、質
疑応答やアンケートでは思いがけない質問や感想を貰える事も多く、我々にとっても新鮮な気持ちに
なれる良い機会になっています。これからも様々な活動を通じて社会貢献をおこなって参ります。

みずほ銀行　品川支店みずほ銀行　品川支店
〒 140-0004　品川区南品川2-2-7
TEL 03-3474-2405　FAX 03-3474-2642　https://www.mizuhobank.co.jp/
■担　　当：お客さまサービス課
■事業内容 ：私たちは銀行の社会的責任と公共的使命の重みを常に意識し、様々なニー

ズ・期待を踏まえて、活動基盤である地域社会との関わりにおいて責任
を十分に果たす企業活動を実践します。
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株式会社明電舎株式会社明電舎

当社では、2007年からNPO法人コアネットとともに小学６年生を対象としたものづくり教室を開催
しています。従業員とコアネットのメンバーがインストラクターとなり、モータで動くロボット・
キットの組立をサポートします。品川区では例年4～5校で開催しており、全国でこれまで１万人を
超える子ども達にものづくりの楽しさを体験していただいています。
なお、この２年は新型コロナウイルスの影響で開催が見送られております。

明電舎ものづくり教室

〒141-6029　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower
TEL 03-6420-8150　FAX 03-5745-3025　http://www.meidensha.co.jp
■担　　当：総務　法務部　総務課
■事業内容 ：明治 30 年（1897 年）に創業した電機メーカーで、今年創業 125 周年

を迎えます。
発電機器、送配電・変電機器、モータ・制御装置、電子機器など多岐にわ
たる製品をはじめ、保守・維持管理などのサービスもご提供しています。

しながわ子ども食堂への支援を継続
全国のモスバーガー店舗では地域に根差した活動を実践しています。品川区にある本社として、区が活
動を支援している子ども食堂へ手指消毒用アルコールを提供するとともに、子ども食堂の運営者向け
にグループ会社の株式会社エム・エイチ・エスによる衛生講習会の開催などを支援しています。また、
エコキャップや使用済み切手の寄付など、今後も継続的に地域のお役に立てるような活動に取り組ん
でいきます。

株式会社モスフードサービス株式会社モスフードサービス
〒 141-6004　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower4階
TEL 03-5487-7344　FAX 03-5487-7340　https://www.mos.co.jp/company/
■担　　当：会長・社長室　社会共創（SDGs）グループ
■事業内容 ：主にフランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店「モスバー

ガー」の全国展開を行っています。

明治安田生命保険相互会社　品川支社明治安田生命保険相互会社　品川支社

「ひとに健康を、まちに元気を」お届けする活動
明治安田生命品川支社では、品川区ならびに品川区社会福祉協議会に対し「私の地元応援募金（従業員
募金と会社拠出のマッチング寄付）」寄贈を昨年度に続いて実施、しあわせ食卓事業や子ども食堂への
支援にご活用いただきました。また、学習支援事業“ぐんぐんスクール”にてキャリア体験学習を実施し
たほか、フードドライブ活動による子ども食堂への食材寄贈、子どもや高齢者等の地域見守り活動、特
殊詐欺被害防止啓発活動などにも継続的に取り組んでいます。

〒141-0031　品川区西五反田2-27-4　明治安田生命五反田ビル6階
TEL 03-3494-0995　FAX 03-3494-0801　https://www.meijiyasuda.co.jp/
■業務内容 ：明治安田生命は、生命保険本来の相互扶助の精神に基づいて、地域社会の

ニーズに応える貢献活動や子どもたちの健全育成に向けた活動を全国各
地で取り組んでいます。
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株式会社ルネサンス株式会社ルネサンス

事業活動を通じて、全ての人々の生きがい創造に貢献します
ルネサンスは創業以来、「生きがい創造企業」を理念に、様々な事業を通して「地域を健康に！」することを目指して
います。
急速に進行する少子高齢社会において、「健康寿命の延伸」に寄与すべく、品川区内においても高齢者の認知機能低
下予防のプログラム提供や、健康大学しながわなど地域の健康づくりを展開しております。
また、身近なところでできる活動として、地域の清掃など地域密着の活動も行い、幅広い社会貢献を目指しております。

〒 130-0026　墨田区両国2-10-14　両国シティコア3F
TEL 03-5600-5411　FAX 03-6894-0022　https://www.s-renaissance.co.jp/
■担　　当 ：地域健康推進部
■事業内容 ：スポーツクラブ事業をはじめ、自治体や企業等での健康づくり事業や

介護リハビリ事業を全国で展開しております。
区内では五反田駅前に「フィットネススタジオ ルネサンス五反田」
を運営しております。

品川総合福祉センターへの靴下の寄付
2021 年より、例年当社で生産過程で量産されるサンプルソックスを品川区にある総合福祉センター
へ寄付させて頂きました。アパレル業界では大量の余剰商品の廃棄などが以前より懸念材料としてあ
り、リサイクルも含め何か喜んでいただける形で再利用できないか、長年模索していました。2020 年 7
月の熊本県での豪雨による災害で被害を受けられた方へ寄付をさせていただいた事をきっかけに被害
に遭われた方以外にもニーズがあるのではないかと品川区総合福祉センターへ問合せをし、ご快諾さ
れ、寄付が実現致しました。それ以降継続してご連絡させて頂いています。

レンフロ・ジャパン株式会社レンフロ・ジャパン株式会社
〒 141-0021　品川区東五反田2-3-1　損保ジャパン五反田共同ビル7F
TEL 03-6721-9497　FAX 03-6721-9498　http://renfrojapan.com/
■担　　当：役員秘書・広報
■事業内容 ：アメリカでは創業100年を超える靴下製造会社レンフロ・コーポレー

ションの日本支社。2012年創業。

株式会社ローソン株式会社ローソン

①品川区と「子どもの食の支援に関する合意書」を締結。2021 年 7月と 11月に事務局と
して「品川区しあわせ食卓事業」を実施。食品ロス削減・子どもの貧困の課題解決に向
けて、オリジナルの菓子や即席麺等を延べ 845 世帯にお届けしました。

②2021 年 3月に、NPO法人しながわ花海道様と共催で、立会川側道に 1,000 株の花苗
を植えるプロジェクトを実施。苗代の一部を寄付し、地域の皆さんと活動を行いまし
た。

①品川区しあわせ食卓事業／②立会川側道で花苗植え

〒141-8643　品川区大崎1-11-2　ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-5435-1350　https://www.lawson.co.jp/company/activity/
■担　　当：SDGs推進室
■事業内容 ：コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズチェーン展開等
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ロジスティックスオペレーションサービス株式会社ロジスティックスオペレーションサービス株式会社

品川区社会福祉協議会への使用済み切手寄付
全国約40拠点の広域ネットワークを構える弊社では、郵便物を用いたやり取りが頻繁に発生します。弊社で
は、この際に生じる使用済み切手を品川区社会福祉協議会に寄付しました。使用済み切手の売却金は地域で
必要とされる方への敬老杖の購入等に役立てられます。テレワークやペーパーレスの推進等により、切手の
使用は減少傾向にありますが、地域社会へ貢献活動のひとつとして、引き続き取り組んでまいります。

〒141-0031　品川区西五反田1-31-1　日本生命五反田ビル10F　
TEL 03-5436-2351　FAX 03-5434-3991　https://logios.mitsui-soko.com
■担　　当 ：人事総務部　総務課
■事業内容 ：物流オペレーションの専門会社として、全国約40 か所の拠点でお客様の物流効率・品質の

向上に寄与しています。

幹
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立会川側道で花苗植え活動
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株式会社明電舎株式会社明電舎

当社では、2007年からNPO法人コアネットとともに小学６年生を対象としたものづくり教室を開催
しています。従業員とコアネットのメンバーがインストラクターとなり、モータで動くロボット・
キットの組立をサポートします。品川区では例年4～5校で開催しており、全国でこれまで１万人を
超える子ども達にものづくりの楽しさを体験していただいています。
なお、この２年は新型コロナウイルスの影響で開催が見送られております。

明電舎ものづくり教室

〒141-6029　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower
TEL 03-6420-8150　FAX 03-5745-3025　http://www.meidensha.co.jp
■担　　当：総務　法務部　総務課
■事業内容 ：明治 30 年（1897 年）に創業した電機メーカーで、今年創業 125 周年

を迎えます。
発電機器、送配電・変電機器、モータ・制御装置、電子機器など多岐にわ
たる製品をはじめ、保守・維持管理などのサービスもご提供しています。

しながわ子ども食堂への支援を継続
全国のモスバーガー店舗では地域に根差した活動を実践しています。品川区にある本社として、区が活
動を支援している子ども食堂へ手指消毒用アルコールを提供するとともに、子ども食堂の運営者向け
にグループ会社の株式会社エム・エイチ・エスによる衛生講習会の開催などを支援しています。また、
エコキャップや使用済み切手の寄付など、今後も継続的に地域のお役に立てるような活動に取り組ん
でいきます。

株式会社モスフードサービス株式会社モスフードサービス
〒 141-6004　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower4階
TEL 03-5487-7344　FAX 03-5487-7340　https://www.mos.co.jp/company/
■担　　当：会長・社長室　社会共創（SDGs）グループ
■事業内容 ：主にフランチャイズチェーンによるハンバーガー専門店「モスバー

ガー」の全国展開を行っています。

明治安田生命保険相互会社　品川支社明治安田生命保険相互会社　品川支社

「ひとに健康を、まちに元気を」お届けする活動
明治安田生命品川支社では、品川区ならびに品川区社会福祉協議会に対し「私の地元応援募金（従業員
募金と会社拠出のマッチング寄付）」寄贈を昨年度に続いて実施、しあわせ食卓事業や子ども食堂への
支援にご活用いただきました。また、学習支援事業“ぐんぐんスクール”にてキャリア体験学習を実施し
たほか、フードドライブ活動による子ども食堂への食材寄贈、子どもや高齢者等の地域見守り活動、特
殊詐欺被害防止啓発活動などにも継続的に取り組んでいます。

〒141-0031　品川区西五反田2-27-4　明治安田生命五反田ビル6階
TEL 03-3494-0995　FAX 03-3494-0801　https://www.meijiyasuda.co.jp/
■業務内容 ：明治安田生命は、生命保険本来の相互扶助の精神に基づいて、地域社会の

ニーズに応える貢献活動や子どもたちの健全育成に向けた活動を全国各
地で取り組んでいます。

幹
事
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業

株式会社ルネサンス株式会社ルネサンス

事業活動を通じて、全ての人々の生きがい創造に貢献します
ルネサンスは創業以来、「生きがい創造企業」を理念に、様々な事業を通して「地域を健康に！」することを目指して
います。
急速に進行する少子高齢社会において、「健康寿命の延伸」に寄与すべく、品川区内においても高齢者の認知機能低
下予防のプログラム提供や、健康大学しながわなど地域の健康づくりを展開しております。
また、身近なところでできる活動として、地域の清掃など地域密着の活動も行い、幅広い社会貢献を目指しております。

〒 130-0026　墨田区両国2-10-14　両国シティコア3F
TEL 03-5600-5411　FAX 03-6894-0022　https://www.s-renaissance.co.jp/
■担　　当 ：地域健康推進部
■事業内容 ：スポーツクラブ事業をはじめ、自治体や企業等での健康づくり事業や

介護リハビリ事業を全国で展開しております。
区内では五反田駅前に「フィットネススタジオ ルネサンス五反田」
を運営しております。

品川総合福祉センターへの靴下の寄付
2021 年より、例年当社で生産過程で量産されるサンプルソックスを品川区にある総合福祉センター
へ寄付させて頂きました。アパレル業界では大量の余剰商品の廃棄などが以前より懸念材料としてあ
り、リサイクルも含め何か喜んでいただける形で再利用できないか、長年模索していました。2020 年 7
月の熊本県での豪雨による災害で被害を受けられた方へ寄付をさせていただいた事をきっかけに被害
に遭われた方以外にもニーズがあるのではないかと品川区総合福祉センターへ問合せをし、ご快諾さ
れ、寄付が実現致しました。それ以降継続してご連絡させて頂いています。

レンフロ・ジャパン株式会社レンフロ・ジャパン株式会社
〒 141-0021　品川区東五反田2-3-1　損保ジャパン五反田共同ビル7F
TEL 03-6721-9497　FAX 03-6721-9498　http://renfrojapan.com/
■担　　当：役員秘書・広報
■事業内容 ：アメリカでは創業100年を超える靴下製造会社レンフロ・コーポレー

ションの日本支社。2012年創業。

株式会社ローソン株式会社ローソン

①品川区と「子どもの食の支援に関する合意書」を締結。2021 年 7月と 11月に事務局と
して「品川区しあわせ食卓事業」を実施。食品ロス削減・子どもの貧困の課題解決に向
けて、オリジナルの菓子や即席麺等を延べ 845 世帯にお届けしました。

②2021 年 3月に、NPO法人しながわ花海道様と共催で、立会川側道に 1,000 株の花苗
を植えるプロジェクトを実施。苗代の一部を寄付し、地域の皆さんと活動を行いまし
た。

①品川区しあわせ食卓事業／②立会川側道で花苗植え

〒141-8643　品川区大崎1-11-2　ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-5435-1350　https://www.lawson.co.jp/company/activity/
■担　　当：SDGs推進室
■事業内容 ：コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズチェーン展開等

幹
事
企
業

ロジスティックスオペレーションサービス株式会社ロジスティックスオペレーションサービス株式会社

品川区社会福祉協議会への使用済み切手寄付
全国約40拠点の広域ネットワークを構える弊社では、郵便物を用いたやり取りが頻繁に発生します。弊社で
は、この際に生じる使用済み切手を品川区社会福祉協議会に寄付しました。使用済み切手の売却金は地域で
必要とされる方への敬老杖の購入等に役立てられます。テレワークやペーパーレスの推進等により、切手の
使用は減少傾向にありますが、地域社会へ貢献活動のひとつとして、引き続き取り組んでまいります。

〒141-0031　品川区西五反田1-31-1　日本生命五反田ビル10F　
TEL 03-5436-2351　FAX 03-5434-3991　https://logios.mitsui-soko.com
■担　　当 ：人事総務部　総務課
■事業内容 ：物流オペレーションの専門会社として、全国約40 か所の拠点でお客様の物流効率・品質の

向上に寄与しています。

幹
事
企
業

立会川側道で花苗植え活動
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〒140-8506　品川区東品川4-12-2　品川シーサイドウエストタワー
TEL 03-3458-8214　FAX 03-5463-9041　https://www.dcs.co.jp/
■担　　当：広報部
■事業内容 ：システム開発・コンサルティング・アウトソーシングサービスなど、ＩＴソリューションをトータルでご提供します。特に人事給与サービス

ＰＲＯＳＲＶ®（プロサーブ）は、受託数2,000事業所を誇ります。また、中学・高校インターネット出願サービスmiraicompass®の利用校
は約1,200校で国内トップクラスです。

三菱総研ＤＣＳ株式会社三菱総研ＤＣＳ株式会社

〒140-8537　品川区東大井5-23-37　TEL 03-3458-6223　FAX 03-3458-3773　http://www.mpuni.co.jp/index.html
■担　　当：総務部
■事業内容 ：筆記具及び筆記具周辺商品の製造・販売

三菱鉛筆株式会社三菱鉛筆株式会社

〒141-0032　品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー20F
TEL 03-5437-8123　FAX 03-5437-8124　https//www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mkr
■担　　当：管理部
■事業内容 ：三井金属リサイクルは、三井金属グループ向けに国内外よりリサイクル原料を集荷し、環境負荷の低減を図るとともに資源の循環利用に大き

く貢献しています。

三井金属リサイクル株式会社三井金属リサイクル株式会社

〒141-0021　品川区上大崎3-14-12　井雅ビル5F　TEL 03-6459-3255　FAX  03-6459-3385　http://net-native.net/
■担　　当：経営管理部
■事業内容：日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト『モデルプレス』の運営をはじめ、ライフスタイルニュースサイト『女子旅プ

レス』等のWEBメディアの運営を中心に事業展開しています。

株式会社ネットネイティブ株式会社ネットネイティブ

〒 141-6025　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower
TEL 050-2036-3164　FAX 03-6866-5108　http://www.shi.co.jp/
■担　　当：CSR推進室
■事業内容 ：住友重機械グループは、産業機械、造船、プラントから最先端精密機械分野まで多岐にわたる総合重機械メーカーです。
■社会貢献活動について：

品川区の一区民として、しながわCSR推進協議会の活動に参加させていただき、他社の取り組みを学びながら、地域が望む、かつ当社が貢献
できる活動を模索しています。機械製造業を通じて、社会課題を解決する商品・サービスづくりを進めるとともに、次世代を担う子供たち
に、環境に配慮したものづくりを見てもらえるように準備を進めています。

住友重機械工業株式会社住友重機械工業株式会社

東横INN　品川港南口天王洲アイル東横INN　品川港南口天王洲アイル
〒140-0002　品川区東品川2-2-35　TEL 03-5715-1045　FAX 03-5715-1056　http://www.toyoko-inn.com/hotel00244/index.html
■担　　当：支配人
■事業内容：朝食無料の全国312店舗ビジネスホテル。

しながわCSR推進協議会
活動レポート2021

しながわCSR推進協議会
活動レポート2021

令和３年度のしながわ CSR 推進協議会の活動は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、書面開催等、一部実施方法の変更や中止をしています。そのため、実施できなかった活動につい
ては、参考までに過去の実施の模様を掲載させていただいておりますので、ご了承ください。

〈議　題〉
⑴ しながわCSR推進協議会新規会員紹介

⑵ 令和２年度しながわCSR推進協議会の活動報告について
①総会　　②幹事会　　③課題別分科会　　④合同活動（しながわ花海道  美化活動）
⑤パネル展　　⑥その他（情報発信等について）

⑶ 令和３年度しながわCSR推進協議会の活動予定について
①幹事会　　②CSR講演会と活動事例発表会　　③課題別分科会　　④合同活動　　⑤パネル展
⑥メールマガジン　　⑦パンフレット

⑷ 企業からのお知らせ
・東京サラヤ株式会社

⑸ 区からのお知らせ

令和３年７月 26 日（月）に令和３年度しながわ CSR 推進協議会の総会を書面で開催しました。

令和２年度の総会以降に新規入会した企業の紹介や令和２年度の協議会活動報告、令和３年度
の協議会活動予定について報告しました。また、会員企業の東京サラヤ株式会社からは、自社で
行った「灯篭プロジェクト」に関する活動報告がありました。

会場開催の様子（令和元年度）
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