
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の一部を紹介します。

会員企業の企業概要と
社会貢献活動の事例紹介（50音順）

会員企業の企業概要と
社会貢献活動の事例紹介（50音順）

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

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

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

幹事
企業

〒 140-0014　品川区大井1-50-5
TEL 03-3775-8411　FAX 03-3778-3861
http://www.oursinn-hankyu.co.jp/
■担　　当：管理部
■事業内容 ：阪急阪神東宝グループの一員である大井開発

は1971年、大井町駅前にホテル「アワーズ
イン阪急」を開業。2014年に商業施設を含
む「阪急大井町ガーデン」として建替えオー
プンいたしました。

「阪急大井町ガーデン」外周の清掃活動
品川区大井には、1953 年に阪急百貨店東京大井店が開業して以
来、お世話になっております。地域貢献の一環として、毎週月
曜日に 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。

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
http://www.aichi-sangyo.co.jp/
■担　　当：総務部　人材開発課
■事業内容 ：創業80年余。溶接機、工作機械、金属３Ｄプ

リンタ等、世界最先端の産業機械を日本のも
のづくり企業に提供する技術商社です。

しながわ寺子屋・職場歩きへの協賛
会社の存在意義、商社（ものを仕入れて売る仕事）について学ん
でいただきました。そして、ものづくりの楽しさや仕事を通し
てのやりがいを感じていただくプログラムをご用意しました。
「しながわ寺子屋・職場あるき」へのご支援をはじめ修学旅行
生の訪問を受け入れております。

愛知産業株式会社愛知産業株式会社
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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
TEL 03-5471-1394　FAX 03-5471-0470
http://www.isuzu.co.jp
■担　　当：コーポレートコミュニケーション部
　　　　　　CSR環境推進グループ
■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。

｢ものづくり体験ワークショップ｣を開催
「ものづくり」の楽しさと大切さを子ども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どもたちにわかりやす
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。

イオンリテール株式会社イオンリテール株式会社

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、お客さまの便利で快適
な暮らしに貢献することを目指しています。

①毎月 11 日のイオン・デーで「地域の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。店舗外周や近隣地域の清掃活動を行なっ
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。

⑤ペットボトルキャップや紙パック・食品トレー・アルミ缶などの回収ボックスを設置し、お
客さまにリサイクルのご協力を呼びかけています。

朝当番制活動（清掃活動）

〒 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。

〒 142-8511　品川区戸越6-5-5
TEL 03-3785-1111　FAX 03-3785-1273
http://www.smk.co.jp/
■担　　当：総務部　施設管理課 
■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。

「環境保全活動の紹介とものづくり教室」開催
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、品川区内の小学校でウィルチェアー
ラグビー体験イベントの開催、しながわ花海道での美化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
幹事
企業

幹事
企業

幹事
企業池田印刷株式会社池田印刷株式会社

〒 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　総務課 
■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 × ハンドボール スペシャルイベント」が平成 30 年 8 月 4 日（土）、品川
区立総合体育館で開催されました。（※同体育館は、館内の一部が東京 2020 大
会「ハンドボール」の公式練習会場として使用されることが決定しています）
イベントには、当社の所属チーム「OSAKI OSOL」選手らが参加。講習会では競
技経験の有無に関わらず、子どもから大人まで、参加者は楽しくハンドボールを
体験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）

〒 141-8510　品川区西五反田2-11-8
TEL 03-6431-1810　FAX 03-6431-1851
https://ghd.gakken.co.jp/
■担　　当：CSR推進室 
■事業内容 ：昭和21年に創業。平成20年に品川区西五反

田に本社を移転。出版、教室・塾、高齢者福
祉、子育て支援など多岐にわたる事業を展開
しています。

教育、福祉、環境の 3分野で活動
学研グループは①教育②福祉③環境の 3 分野を地域貢献の柱に据えています。
①教育分野では品川区や大田区の小学生を招待した「キッズフェスティバル」で
プログラミングイベントを開催しました。②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、品川区在住で障がいのある方の雇用、品川ボランティア
センターへ使用済み切手の寄付、③環境分野では省エネ活動、ごみの減量化・資
源化活動などに積極的に取り組んでいます。

ハンドボールイベント開催

大崎電気工業株式会社大崎電気工業株式会社 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

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。

〒 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CSR推進部CSR推進課
■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

中高生向け企業訪問プログラム
当社ではキャリア教育の一環として中高生向けに企業訪問の
受け入れを行っています。
IT を身近に感じていただくためのプログラミング体験や将来
の職業観を育むための社員との交流、フロア見学を行ってい
ます。

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
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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
TEL 03-5471-1394　FAX 03-5471-0470
http://www.isuzu.co.jp
■担　　当：コーポレートコミュニケーション部
　　　　　　CSR環境推進グループ
■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。

｢ものづくり体験ワークショップ｣を開催
「ものづくり」の楽しさと大切さを子ども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どもたちにわかりやす
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。

イオンリテール株式会社イオンリテール株式会社

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、お客さまの便利で快適
な暮らしに貢献することを目指しています。

①毎月 11 日のイオン・デーで「地域の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。店舗外周や近隣地域の清掃活動を行なっ
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。

⑤ペットボトルキャップや紙パック・食品トレー・アルミ缶などの回収ボックスを設置し、お
客さまにリサイクルのご協力を呼びかけています。

朝当番制活動（清掃活動）

〒 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。

〒 142-8511　品川区戸越6-5-5
TEL 03-3785-1111　FAX 03-3785-1273
http://www.smk.co.jp/
■担　　当：総務部　施設管理課 
■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。

「環境保全活動の紹介とものづくり教室」開催
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、品川区内の小学校でウィルチェアー
ラグビー体験イベントの開催、しながわ花海道での美化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
幹事
企業

幹事
企業

幹事
企業池田印刷株式会社池田印刷株式会社

〒 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　総務課 
■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 × ハンドボール スペシャルイベント」が平成 30 年 8 月 4 日（土）、品川
区立総合体育館で開催されました。（※同体育館は、館内の一部が東京 2020 大
会「ハンドボール」の公式練習会場として使用されることが決定しています）
イベントには、当社の所属チーム「OSAKI OSOL」選手らが参加。講習会では競
技経験の有無に関わらず、子どもから大人まで、参加者は楽しくハンドボールを
体験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）

〒 141-8510　品川区西五反田2-11-8
TEL 03-6431-1810　FAX 03-6431-1851
https://ghd.gakken.co.jp/
■担　　当：CSR推進室 
■事業内容 ：昭和21年に創業。平成20年に品川区西五反

田に本社を移転。出版、教室・塾、高齢者福
祉、子育て支援など多岐にわたる事業を展開
しています。

教育、福祉、環境の 3分野で活動
学研グループは①教育②福祉③環境の 3 分野を地域貢献の柱に据えています。
①教育分野では品川区や大田区の小学生を招待した「キッズフェスティバル」で
プログラミングイベントを開催しました。②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、品川区在住で障がいのある方の雇用、品川ボランティア
センターへ使用済み切手の寄付、③環境分野では省エネ活動、ごみの減量化・資
源化活動などに積極的に取り組んでいます。

ハンドボールイベント開催

大崎電気工業株式会社大崎電気工業株式会社 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

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。

〒 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CSR推進部CSR推進課
■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

中高生向け企業訪問プログラム
当社ではキャリア教育の一環として中高生向けに企業訪問の
受け入れを行っています。
IT を身近に感じていただくためのプログラミング体験や将来
の職業観を育むための社員との交流、フロア見学を行ってい
ます。

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
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