
〒 140-0014　品川区大井1-50-5
TEL 03-3775-8411　FAX 03-3778-3861　https://www.oursinn-hankyu.co.jp
■担　　当：管理部
■事業内容 ：株式会社大井開発は、アワーズイン阪急というビジネスホテルと、商

業施設の阪急大井町ガーデンの運営を行っております。

JR大井町駅前に立地する当社ビル（阪急大井町ガーデン）外周を幹部社員が清掃活動して
おります。

「阪急大井町ガーデン」外周の清掃活動

アワーズイン阪急（株式会社大井開発）アワーズイン阪急（株式会社大井開発）

〒 140-0011　品川区東大井2-6-8
TEL 03-6800-2064　FAX 03-6800-2068　https://aichi-sangyo.co.jp/
■担　　当：総務部　人材開発課
■事業内容 ：世界最先端の産業機械と技術・ノウハウをご提供し、日本のモノづ

くり企業の新製品開発に貢献しています。

キャリア教育の支援
キャリア教育の一環として、「しながわ寺子屋」「しながわ職場あるき」、東商「リレー
ションプログラム」に参画し、出前授業、Web授業、企業訪問の受け入れを行っていま
す。学生の方々に、商社の仕事、ものづくりのプロセスの学習を通して、様々な職業によ
る社会へのお役立ちの姿や職業観・仕事観の醸成をご支援しています。

愛知産業株式会社愛知産業株式会社

〒 000-0000　住所
TEL 00-0000-0000　FAX 00-0000-0000　http://www.0000000000000
■担　　当：○○課 
■事業内容 ：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

企業名企業名幹
事
企
業

しながわCSR推進協議会を中心に、企業のCSR活動(社会貢献活動等)の担う役割、先
進的な活動事例の紹介、社会貢献活動のあり方等について意見交換を行っています。
本協議会は、企業それぞれの規模、業種、経営理念、CSR方針などに適した活動がで

きるよう情報提供・共有、活動事例の紹介等を積極的に行い、企業の社会貢献活動の支
援を進めていきます。
ここでは、防災・環境・教育・福祉・地域活動など様々な分野において、社会貢献活動

を実施されている協議会会員企業の事例を紹介します。
※一部の会員企業は掲載されていません。

会員企業の企業概要と
社会貢献活動の事例紹介
会員企業の企業概要と
社会貢献活動の事例紹介
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池田印刷株式会社池田印刷株式会社
〒 141-0031　品川区西五反田6-5-34
TEL 03-3493-2534　FAX 03-5434-9066　http://www.ikeda-print.co.jp
■担　　当：総務課
■事業内容 ：感性価値を大切に、美術系印刷を特に得意とする総合印刷会社です。

人と環境に優しい印刷を通じ社会に貢献します。多色刷美術印刷全般、企画・デザイン、各種
イベント用品・企画製造販売、メディアソリューションのご提案などを行っております。

印刷企業として、「お絵描きノート」を制作し、幼稚園・保育園を中心として寄付活動に取り組んでいます。
また、創業時から半世紀に渡り「朝当番制活動」として、営業日の毎朝、本社近隣の清掃活動を交代制で実施していま
す。「場を清める」精神の実践と、通園通学の子供達への挨拶と声がけの防犯活動等、コミュニケーションをはかって
います。社員で協力して地域貢献をすることはとても清々しく、ボランティア精神を育み環境美化への意識も高まる
機会となっています。
この「朝当番制活動」が平成 25 年 2 月、しながわ環境大賞の環境賞として評価いただきました。

朝当番制活動（清掃活動）

「ものづくり」の楽しさと大切さを子供たちに知ってもらうため、 ｢学･創･遊｣をコンセプトにした「いすゞもの
づくり体験ワークショップ」を被災地やいすゞ自動車事業所周辺で開催しています。いすゞの企業理念である

「運ぶを支える｣の意味やいすゞの｢ものづくり｣への取り組みについて子供たちにわかりやすく伝えるため、生
産や開発に携わる従業員がプログラムを手作りしています。

｢ものづくり体験ワークショップ｣を開催

いすゞ自動車株式会社いすゞ自動車株式会社
〒 140-8722　品川区南大井6-26-1　大森ベルポートA館
TEL 03-5471-1394　FAX 03-5471-0470　http://www.isuzu.co.jp/
■担　　当：サステナビリティ推進部　CSR推進グループ
■事業内容 ：いすゞ自動車の創業は1916年。

日本の自動車メーカーとしては最古の歴史を有しています。私たちは創業以来、一貫して「妥協の
ないものづくり」にこだわり、今日の姿を築き上げてきました。そして今、私たちはその伝統を継
承しながら、「商用車とディーゼルエンジンのグローバル・リーディング・カンパニー」を目指して、
積極果敢な挑戦を続けています。

〒 142-8511　品川区戸越6-5-5
TEL 03-3785-1111　FAX 03-3785-1273　https://www.smk.co.jp/
■担　　当：総務部 
■事業内容 ：ＳＭＫは、1925年創業の電子部品（コネクタ・スイッチ・リモコン・タ

ッチパネル等）を設計・製造・販売している会社です。

1976 年に「昭和池田記念財団」を設立し、社会福祉施設への助成や要介護者への紙おむつ寄贈、青少年育成のための
奨学金支給、品川区の「わんぱく相撲」開催の支援、伝統芸能振興のための支援など多岐に亘って活動しています。
SMK としても環境教育、ものづくり教室開催、しながわ花海道での美化活動、フードドライブ活動を行っています。
写真は品川区環境情報活動センターとの共催で区内の小学生を対象にものづくり教室を開催した模様です。環境保
全への関心を高めてもらうと共に、ものづくりの楽しさ、大切さを知ってもらうことを目的に活動しています。

SMK株式会社SMK株式会社

「環境保全活動の紹介とものづくり教室」開催

①毎月 11 日のイオン・デーで「地域ボランティア団体の皆さま」と「活動を応援したいお客さま」を結ぶ「イオン黄色
いレシートキャンペーン」を実施。レシート合計金額の１％の品物を寄贈しております。

②毎月 11 日から１週間イオン・クリーン活動を実施。店舗外修や近隣地域の清掃活動を行っております。
③地域社会の安心安全、地域経済の活性化のために自治体（品川区）との包括防災協定の締結をしております。
④環境学習・体験を通じて、子どもの健全な育成をめざし「イオン チアーズクラブ」を結成。（対象は小学生から中学生）

店舗従業員がサポートしながら環境に関する様々な活動に取り組んでおります。

イオンの社会貢献活動

〒 140-0002　品川区東品川4-12-5
TEL 03-5715-8300　FAX 03-5715-8333　http://www.aeon.info/
■担　　当：人事総務課
■事業内容 ：イオンは、国内外の約200社のグループ企業と30万人を超える従業員が一体となり、地域の

特性に合わせた快適なショッピングと便利なサービスを提供しています。暮らしをサポート
する多彩な機能を備え、お客様の便利で快適な暮らしに貢献することを目指しています。

イオンリテール株式会社イオンリテール株式会社

幹
事
企
業

幹
事
企
業

幹
事
企
業
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大崎電気工業株式会社大崎電気工業株式会社

小学生向けハンドボール教室開催

〒 141-8646　品川区東五反田2-10-2　東五反田スクエア
TEL 03-3443-9131　FAX 03-3443-9514　https://www.osaki.co.jp/
■担　　当：総務部 
■事業内容 ：【計測制御機器事業】電力量計、電流制限器、計器用変成器、タイムスイッ

チ、デマンドコントロール装置、集中自動検針装置、配電線負荷集中制御
装置、光通信関連機器、検針システム機器、その他の製造販売 など

品川区内の小学生を対象に、当社の所属チーム「OSAKI OSOL」OB の選手が「ハンドボール教室」を開
催しました。この教室では、オリンピック種目であるハンドボールを身近に感じてもらうために、ドリ
ブルからキャッチボール、シュート、コンビプレーなどを行いました。併せてコート上では声を出し合
い身体を動かすことの気持ち良さや、チームプレーの大切さを体感していただきました。

（大崎電気ハンドボール部：1960 年創部　日本リーグ所属）

関東日本フード株式会社関東日本フード株式会社

「生命の恵み」をお伝えするオンライン食育授業

〒 141-6013　品川区大崎2-1-1 ThinkParkTower13F
TEL 03-5436-2929　FAX 03-5436-2907　https://nfgroup.co.jp/kantofood/
■担　　当：経営戦略室　マーケティング課
■事業内容 ：関東日本フードは、ニッポンハムグループの食肉を中心とした販売会社

です。食肉・加工品等の商品・サービスを通じて、社会の皆様に「食べ
る喜び」をお届けしています。

サステナビリティ活動の一環として、食育授業を実施しています。小学校 5 年生を対象に、「未来を支
える子ども達に畜産業の流通を知ってもらい、生命の恵みやお肉に対する興味を持ってもらうこと」
を目的として、オンラインで「畜産の流通について」と題して、社会科の授業を行いました。今後は、地
域の皆さまと連携し、次世代の子ども達を、「食べる喜び」を通して、応援していきたいと思います。

株式会社学研ホールディングス株式会社学研ホールディングス
〒 141-8510　品川区西五反田2-11-8
TEL 03-6431-1059　FAX 03-6431-1851　https://ghd.gakken.co.jp
■担　　当：CSR推進室 
■事業内容 ：昭和21年創業。平成20年に西五反田へ本社を移転。幼児から高齢者

まで幅広く教育・医療福祉事業を展開しています。

教育と福祉の分野で活動
学研グループは教育と福祉を地域貢献の柱に据えています。8 月にはコロナ禍でなかなか外出できない
子どもたちをオンラインでつなぎ、英語や科学などを楽しく学べるイベント「キッズフェスティバル」を
開催しました。福祉分野ではこども園開設による待機児童解消への貢献、未就学児のための発達支援施設
の設置、障がいのある方の雇用、品川ボランティアセンターへの学用品寄付、しながわ花海道などの美化
活動、フードドライブ等に取り組んでいます。

かんべ土地建物株式会社かんべ土地建物株式会社
〒 140-0014　品川区大井1-3-6
TEL 03-3771-5317　FAX 03-3771-3103　http://www.kanbetochi.co.jp
■担　　当：総務部　経理課
■事業内容 ：昭和５年に大井町で創業し、地域に密着した不動産の売買、仲介、管

理、鑑定、損害保険代理業を行っています。

座席譲りを広める会の推進
東京商工会議所品川支部が行っている「座席譲りを広める会」の運動は、電車やバスの中
でのマナーアップを広めていこうというもので、当社もその趣旨に賛同しています。
シンボルマークをあしらったバッチ、通称思いやりバッヂを全員胸につけ、全社員で小さ
なことからでも『社会の役に立つための行動』を積極的に取り組んでおります。

〒 141-0032　品川区大崎2-11-1　大崎ウィズタワー
TEL 03-5487-6030　FAX 03-5487-8055　https://www.cubesystem.co.jp/
■担　　当：サステナビリティ推進室
■事業内容 ：当社は今年創立50周年を迎えるIT企業です。お客さまの一番近くで、企

業と社会のニーズに応えるシステム開発のベストパートナーとして、社
会のあらゆる基盤に最適なソリューションを提供しています。

次世代育成支援
当社は 2016 年より東洋大学にて寄附講座を行っております。本講座の開設により、「地域・情報・エネルギー」に
関する問題解決力やグローバル化、地域への貢献を担える人材育成の一助となることを期待しております。
また 2021 年 12 月には当講座の一環として「１day ワークショップ」を開催いたしました。今回で 5 回目となる
1day イベントは、『ウェルビーイング』と『SDGs』をテーマにアイディアソンを行いました。
今後も、ICT や社会課題とその関わりについて、より身近に感じられる取り組みを通じて、次世代育成支援に貢献し
て参ります。

株式会社キューブシステム株式会社キューブシステム

〒 141-0021　品川区上大崎3-2-1　目黒センタービル5F
TEL 03-6456-2296　FAX 03-6456-2297　https://www.kuradashi.jp/
■担　　当：事業開発部
■事業内容 ：社会貢献型ショッピングサイト「KURADASHI」を運営し、フードロ

スの削減に取り組んでいます

社会貢献型ショッピングサイト「KURADASHI」
クラダシは、賞味期限の切迫や季節商品など、消費可能でありながら様々な要因で通常の流通ルートでの
販売が困難な商品を買い取り、社会貢献型ショッピングサイト「KURADASHI」で販売することでフード
ロスの削減に取り組んでいます。  また、売り上げの一部を社会貢献活動団体へ寄付し、環境保護や動物保
護の団体など、全 20 団体を支援しています。品川区が実施している、ひとり親家庭などへ食品を配送す
る「しあわせ食卓事業」では、食品ロス削減商品の調達・配送を担っています。

株式会社クラダシ株式会社クラダシ

黒田グループ株式会社黒田グループ株式会社
〒 140-0013　品川区南大井5-17-9
TEL 03-5764-5518　https://www.kuroda-group.com/hd/
■担　　当：黒田マネジメントサービス株式会社　経営企画部
■事業内容 ：持株会社の黒田グループ㈱を頂点にエレクトロニクス業界でグローバルに

事業展開する企業グループ

品川区のスポーツ振興に寄与する為、地域の小学生以上を対象に、黒田電気㈱のバスケットボー
ル部（社会人地域リーグ１部所属)が、バスケットボールの技術指導を実施しています。
また、2021年10月31日にグループの社員とその家族が「しながわ花海道美化活動」に参加させ
ていただきました。これからも地域社会の一員として関係者の皆様とともに地域の一層の発展に
微力ながら貢献してまいります。

地域社会の一員として

キヤノンＩＴソリューションズ株式会社キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
〒 140-8526　品川区東品川2-4-11　野村不動産天王洲ビル
TEL 03-6701-3609　FAX 03-6701-3301　https://www.canon-its.co.jp/
■担　　当：総務人事本部　人事部　人事第一課
■事業内容 ：SIおよびコンサルティング、ITサービス、各種ソフトウエアの開

発、販売

社会貢献活動（フードドライブの実施）
当社で初めての試みとしてフードドライブを実施しました。お菓子や缶詰といった食べ
物のほか、コロナ禍でも安心して各施設を利用できるようにと、ハンドソープや消毒液、
マスクといった衛生用品も寄贈しました。
これからもこのような活動を通し、貧困問題や食品ロスといった社会課題解決へ貢献し
てまいります。
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〒 141-0032　品川区大崎2-11-1　大崎ウィズタワー
TEL 03-5487-6030　FAX 03-5487-8055　https://www.cubesystem.co.jp/
■担　　当：サステナビリティ推進室
■事業内容 ：当社は今年創立50周年を迎えるIT企業です。お客さまの一番近くで、企

業と社会のニーズに応えるシステム開発のベストパートナーとして、社
会のあらゆる基盤に最適なソリューションを提供しています。

次世代育成支援
当社は 2016 年より東洋大学にて寄附講座を行っております。本講座の開設により、「地域・情報・エネルギー」に
関する問題解決力やグローバル化、地域への貢献を担える人材育成の一助となることを期待しております。
また 2021 年 12 月には当講座の一環として「１day ワークショップ」を開催いたしました。今回で 5 回目となる
1day イベントは、『ウェルビーイング』と『SDGs』をテーマにアイディアソンを行いました。
今後も、ICT や社会課題とその関わりについて、より身近に感じられる取り組みを通じて、次世代育成支援に貢献し
て参ります。

株式会社キューブシステム株式会社キューブシステム

〒 141-0021　品川区上大崎3-2-1　目黒センタービル5F
TEL 03-6456-2296　FAX 03-6456-2297　https://www.kuradashi.jp/
■担　　当：事業開発部
■事業内容 ：社会貢献型ショッピングサイト「KURADASHI」を運営し、フードロ

スの削減に取り組んでいます

社会貢献型ショッピングサイト「KURADASHI」
クラダシは、賞味期限の切迫や季節商品など、消費可能でありながら様々な要因で通常の流通ルートでの
販売が困難な商品を買い取り、社会貢献型ショッピングサイト「KURADASHI」で販売することでフード
ロスの削減に取り組んでいます。  また、売り上げの一部を社会貢献活動団体へ寄付し、環境保護や動物保
護の団体など、全 20 団体を支援しています。品川区が実施している、ひとり親家庭などへ食品を配送す
る「しあわせ食卓事業」では、食品ロス削減商品の調達・配送を担っています。

株式会社クラダシ株式会社クラダシ

黒田グループ株式会社黒田グループ株式会社
〒 140-0013　品川区南大井5-17-9
TEL 03-5764-5518　https://www.kuroda-group.com/hd/
■担　　当：黒田マネジメントサービス株式会社　経営企画部
■事業内容 ：持株会社の黒田グループ㈱を頂点にエレクトロニクス業界でグローバルに

事業展開する企業グループ

品川区のスポーツ振興に寄与する為、地域の小学生以上を対象に、黒田電気㈱のバスケットボー
ル部（社会人地域リーグ１部所属)が、バスケットボールの技術指導を実施しています。
また、2021年10月31日にグループの社員とその家族が「しながわ花海道美化活動」に参加させ
ていただきました。これからも地域社会の一員として関係者の皆様とともに地域の一層の発展に
微力ながら貢献してまいります。

地域社会の一員として

キヤノンＩＴソリューションズ株式会社キヤノンＩＴソリューションズ株式会社
〒 140-8526　品川区東品川2-4-11　野村不動産天王洲ビル
TEL 03-6701-3609　FAX 03-6701-3301　https://www.canon-its.co.jp/
■担　　当：総務人事本部　人事部　人事第一課
■事業内容 ：SIおよびコンサルティング、ITサービス、各種ソフトウエアの開

発、販売

社会貢献活動（フードドライブの実施）
当社で初めての試みとしてフードドライブを実施しました。お菓子や缶詰といった食べ
物のほか、コロナ禍でも安心して各施設を利用できるようにと、ハンドソープや消毒液、
マスクといった衛生用品も寄贈しました。
これからもこのような活動を通し、貧困問題や食品ロスといった社会課題解決へ貢献し
てまいります。
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〒 141-8626　品川区北品川5-5-15　大崎ブライトコア5F
TEL 03-5789-2111　FAX 03-5789-2131　https://www.kobelcocm-global.com/jp/
■担　　当：総務部　東京総務グループ
■事業内容 ：建設機械、運搬機械の製造、販売並びにサービス

特定非営利活動法人学校サポートセンターより紹介のあった正智深谷高等学校の生徒
6 名を迎え、会社概要、弊社製品についてクイズ等交えて学ぶ機会を提供し、また、職場の
案内や社会人としての心構えを伝えたり、悩み相談等を行いました。参加した社員も初心
に返る事ができ、非常によい機会になりました。

企業訪問学習への協力

コベルコ建機株式会社コベルコ建機株式会社

当金庫では、警察と協力し、振り込め詐欺防止に力をいれております。また、一般社団法人
「しんきん成年後見サポート」との連携など、安全安心に暮らせる地域づくりに努めてお
ります。

〒 144-0047　大田区萩中 2-2-1
TEL 03-3742-0624　FAX 03-3742-0723　https://www.sawayaka-shinkin.co.jp/
■担　　当：経営企画部　企画課
■事業内容 ：基本理念の一つに｢地域に密着し、地域と運命を共にする金融機関であ

ること｣を掲げ、積極的に地域社会の発展に貢献していきます。

振り込め詐欺の防止

さわやか信用金庫さわやか信用金庫

〒 142-0042　品川区豊町4-20-14
TEL 03-3787-3411　FAX 03-3786-7296　http://www.koyosangyo.co.jp
■担　　当：管理部　総務グループ
■事業内容 ：都市ガス・プロパンガス用ガス栓・汎用バルブ、その他関連部材の製造販売。

車両（新幹線、JR等）バルブ・一般産業用バルブ・水道用継ぎ手・水栓器具、
その他関連部材の製造販売。漏れ検査装置・半導体周辺機材・組み立て装置・
特殊治具等の設計、製作、施工管理。

清掃美化活動の実施
当社は共に共感しあえる社会、地域との関係づくり、環境保全、社会貢献に努めるという
企業理念に基づき、お客様第一のものづくりを大切にセキュリテイーテクノロジーを通じ
て、社会の暮らしの安全に貢献しています。近年長引くコロナ禍の影響で活動が難しい状
況ですが、今出来る活動を実施しています。

光陽産業株式会社光陽産業株式会社

〒 141-8603　品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎（ウエストタワー14F）
TEL 03-3779-8087　FAX 03-3779-8142　https://www.sanrio.co.jp/
■担　　当：グローバルサステナビリティ推進室
■事業内容 ：主にハローキティなどキャラクターの知的所有権ビジネスを世界100以上の国と

地域で展開するコンテンツ企業です。エンターテイメントを通じて、一人でも
多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていくことを目指しています。

Sanrio Nakayoku Project
■国内外において、長年にわたり病院や福祉施設、被災地など様々な場所にハローキティが訪問し、多く

の人々に笑顔と思いやりの心をお届けしています（Character Aid（キャラクター慰問による心のケア））。
■海外子会社においては恵まれない家庭への食品提供やチャリティ活動を行っています。
■新型コロナウイルス感染拡大防止の活動：JICA様と協働した途上国における手洗い啓発活動や、海外

子会社においてはコロナ対策SNSキャンペーン、マスクの無償提供などを実施しています。

株式会社サンリオ株式会社サンリオ

〒 140-8669　品川区南品川6-4-6
TEL 03-3474-4111　FAX 03-3474-4152　https://www.tekki.co.jp/
■担　　当：経営管理本部　総務部
■事業内容 ：1907年創業。鉄道の架線金具や装置、送配電線接続金具や工具、鉄塔建

設用のクレーンおよび昇降装置、発電所等の配管類を支え地震等を含む
振動から機器を守る装置、ビルや橋梁用の制振装置を製造・販売。

清掃美化活動
毎月１回、当社周辺の清掃美化活動を行い、年間を通じて全員が参加することにより、社員の美化意識の醸
成を図っています。また、大井町三商店街が主催する「スポ GOMI in 大井」にも積極的に参加。その他にも、
地域振興のために品川区へ寄付を行ったり、未来協育推進機構が主催する「しながわ職場あるき」にも参画
しています。今後も、地域との連携を大切にして、活動を広げたいと思います。

三和テッキ株式会社三和テッキ株式会社

1985 年から続いている、お客様や地域の皆様と JTB グループの社員が一緒になり、元気な未来を創造して
いく活動です。参加人数はのべ 13 万人以上となり、観光地での清掃活動をはじめ、自然環境の保全活動、歴
史や文化の学習体験など、地域の特色を活かしたプログラムを展開しています。
人と人との交流を通じて、そこに関わる全ての方々とともに「地域を元気に、人を笑顔に。」していきたいと
考えています。

〒 140-8602　品川区東品川2-3-11
TEL 03-5796-5833　FAX 03-5796-5848　https://www.jtbcorp.jp/jp/
■担　　当：グループ本社　ブランド・コミュニケーションチーム
■事業内容 ：地球を舞台にあらゆる交流を創造する「交流創造事業」を展開。個人

のお客様の旅行、法人のお客様の様々な社会課題の解決を図るため、
多様なサービスを提供しております。

JTB 地球いきいきプロジェクト

株式会社JTB株式会社JTB

城南信用金庫城南信用金庫
〒 141-8710　品川区西五反田7-2-3
TEL 03-3493-8111　FAX 03-3493-8210　https://jsbank.co.jp
■担　　当：企画部　社会貢献室
■事業内容：「人を大切にする」「思いやりを大切にする」という協同組合の精神を

貫き、お客様のため、地域のため、日本を明るく元気にするため、金
融業務のみならず様々なサービスや社会貢献活動を展開しています。

金融教室等の開催
当金庫は、地域の方々を守り、地域の発展に貢献する「社会貢献企業」をめざしています。ビジネス
コンテストへの後援やしながわ職場歩き、しながわ寺子屋への協力等を行うほか、区内 7 店舗に
よる各地町会等のお祭りへの参加、清掃活動や特殊詐欺被害防止活動、交通安全活動への協力、中
学校の職場体験の受入れ、「夏休み子ども金融教室」の開催等、地域の方々とのつながりを大切に活
動しています。

〒 141-8684　品川区北品川6-7-29
TEL 03-6409-3800　FAX 03-6409-5801　https://www.3mcompany.jp/
■担　　当：スリーエムジャパンイノベーション株式会社　総務部
■事業内容：３Ｍは社会に貢献し、人びとの日々の暮らしをより豊かにするために、社会課

題の解決に取り組むサイエンスカンパニーです。

３Ｍジャパングループ３Ｍジャパングループ

「一人でも多くの子どもたちに科学の楽しさや不思議さを知ってもらいたい」、そんな思いから
1996年にスタートした「３Ｍ　ウィザードプログラム 夏休み子ども科学実験館」は、３Ｍジャパ
ングループの事業活動を活かした社会貢献を代表する活動で、科学のおもしろさを伝える授業で
す。本社及びグループ事業所にて、毎年 “見て、聞いて、やって楽しい” 科学実験を実施しています。

３Ｍ　ウィザードプログラム

幹
事
企
業
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〒 141-8626　品川区北品川5-5-15　大崎ブライトコア5F
TEL 03-5789-2111　FAX 03-5789-2131　https://www.kobelcocm-global.com/jp/
■担　　当：総務部　東京総務グループ
■事業内容 ：建設機械、運搬機械の製造、販売並びにサービス

特定非営利活動法人学校サポートセンターより紹介のあった正智深谷高等学校の生徒
6 名を迎え、会社概要、弊社製品についてクイズ等交えて学ぶ機会を提供し、また、職場の
案内や社会人としての心構えを伝えたり、悩み相談等を行いました。参加した社員も初心
に返る事ができ、非常によい機会になりました。

企業訪問学習への協力

コベルコ建機株式会社コベルコ建機株式会社

当金庫では、警察と協力し、振り込め詐欺防止に力をいれております。また、一般社団法人
「しんきん成年後見サポート」との連携など、安全安心に暮らせる地域づくりに努めてお
ります。

〒 144-0047　大田区萩中 2-2-1
TEL 03-3742-0624　FAX 03-3742-0723　https://www.sawayaka-shinkin.co.jp/
■担　　当：経営企画部　企画課
■事業内容 ：基本理念の一つに｢地域に密着し、地域と運命を共にする金融機関であ

ること｣を掲げ、積極的に地域社会の発展に貢献していきます。

振り込め詐欺の防止

さわやか信用金庫さわやか信用金庫

〒 142-0042　品川区豊町4-20-14
TEL 03-3787-3411　FAX 03-3786-7296　http://www.koyosangyo.co.jp
■担　　当：管理部　総務グループ
■事業内容 ：都市ガス・プロパンガス用ガス栓・汎用バルブ、その他関連部材の製造販売。

車両（新幹線、JR等）バルブ・一般産業用バルブ・水道用継ぎ手・水栓器具、
その他関連部材の製造販売。漏れ検査装置・半導体周辺機材・組み立て装置・
特殊治具等の設計、製作、施工管理。

清掃美化活動の実施
当社は共に共感しあえる社会、地域との関係づくり、環境保全、社会貢献に努めるという
企業理念に基づき、お客様第一のものづくりを大切にセキュリテイーテクノロジーを通じ
て、社会の暮らしの安全に貢献しています。近年長引くコロナ禍の影響で活動が難しい状
況ですが、今出来る活動を実施しています。

光陽産業株式会社光陽産業株式会社

〒 141-8603　品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎（ウエストタワー14F）
TEL 03-3779-8087　FAX 03-3779-8142　https://www.sanrio.co.jp/
■担　　当：グローバルサステナビリティ推進室
■事業内容 ：主にハローキティなどキャラクターの知的所有権ビジネスを世界100以上の国と

地域で展開するコンテンツ企業です。エンターテイメントを通じて、一人でも
多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていくことを目指しています。

Sanrio Nakayoku Project
■国内外において、長年にわたり病院や福祉施設、被災地など様々な場所にハローキティが訪問し、多く

の人々に笑顔と思いやりの心をお届けしています（Character Aid（キャラクター慰問による心のケア））。
■海外子会社においては恵まれない家庭への食品提供やチャリティ活動を行っています。
■新型コロナウイルス感染拡大防止の活動：JICA様と協働した途上国における手洗い啓発活動や、海外

子会社においてはコロナ対策SNSキャンペーン、マスクの無償提供などを実施しています。

株式会社サンリオ株式会社サンリオ

〒 140-8669　品川区南品川6-4-6
TEL 03-3474-4111　FAX 03-3474-4152　https://www.tekki.co.jp/
■担　　当：経営管理本部　総務部
■事業内容 ：1907年創業。鉄道の架線金具や装置、送配電線接続金具や工具、鉄塔建

設用のクレーンおよび昇降装置、発電所等の配管類を支え地震等を含む
振動から機器を守る装置、ビルや橋梁用の制振装置を製造・販売。

清掃美化活動
毎月１回、当社周辺の清掃美化活動を行い、年間を通じて全員が参加することにより、社員の美化意識の醸
成を図っています。また、大井町三商店街が主催する「スポ GOMI in 大井」にも積極的に参加。その他にも、
地域振興のために品川区へ寄付を行ったり、未来協育推進機構が主催する「しながわ職場あるき」にも参画
しています。今後も、地域との連携を大切にして、活動を広げたいと思います。

三和テッキ株式会社三和テッキ株式会社

1985 年から続いている、お客様や地域の皆様と JTB グループの社員が一緒になり、元気な未来を創造して
いく活動です。参加人数はのべ 13 万人以上となり、観光地での清掃活動をはじめ、自然環境の保全活動、歴
史や文化の学習体験など、地域の特色を活かしたプログラムを展開しています。
人と人との交流を通じて、そこに関わる全ての方々とともに「地域を元気に、人を笑顔に。」していきたいと
考えています。

〒 140-8602　品川区東品川2-3-11
TEL 03-5796-5833　FAX 03-5796-5848　https://www.jtbcorp.jp/jp/
■担　　当：グループ本社　ブランド・コミュニケーションチーム
■事業内容 ：地球を舞台にあらゆる交流を創造する「交流創造事業」を展開。個人

のお客様の旅行、法人のお客様の様々な社会課題の解決を図るため、
多様なサービスを提供しております。

JTB 地球いきいきプロジェクト

株式会社JTB株式会社JTB

城南信用金庫城南信用金庫
〒 141-8710　品川区西五反田7-2-3
TEL 03-3493-8111　FAX 03-3493-8210　https://jsbank.co.jp
■担　　当：企画部　社会貢献室
■事業内容：「人を大切にする」「思いやりを大切にする」という協同組合の精神を

貫き、お客様のため、地域のため、日本を明るく元気にするため、金
融業務のみならず様々なサービスや社会貢献活動を展開しています。

金融教室等の開催
当金庫は、地域の方々を守り、地域の発展に貢献する「社会貢献企業」をめざしています。ビジネス
コンテストへの後援やしながわ職場歩き、しながわ寺子屋への協力等を行うほか、区内 7 店舗に
よる各地町会等のお祭りへの参加、清掃活動や特殊詐欺被害防止活動、交通安全活動への協力、中
学校の職場体験の受入れ、「夏休み子ども金融教室」の開催等、地域の方々とのつながりを大切に活
動しています。

〒 141-8684　品川区北品川6-7-29
TEL 03-6409-3800　FAX 03-6409-5801　https://www.3mcompany.jp/
■担　　当：スリーエムジャパンイノベーション株式会社　総務部
■事業内容：３Ｍは社会に貢献し、人びとの日々の暮らしをより豊かにするために、社会課

題の解決に取り組むサイエンスカンパニーです。

３Ｍジャパングループ３Ｍジャパングループ

「一人でも多くの子どもたちに科学の楽しさや不思議さを知ってもらいたい」、そんな思いから
1996年にスタートした「３Ｍ　ウィザードプログラム 夏休み子ども科学実験館」は、３Ｍジャパ
ングループの事業活動を活かした社会貢献を代表する活動で、科学のおもしろさを伝える授業で
す。本社及びグループ事業所にて、毎年 “見て、聞いて、やって楽しい” 科学実験を実施しています。

３Ｍ　ウィザードプログラム

幹
事
企
業
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〒 141-8620　品川区大崎1-11-2　ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-6421-7411　FAX 03-6421-7415　https://www.cemedine.co.jp
■担　　当：人事総務グループ　総務チーム
■事業内容 ：セメダイングループは、社会課題にソリューションを提供する接着剤

メーカーとして、持続的な成長により企業価値を高め、より良い未来の
創造を目指します。

地域貢献活動の一環として定期的に当社への職場訪問を開催し、品川区内の中学生を受け入れ
ています。残念ながら今年度は新型コロナウイルスの影響により開催できませんでしたが、開催
時には当社の事業にまつわる社員の働き方を紹介しています。実際に職場見学や社員と交流し
ていただき、具体的な職業観に繋がる将来の進路選択について考える場を提供しています。

職場訪問の開催

セメダイン株式会社セメダイン株式会社

〒141-0033　品川区西品川1-1-1　住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL 03-6864-2408　FAX 050-3153-0448　https://www.segasammy.co.jp/japanese/
■担　　当：サステナビリティ推進室
■事業内容：セガサミーグループは「遊技機事業」「エンタテインメントコンテンツ事業」

「リゾート事業」など、幅広い領域で事業を展開する総合エンタテインメン
トグループです。

セガサミーホールディングス株式会社セガサミーホールディングス株式会社

品川区の小学生を対象に、アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」を用いてプログラミングを学ぶ特別授業を実
施しました。また、中学生には、講師に「ぷよぷよ e スポーツ」のプロ選手を迎え、e スポーツプロとしての仕事
に関する講演も行いました。
他にも「しながわ花海道」や大崎周辺の花壇整備への参加等、地域の一員として積極的にコーポレート・シチ
ズンシップに取り組んでいます。

プログラミング特別授業の実施

〒 141-0001　品川区北品川5-9-11　大崎ＭＴビル
TEL 03-6409-6149　FAX 03-6409-6151　https://www.sobal.co.jp/
■担　　当：経営企画部　CSRチーム
■事業内容 ：1983年創業から培ったソフトウエアの設計・開発・テストの技術をもって、社会に

貢献する会社です。

前年に引き続き、プログラミング教育の一環として、今年度は「学生向けのプログラミング体験講座」を企画致しました。
初回は、神奈川県藤沢市の某高等学校の学生を対象に、10/5（火）・10/6（水）の両日に１日プログラミング体験講座を開
催し、多くの学生の皆さんに参加していただきました。

「学生向けのプログラミング体験講座」を開催

ソーバル株式会社ソーバル株式会社

ソニーグループ株式会社ソニーグループ株式会社
本社：〒108-0075　港区港南1-7-1
ソニーシティ大崎：〒141-8610　品川区大崎2-10-1　NBF大崎ビル
御殿山テクノロジーセンター：〒141-0001　品川区北品川5-1-12
品川シーサイドビジネスセンター：〒140-0006　品川区東品川4-12-3　品川シーサイドTSタワー　（品川区内事業所のみ掲載）
TEL 03-6748-2111　FAX 050-3750-2230　ソニー グループポータルサイト  https://www.sony.com/ja/　サステナビリティ  https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/
■担　　当 ：HQ総務部　地域渉外・行政グループ／サステナビリティ推進部　CSRグループ
■事業内容：ソニーは、エレクトロニクス・エンタテイメント・金融の3つの事業を中心に、グローバルにビジネス

を展開しています。テクノロジーとクリエイティビティの力で世界中に感動を届け、持続的な社会価
値と高収益を創出することを目指しています。

ソニーは、クリエイティビティとテクノロジーを体験する機会の提供を通して、あらゆる子どもたちの好奇心を拡げ、創造性や問題解
決力、多様性を受け入れる力の向上をサポートする教育プログラム「CurioStep with Sony」を行ってます。
ソニーグループの製品やコンテンツ、技術などを活用し、プログラミング、エンタテインメント、アートなど「STEAM」教育※に関する
ワークショップを実施しています。
※STEAM は、Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art（芸術）、Mathematics（数学）の略。

CurioStep with Sony（キュリオステップ）

（実施した講座内容）
・AI 体験講座「顔認識 AI プログラムを動かそう！」 ・ドローン体験講座「プログラムでドローンを自動操縦しよう！」
・アプリ開発体験「Android アプリ開発の入口へようこそ！」 ・HP 制作体験「WordPress を使ったホームページ作成体験」

幹
事
企
業

株式会社第一興商株式会社第一興商

当社は、DK エルダーシステムによる健康増進 / 介護予防プログラム体験を行っております。「音楽を使う」「体を使う」
「目で観る」といった基本コンセプトからつくられる豊富なコンテンツが、楽しみながら持続できる音楽健康セッショ
ンと称する健康プログラムの実践を可能にします。高齢者のみなさんが仲間と共に歌うことで元気な心を取り戻し、
音楽やリズムに合わせることで楽に体を動かせるようになり、懐かしい映像を観ることで認知症の予防・軽減につな
がります。今後も地域コミュニティの活性化と介護予防や健康維持、生きがいづくりにつなげていきます。

sing for smile プロジェクト

〒 141-8701　品川区北品川5-5-26
TEL 03-3280-2151　FAX 03-3280-2150　https://www.dkkaraoke.co.jp/
■担　　当：総務部
■事業内容 ：業務用カラオケ（ＤＡＭ）事業、カラオケ店舗（ビッグエコー）や音楽ソ

フト事業をはじめとして、歌とカラオケの素晴らしさを伝え、社会に楽し
さや明るさを届けるべく様々な事業を展開いたしております。

第一三共株式会社　品川研究開発センター第一三共株式会社　品川研究開発センター

良き企業市民として社会貢献活動を推進
第一三共グループでは、『グループ社会貢献活動基本方針』を定め、持続可能な社会づくりに貢献する
企業として、また良き企業市民として、社会貢献活動を自主的かつ積極的に行うとともに、地域社会へ
の貢献や交流を通じて、地域社会との共存共栄を目指しています。
当品川研究開発センターでは、医学・薬学の発展、環境保全など自然といのちに関わる取り組みに対
して重点的に推進しています。そのひとつとして、休憩時間を使った事業場周辺の定期的な清掃美化
活動を 25 年以上に亘り実施しており、毎回多くの社員が主体的に参加しています。

〒 140-8710　品川区広町1-2-58
TEL 03-3492-3131　FAX 03-5436-8555　https://www.daiichisankyo.co.jp/
■担　　当：研究開発推進部　総務グループ
■事業内容 ：医療用医薬品の研究開発、製造、販売元等

〒 141-0031　品川区西五反田2-10-2
TEL 03-3491-3711　FAX 03-3495-5663　https://www.taisei-saiten.co.jp/
■担　　当：総務部　総務人事課
■事業内容 ：昭和3年1月創業、グループ資本金9,500万円、従業員130名、年商25億円（令和3年3月期）

・葬儀式典の取扱い　･葬儀斎場の斡旋　・生花･花環の販売･リース　
・婚礼･お宮参り･七五三･成人式･卒業式･留袖･礼服etcの衣裳のレンタル等

大成祭典株式会社大成祭典株式会社

大成祭典では、環境保全活動に関する支援及び地域イベント等への協力、協賛をさせていただいております。
・ 環境保全活動については、①アイドリングストップの推進　②エコ棺推進：温暖化ガス排出削減、森林資源を守る　

③スーパーアイス：地球温暖化防止対策となる再利用可能な保冷剤　④海洋葬：水に溶ける紙の使用による海洋汚
染防止　⑤ペーパーレス：文書の電子化、プロジェクターの活用

・ 地域イベントについては、「しながわジャズフェスティバル」をはじめ品川区内神社の例大祭、防災訓練などの協賛
及び設営協力をさせていただいております。

環境保全活動の推進・地域イベント等への協力、協賛

大成温調グループは、すべての社員および役員が企業市民としてその社会的責任（CSR）を果たし、広く社会からの信
頼を獲得していくことを目指しております。当社は長年、スポーツを通じて品川区における地域振興に取り組んでお
ります。今年度からは「しながわシティスポーツクラブ」のスポーツ文化の振興を通じた子どもたちの健全な育成、地
域発展、活性化などにつなげていく目的に共感し、サポートを行っています。また、2017 年度より、ビーチバレー「JBV

（日本ビーチバレー連盟）サテライト」の協賛に参画し、2021 年度はトップスポンサーとして全国各地で行われた全 4
戦の後援を行いました。さらに地元企業と中学生との交流事業「しながわ職場歩き」、緑化事業「しながわ花海道」など
の地域振興事業への参画など、幅広い活動を展開しております。

スポーツ振興と社会貢献

大成温調株式会社大成温調株式会社
〒 140-8515　品川区大井1-49-10
TEL 03-5742-7301　FAX 03-5742-4551　https://www.taisei-oncho.co.jp/
■担　　当：コーポレート本部　管理統括部　総務部
■事業内容 ：大成温調は、空気調和、給排水衛生、電気設備工事および建築一式工事の

設計・施工管理を手がける「総合設備のプロフェッショナルグループ」です。
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〒 141-8620　品川区大崎1-11-2　ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-6421-7411　FAX 03-6421-7415　https://www.cemedine.co.jp
■担　　当：人事総務グループ　総務チーム
■事業内容 ：セメダイングループは、社会課題にソリューションを提供する接着剤

メーカーとして、持続的な成長により企業価値を高め、より良い未来の
創造を目指します。

地域貢献活動の一環として定期的に当社への職場訪問を開催し、品川区内の中学生を受け入れ
ています。残念ながら今年度は新型コロナウイルスの影響により開催できませんでしたが、開催
時には当社の事業にまつわる社員の働き方を紹介しています。実際に職場見学や社員と交流し
ていただき、具体的な職業観に繋がる将来の進路選択について考える場を提供しています。

職場訪問の開催

セメダイン株式会社セメダイン株式会社

〒141-0033　品川区西品川1-1-1　住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL 03-6864-2408　FAX 050-3153-0448　https://www.segasammy.co.jp/japanese/
■担　　当：サステナビリティ推進室
■事業内容：セガサミーグループは「遊技機事業」「エンタテインメントコンテンツ事業」

「リゾート事業」など、幅広い領域で事業を展開する総合エンタテインメン
トグループです。

セガサミーホールディングス株式会社セガサミーホールディングス株式会社

品川区の小学生を対象に、アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」を用いてプログラミングを学ぶ特別授業を実
施しました。また、中学生には、講師に「ぷよぷよ e スポーツ」のプロ選手を迎え、e スポーツプロとしての仕事
に関する講演も行いました。
他にも「しながわ花海道」や大崎周辺の花壇整備への参加等、地域の一員として積極的にコーポレート・シチ
ズンシップに取り組んでいます。

プログラミング特別授業の実施

〒 141-0001　品川区北品川5-9-11　大崎ＭＴビル
TEL 03-6409-6149　FAX 03-6409-6151　https://www.sobal.co.jp/
■担　　当：経営企画部　CSRチーム
■事業内容 ：1983年創業から培ったソフトウエアの設計・開発・テストの技術をもって、社会に

貢献する会社です。

前年に引き続き、プログラミング教育の一環として、今年度は「学生向けのプログラミング体験講座」を企画致しました。
初回は、神奈川県藤沢市の某高等学校の学生を対象に、10/5（火）・10/6（水）の両日に１日プログラミング体験講座を開
催し、多くの学生の皆さんに参加していただきました。

「学生向けのプログラミング体験講座」を開催

ソーバル株式会社ソーバル株式会社

ソニーグループ株式会社ソニーグループ株式会社
本社：〒108-0075　港区港南1-7-1
ソニーシティ大崎：〒141-8610　品川区大崎2-10-1　NBF大崎ビル
御殿山テクノロジーセンター：〒141-0001　品川区北品川5-1-12
品川シーサイドビジネスセンター：〒140-0006　品川区東品川4-12-3　品川シーサイドTSタワー　（品川区内事業所のみ掲載）
TEL 03-6748-2111　FAX 050-3750-2230　ソニー グループポータルサイト  https://www.sony.com/ja/　サステナビリティ  https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/
■担　　当 ：HQ総務部　地域渉外・行政グループ／サステナビリティ推進部　CSRグループ
■事業内容：ソニーは、エレクトロニクス・エンタテイメント・金融の3つの事業を中心に、グローバルにビジネス

を展開しています。テクノロジーとクリエイティビティの力で世界中に感動を届け、持続的な社会価
値と高収益を創出することを目指しています。

ソニーは、クリエイティビティとテクノロジーを体験する機会の提供を通して、あらゆる子どもたちの好奇心を拡げ、創造性や問題解
決力、多様性を受け入れる力の向上をサポートする教育プログラム「CurioStep with Sony」を行ってます。
ソニーグループの製品やコンテンツ、技術などを活用し、プログラミング、エンタテインメント、アートなど「STEAM」教育※に関する
ワークショップを実施しています。
※STEAM は、Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Art（芸術）、Mathematics（数学）の略。

CurioStep with Sony（キュリオステップ）

（実施した講座内容）
・AI 体験講座「顔認識 AI プログラムを動かそう！」 ・ドローン体験講座「プログラムでドローンを自動操縦しよう！」
・アプリ開発体験「Android アプリ開発の入口へようこそ！」 ・HP 制作体験「WordPress を使ったホームページ作成体験」

幹
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株式会社第一興商株式会社第一興商

当社は、DK エルダーシステムによる健康増進 / 介護予防プログラム体験を行っております。「音楽を使う」「体を使う」
「目で観る」といった基本コンセプトからつくられる豊富なコンテンツが、楽しみながら持続できる音楽健康セッショ
ンと称する健康プログラムの実践を可能にします。高齢者のみなさんが仲間と共に歌うことで元気な心を取り戻し、
音楽やリズムに合わせることで楽に体を動かせるようになり、懐かしい映像を観ることで認知症の予防・軽減につな
がります。今後も地域コミュニティの活性化と介護予防や健康維持、生きがいづくりにつなげていきます。

sing for smile プロジェクト

〒 141-8701　品川区北品川5-5-26
TEL 03-3280-2151　FAX 03-3280-2150　https://www.dkkaraoke.co.jp/
■担　　当：総務部
■事業内容 ：業務用カラオケ（ＤＡＭ）事業、カラオケ店舗（ビッグエコー）や音楽ソ

フト事業をはじめとして、歌とカラオケの素晴らしさを伝え、社会に楽し
さや明るさを届けるべく様々な事業を展開いたしております。

第一三共株式会社　品川研究開発センター第一三共株式会社　品川研究開発センター

良き企業市民として社会貢献活動を推進
第一三共グループでは、『グループ社会貢献活動基本方針』を定め、持続可能な社会づくりに貢献する
企業として、また良き企業市民として、社会貢献活動を自主的かつ積極的に行うとともに、地域社会へ
の貢献や交流を通じて、地域社会との共存共栄を目指しています。
当品川研究開発センターでは、医学・薬学の発展、環境保全など自然といのちに関わる取り組みに対
して重点的に推進しています。そのひとつとして、休憩時間を使った事業場周辺の定期的な清掃美化
活動を 25 年以上に亘り実施しており、毎回多くの社員が主体的に参加しています。

〒 140-8710　品川区広町1-2-58
TEL 03-3492-3131　FAX 03-5436-8555　https://www.daiichisankyo.co.jp/
■担　　当：研究開発推進部　総務グループ
■事業内容 ：医療用医薬品の研究開発、製造、販売元等

〒 141-0031　品川区西五反田2-10-2
TEL 03-3491-3711　FAX 03-3495-5663　https://www.taisei-saiten.co.jp/
■担　　当：総務部　総務人事課
■事業内容 ：昭和3年1月創業、グループ資本金9,500万円、従業員130名、年商25億円（令和3年3月期）

・葬儀式典の取扱い　･葬儀斎場の斡旋　・生花･花環の販売･リース　
・婚礼･お宮参り･七五三･成人式･卒業式･留袖･礼服etcの衣裳のレンタル等

大成祭典株式会社大成祭典株式会社

大成祭典では、環境保全活動に関する支援及び地域イベント等への協力、協賛をさせていただいております。
・ 環境保全活動については、①アイドリングストップの推進　②エコ棺推進：温暖化ガス排出削減、森林資源を守る　

③スーパーアイス：地球温暖化防止対策となる再利用可能な保冷剤　④海洋葬：水に溶ける紙の使用による海洋汚
染防止　⑤ペーパーレス：文書の電子化、プロジェクターの活用

・ 地域イベントについては、「しながわジャズフェスティバル」をはじめ品川区内神社の例大祭、防災訓練などの協賛
及び設営協力をさせていただいております。

環境保全活動の推進・地域イベント等への協力、協賛

大成温調グループは、すべての社員および役員が企業市民としてその社会的責任（CSR）を果たし、広く社会からの信
頼を獲得していくことを目指しております。当社は長年、スポーツを通じて品川区における地域振興に取り組んでお
ります。今年度からは「しながわシティスポーツクラブ」のスポーツ文化の振興を通じた子どもたちの健全な育成、地
域発展、活性化などにつなげていく目的に共感し、サポートを行っています。また、2017 年度より、ビーチバレー「JBV

（日本ビーチバレー連盟）サテライト」の協賛に参画し、2021 年度はトップスポンサーとして全国各地で行われた全 4
戦の後援を行いました。さらに地元企業と中学生との交流事業「しながわ職場歩き」、緑化事業「しながわ花海道」など
の地域振興事業への参画など、幅広い活動を展開しております。

スポーツ振興と社会貢献

大成温調株式会社大成温調株式会社
〒 140-8515　品川区大井1-49-10
TEL 03-5742-7301　FAX 03-5742-4551　https://www.taisei-oncho.co.jp/
■担　　当：コーポレート本部　管理統括部　総務部
■事業内容 ：大成温調は、空気調和、給排水衛生、電気設備工事および建築一式工事の

設計・施工管理を手がける「総合設備のプロフェッショナルグループ」です。
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大東コーポレートサービス株式会社大東コーポレートサービス株式会社

障がい者就労支援／職場見学・体験実習・職業訓練
当社は、大東建託株式会社の特例子会社として障がいのある方の活躍を支援するため、各地の特別支援学校、就労
移行支援事業などの支援機関に対して、会社説明会・見学会の実施、体験実習などの受入れを行っております。
そうした活動でいただいた貴重なご意見を、障がい特性に配慮した雇用管理や雇用形態の見直し等に活か
し、多様な人材が活躍することができる職場環境づくりを目指しております。
また、今後は印刷業務に関した「ものづくり体験教室」、地域に対する「貢献活動」などにも注力していきたい
と思っております。

〒 140-0002　品川区東品川2-2-8　スフィアタワー天王洲
TEL 03-6718-9187　FAX 03-6718-9207　http://www.daito-copo.com/
■担　　当：営業部
■事業内容 ：【オフィスサービス】人事・総務・経理のシェアードサービス、RPAプ

ログラム開発【ものづくり業務】各種印刷物・看板、企画・デザイン製作

第一生命保険株式会社　品川支社第一生命保険株式会社　品川支社

医療従事者サンクスメッセージ活動
第一生命品川支社では、医療従事者の方々へ感謝の思いのこもったメッセージを、区民の皆さまから頂戴し、
そのメッセージ数に応じた寄付を品川区医師会にさせていただく活動を展開いたしました。結果、総数
12,776 通のメッセージをお預かりすることとなり、品川区医師会への寄付とともに区民の皆様の心温まる
メッセージを冊子として纏め、医療機関様にご提供させていただきました。医療従事者の皆様と区民の皆様
との心の懸け橋となれば本当にうれしく思います。

〒 108-0075　港区港南1-8-15　Wビル13F
TEL 050-3781-8831　FAX 03-6711-1218　https://www.dai-ichi-life.co.jp/
■担　　当：営業推進グループ
■事業内容 ：第一生命はお客さま本位を経営の基本理念に据え、生命保険の提供を中心

に、一生涯のパートナーとして、地域の方々の安心で豊かな暮らしと社会
の発展に貢献していきます。

クリーンキャンペーンの開催
DNPは CSR を「社会から常に信頼される企業であり続けること」と捉え、国連グローバル・コンパクトや
SDGs等に示される社会課題に配慮したマネジメントを行っています。地域社会との関わりにおいては、良き
企業市民として、事業活動のみならず、文化活動やボランティア活動等の機会を通じて共生に努めています。
DNP五反田ビルでは、毎年、近隣地域の清掃活動を実施しており、多くの社員が家族帯同で参加していま
す。地域社会との関わりの意識を新たにする機会としても有意義であり、今後も活動の幅を広げていきたい
と考えています。

大日本印刷株式会社大日本印刷株式会社
〒 141-8001　品川区西五反田3-5-20
TEL 03-6431-6800　FAX 03-6431-6811　http://www.dnp.co.jp/
■担　　当：ファインオプトロニクス事業部総務部
■事業内容 ：出版印刷物、商業印刷物、有価証券類、事務用帳票類、カード類、写真用資材、パッケージ、建築内外資材、産業資

材、電子精密部品等の製造・販売等

ダウ・ケミカル日本株式会社ダウ・ケミカル日本株式会社

ダウグループは、気候変動とプラスチックごみ問題に関する新たな持続可能性目標を掲げ、ごみの環境流出防
止、循環型経済への移行そして外部とのパートナーシップに取り組んでいます。2021年度も対面の取り組みが
制限を受けましたが、品川区子ども食堂への寄付、スポーツイベントで使用されたバナーを回収して作られた
リサイクル植木鉢の寄付、海ごみの清掃で回収したプラごみから作られたごみ袋の寄付、また、感染防止対策を
講じた上の出張環境授業や、オンライン授業の提供など、従業員が参加できる取り組みを継続しています。

循環型経済の構築

〒 140-8617　品川区東品川2-2-24
TEL 0120-103-742　https://jp.dow.com/ja-jp
■担　　当：広報室
■事業内容：ダウ（本社：米国ミシガン州）は、業界で最も幅広い技術分野と設備統合、焦点が明確

なイノベーションとグローバルなスケールを基に利益ある成長を実現する、最もイノ
ベーティブ、顧客本位、インクルーシブそしてサステナブルな素材科学会社です。

品川・天王洲を水辺と芸術が息づく魅力あるエリアに
創業の地である天王洲エリアの運河に囲まれた特性をより価値あるものとするため、近隣企業や地域団
体と連携し、水辺の賑わいを創出し、多くの人々が訪れて憩い楽しめるような空間を演出する活動に取
り組んでいます。近年では、芸術や文化との接点づくりのために、アートイベントやアート作品と身近に
接することのできる発信拠点を設けるなど、更なる当該エリアの魅力づくりのために取り組んでいます。

寺田倉庫株式会社寺田倉庫株式会社
〒 140-0002　品川区東品川2-6-10
TEL 03-5479-1611　FAX 03-5479-1626　https://www.terrada.co.jp
■担　　当：総務部　渉外担当
■事業内容 ：1950年創業。多岐・専門化した倉庫保管業務の多様・高度化を基幹

事業としながら、文化を創造する企業としてより付加価値の高い空間
やエリアづくりに取り組んでいます。

株式会社テクノマックス株式会社テクノマックス

テレビ局の仕事について学ぶ「校外学習」、環境保全活動、エコキャップ活動
テクノマックスは、テレビ東京グループの CSR 活動に参加、郊外学習活動への技術サポー
ト、社内資料のペ－パーレス化、カラー印刷削減などで業務上の環境保全への取り組みを
行い、ペットボトルキャップを集めてエコキャップ活動に取り組んでいます。

〒 140-0002　品川区東品川1-3-3
TEL 03-5462-1200　FAX 03-5462-1202　https://www.t-max.co.jp/
■担　　当：営業部
■事業内容 ：各種テレビ番組の制作技術業務全般、VPなど各種映像ソフトの制作

技術、放送局の放送運行業務を行っています。

中外製薬株式会社　関東南統括支店中外製薬株式会社　関東南統括支店

よき企業市民として社会貢献活動を進めます
中外製薬では、 『福祉分野への取り組み』として、障がい者スポーツ支援、在宅福祉移送サービスカーの
継続的な寄贈等、『次世代人財育成』として、生物実験教室の開催、防災教育の支援等、『被災地支援活
動』として、社員ボランティア派遣、チャリティーイベントによる募金の寄付、被災地支援商品販売会
等を行っています。
大崎オフィス（関東南統括支店）でも事業所周辺の清掃作業や業務を通じて疾患啓発活動、適切な受診
勧奨活動を行い、健康長寿社会を目指した取り組みを行っております。

〒 141-0001　品川区北品川5-5-15　大崎ブライトコア17F
TEL 03-5449-6760　FAX 03-5449-6755　https://www.chugai-pharm.co.jp
■担　　当：関東南統括支店
■事業内容 ：医療用医薬品の製造・販売・輸出入等

地域社会交流・教育イベントの開催等
「社会に役立つ企業」の企業理念のもと、地域に密着した CSR 活動を継続しており、その一つとして、区内の中学校の企業訪問
（しながわ職場歩き）の受け入れを行っております。
ビル見学を含め、当社の事業を理解してもらった後、生徒たちとの対話を通じ、「社会人とは何か」「企業の在り方とは何か」につ
いて社員と一緒に考えました。社員と意見交換をし、ライフプランを構築する一つ（キャリア教育）の材料としてご提供させて
いただきました。他にも、周辺地域の歩道の清掃、或いは、本社ビル開館記念日のイベント開催、神社例大祭の子供神輿のサポー
ト等、季節ごとに、地元の方々の交流・ふれあいの場をご提供し、住み良い街づくり、絆づくりへの貢献に努めております。

株式会社テーオーシー株式会社テーオーシー
〒 141-0031　品川区西五反田7-22-17
TEL 03-3494-2121　FAX 03-3494-2024　https://www.toc.co.jp/
■担　　当：総務部
■事業内容 ：品川・大崎地区を中心に、浅草・有明などにおける複合施設、大型オフィ

スビル、商業施設の企画・開発・管理・運営に加え、コンベンションホール、
催事施設の企画・運営も手掛ける不動産デベロッパーです。（東証一部上場） 
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大東コーポレートサービス株式会社大東コーポレートサービス株式会社

障がい者就労支援／職場見学・体験実習・職業訓練
当社は、大東建託株式会社の特例子会社として障がいのある方の活躍を支援するため、各地の特別支援学校、就労
移行支援事業などの支援機関に対して、会社説明会・見学会の実施、体験実習などの受入れを行っております。
そうした活動でいただいた貴重なご意見を、障がい特性に配慮した雇用管理や雇用形態の見直し等に活か
し、多様な人材が活躍することができる職場環境づくりを目指しております。
また、今後は印刷業務に関した「ものづくり体験教室」、地域に対する「貢献活動」などにも注力していきたい
と思っております。

〒 140-0002　品川区東品川2-2-8　スフィアタワー天王洲
TEL 03-6718-9187　FAX 03-6718-9207　http://www.daito-copo.com/
■担　　当：営業部
■事業内容 ：【オフィスサービス】人事・総務・経理のシェアードサービス、RPAプ

ログラム開発【ものづくり業務】各種印刷物・看板、企画・デザイン製作

第一生命保険株式会社　品川支社第一生命保険株式会社　品川支社

医療従事者サンクスメッセージ活動
第一生命品川支社では、医療従事者の方々へ感謝の思いのこもったメッセージを、区民の皆さまから頂戴し、
そのメッセージ数に応じた寄付を品川区医師会にさせていただく活動を展開いたしました。結果、総数
12,776 通のメッセージをお預かりすることとなり、品川区医師会への寄付とともに区民の皆様の心温まる
メッセージを冊子として纏め、医療機関様にご提供させていただきました。医療従事者の皆様と区民の皆様
との心の懸け橋となれば本当にうれしく思います。

〒 108-0075　港区港南1-8-15　Wビル13F
TEL 050-3781-8831　FAX 03-6711-1218　https://www.dai-ichi-life.co.jp/
■担　　当：営業推進グループ
■事業内容 ：第一生命はお客さま本位を経営の基本理念に据え、生命保険の提供を中心

に、一生涯のパートナーとして、地域の方々の安心で豊かな暮らしと社会
の発展に貢献していきます。

クリーンキャンペーンの開催
DNPは CSR を「社会から常に信頼される企業であり続けること」と捉え、国連グローバル・コンパクトや
SDGs等に示される社会課題に配慮したマネジメントを行っています。地域社会との関わりにおいては、良き
企業市民として、事業活動のみならず、文化活動やボランティア活動等の機会を通じて共生に努めています。
DNP五反田ビルでは、毎年、近隣地域の清掃活動を実施しており、多くの社員が家族帯同で参加していま
す。地域社会との関わりの意識を新たにする機会としても有意義であり、今後も活動の幅を広げていきたい
と考えています。

大日本印刷株式会社大日本印刷株式会社
〒 141-8001　品川区西五反田3-5-20
TEL 03-6431-6800　FAX 03-6431-6811　http://www.dnp.co.jp/
■担　　当：ファインオプトロニクス事業部総務部
■事業内容 ：出版印刷物、商業印刷物、有価証券類、事務用帳票類、カード類、写真用資材、パッケージ、建築内外資材、産業資

材、電子精密部品等の製造・販売等

ダウ・ケミカル日本株式会社ダウ・ケミカル日本株式会社

ダウグループは、気候変動とプラスチックごみ問題に関する新たな持続可能性目標を掲げ、ごみの環境流出防
止、循環型経済への移行そして外部とのパートナーシップに取り組んでいます。2021年度も対面の取り組みが
制限を受けましたが、品川区子ども食堂への寄付、スポーツイベントで使用されたバナーを回収して作られた
リサイクル植木鉢の寄付、海ごみの清掃で回収したプラごみから作られたごみ袋の寄付、また、感染防止対策を
講じた上の出張環境授業や、オンライン授業の提供など、従業員が参加できる取り組みを継続しています。

循環型経済の構築

〒 140-8617　品川区東品川2-2-24
TEL 0120-103-742　https://jp.dow.com/ja-jp
■担　　当：広報室
■事業内容：ダウ（本社：米国ミシガン州）は、業界で最も幅広い技術分野と設備統合、焦点が明確

なイノベーションとグローバルなスケールを基に利益ある成長を実現する、最もイノ
ベーティブ、顧客本位、インクルーシブそしてサステナブルな素材科学会社です。

品川・天王洲を水辺と芸術が息づく魅力あるエリアに
創業の地である天王洲エリアの運河に囲まれた特性をより価値あるものとするため、近隣企業や地域団
体と連携し、水辺の賑わいを創出し、多くの人々が訪れて憩い楽しめるような空間を演出する活動に取
り組んでいます。近年では、芸術や文化との接点づくりのために、アートイベントやアート作品と身近に
接することのできる発信拠点を設けるなど、更なる当該エリアの魅力づくりのために取り組んでいます。

寺田倉庫株式会社寺田倉庫株式会社
〒 140-0002　品川区東品川2-6-10
TEL 03-5479-1611　FAX 03-5479-1626　https://www.terrada.co.jp
■担　　当：総務部　渉外担当
■事業内容 ：1950年創業。多岐・専門化した倉庫保管業務の多様・高度化を基幹

事業としながら、文化を創造する企業としてより付加価値の高い空間
やエリアづくりに取り組んでいます。

株式会社テクノマックス株式会社テクノマックス

テレビ局の仕事について学ぶ「校外学習」、環境保全活動、エコキャップ活動
テクノマックスは、テレビ東京グループの CSR 活動に参加、郊外学習活動への技術サポー
ト、社内資料のペ－パーレス化、カラー印刷削減などで業務上の環境保全への取り組みを
行い、ペットボトルキャップを集めてエコキャップ活動に取り組んでいます。

〒 140-0002　品川区東品川1-3-3
TEL 03-5462-1200　FAX 03-5462-1202　https://www.t-max.co.jp/
■担　　当：営業部
■事業内容 ：各種テレビ番組の制作技術業務全般、VPなど各種映像ソフトの制作

技術、放送局の放送運行業務を行っています。

中外製薬株式会社　関東南統括支店中外製薬株式会社　関東南統括支店

よき企業市民として社会貢献活動を進めます
中外製薬では、 『福祉分野への取り組み』として、障がい者スポーツ支援、在宅福祉移送サービスカーの
継続的な寄贈等、『次世代人財育成』として、生物実験教室の開催、防災教育の支援等、『被災地支援活
動』として、社員ボランティア派遣、チャリティーイベントによる募金の寄付、被災地支援商品販売会
等を行っています。
大崎オフィス（関東南統括支店）でも事業所周辺の清掃作業や業務を通じて疾患啓発活動、適切な受診
勧奨活動を行い、健康長寿社会を目指した取り組みを行っております。

〒 141-0001　品川区北品川5-5-15　大崎ブライトコア17F
TEL 03-5449-6760　FAX 03-5449-6755　https://www.chugai-pharm.co.jp
■担　　当：関東南統括支店
■事業内容 ：医療用医薬品の製造・販売・輸出入等

地域社会交流・教育イベントの開催等
「社会に役立つ企業」の企業理念のもと、地域に密着した CSR 活動を継続しており、その一つとして、区内の中学校の企業訪問
（しながわ職場歩き）の受け入れを行っております。
ビル見学を含め、当社の事業を理解してもらった後、生徒たちとの対話を通じ、「社会人とは何か」「企業の在り方とは何か」につ
いて社員と一緒に考えました。社員と意見交換をし、ライフプランを構築する一つ（キャリア教育）の材料としてご提供させて
いただきました。他にも、周辺地域の歩道の清掃、或いは、本社ビル開館記念日のイベント開催、神社例大祭の子供神輿のサポー
ト等、季節ごとに、地元の方々の交流・ふれあいの場をご提供し、住み良い街づくり、絆づくりへの貢献に努めております。

株式会社テーオーシー株式会社テーオーシー
〒 141-0031　品川区西五反田7-22-17
TEL 03-3494-2121　FAX 03-3494-2024　https://www.toc.co.jp/
■担　　当：総務部
■事業内容 ：品川・大崎地区を中心に、浅草・有明などにおける複合施設、大型オフィ

スビル、商業施設の企画・開発・管理・運営に加え、コンベンションホール、
催事施設の企画・運営も手掛ける不動産デベロッパーです。（東証一部上場） 
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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

幹
事
企
業

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。

幹
事
企
業

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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