株式会社キューブシステム
〒 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：CSR推進室
■事業内容：システム化のご提案から開発、保守、運用まで
すべてをサポートする「システムソリューショ
ン・サービス」を提供いたします。

黒田電気株式会社
〒 140-0013 品川区南大井5-17-9
TEL 03-5764-5500 FAX 03-5764-1500
http://www.kuroda-electric.co.jp/
■担
当：総務部
■事業内容：グローバル戦略を推し進め、メーカー機能を
備えた独立系エレクトニクス商社

次世代育成支援
訪問を希望する生徒の受け入れを継続的に実施しております。
会社紹介や職場見学を通じて IT について知ってもらったり、海
外子会社と TV 会議を実施し、異文化コミュニケーションも体験
いただきました。
また他に
「次世代育成支援」
として、東洋大学の寄付講座を開設し
IT に関する講義を行うことで、学生に IT の知見を高める活動を
行っております。
当社はこれからも、これらの活動を通じ
「次世代育成支援」
を行っ
て参ります。

光陽産業株式会社
〒 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・特殊冶具等の設計、製作、施工管理。

バスケットボールクリニック
当社は、地域貢献活動の一環として、品川区におけるスポーツ
振興に寄与する為、区内の小学生以上を対象とした「バスケッ
トボールクリニック（技術指導）
」を実施しています。社会人地
域リーグ関東リーグ1部に所属するバスケットボール部（チーム
名：黒田電気Bullet Spirits）の現役選手が、小学生以上の子ど
もたちにバスケットボールの楽しさや素晴らしさを体験しても
らうための活動を行っているものです。

コベルコ建機株式会社
〒 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.kobelco-kenki.co.jp/
■担
当：総務部CSR推進グループ
■事業内容：建設機械、運搬機械の製造、販売並びにサー
ビス

災害に強いまちづくり活動
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ィ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。
当社所在地周辺は木密地域で、防災上
極めて危険な地域です。
本年も品川区・消防署・消防団のご指導
の下で各町会、企業と共催で防災フェアを実施します。
各種貢献
活動を実施しておりますが、本年も
「防災」
を重点に貢献活動を頑
張って参ります。
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恒例の「しながわ夢さん橋」に今年も参加！
地域住民やお店、企業がひとつになって盛り上がる秋の風物詩イ
ベント「しながわ夢さん橋」が今年も開催されました。
弊社は今年
で 13 回目の参加となり、ミニショベルの乗車体験や写真撮影、
ショベル＆クレーンのぬり絵やピンポンゲームなどを実施。
天気
もよく、
多くのお客様に来場いただきました！

さわやか信用金庫
〒 144-0047 大田区萩中 2-2-1
TEL 03-3742-0624 FAX 03-3742-0723
http://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。

三和テッキ株式会社
〒 140-8669 品川区南品川6-4-6
TEL 03-3474-4111 FAX 03-3474-4152
http://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
地元小･中学校の職場訪問・教育活動
当金庫の営業店では、小学生の職場訪問を通じた校外学習の場を
提供しております。
また、高齢者に対する見守り活動の実施や、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。

株式会社JTB
〒 140-8602 品川区東品川2-3-11
TEL 03-5796-5876 FAX 03-5796-5848
https://www.jtbcorp.jp/
■担
当：総務部 広報チーム
■事業内容：地球を舞台にあらゆる交流を創造し、お客様
の感動・共感を呼び起こす「交流創造事業」
を掲げ、皆様から信頼される企業を目指して
参ります。

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協力する「しながわ職場歩き」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。

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
http://www.jsbank.co.jp
■担
当：企画部 社会貢献室
■事業内容：当金庫は、「人を大切にする」「思いやりを
大切にする」という信用金庫の原点を貫い
て、金融業務のみならず、地域行事への参
加、社会福祉施設の支援等の社会貢献に取
組んでいます。

子ども金融教室の開催
ＪＴＢ地球いきいきプロジェクト
ＪＴＢ地球いきいきプロジェクトは、お客様や地域の皆様とＪＴＢ
グループ社員が一緒になり、
元気な未来を創造していく活動です。
環境美化や清掃活動など様々な活動を通じて、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。

当金庫は、地域の方々を守り、地域の発展に奉仕する
「社会貢献企
業」を目指しており、社会貢献活動を最も大切な仕事の一つとし
て位置づけています。
（具体的な活動）
品川ビジネスコンテストへの後援、しながわ職場歩
き、しながわ寺子屋への協力や、中学校での金融に関する出張授業
を実施。
そのほか、区内 7 店舗による、各地町会等の例大祭やフェス
ティバルへの協力・参加、清掃活動・交通安全運動への協力、
「夏休
み子ども金融教室」
開催など、
様々な地域貢献活動を行っています。
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スリーエムジャパン株式会社
〒 141-8684 品川区北品川6-7-29
幹事
TEL 03-6409-3800 FAX 03-6409-5801
企業
http://www.mmm.co.jp/
■担
当：総務部
■事業内容：スリーエムジャパングループは産業関連全般
から生活関連に至るまで、幅広い分野で日本
市場やお客様のニーズに応え、課題を解決す
る製品やサービスをお届しています。

3M ウィザード プログラム
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。昨年の品川本社の活動は、近隣の小学校 6 年生 2
クラスを対象に、
「摩擦の科学」をテーマにして、身近に存在する摩擦力
の説明や素材の違いによる摩擦力を体感する授業を、出張授業（Visiting
Wizard）として実施しました。

相鉄グランドフレッサ品川シーサイド
（株式会社相鉄ホテルマネジメント）
〒 140-0002 品川区東品川4-12-8
TEL 03-6890-2005 FAX 03-6890-2007
https://fresa-inn.jp/shinagawaseaside/
■担
当：宿泊予約・経理部門
■事業内容：2019年2月26日ホテルサンルート品川シーサ
イドは「相鉄グランドフレッサ品川シーサイ
ド」へホテル名称変更いたします。お客様に
は大変ご迷惑をお掛けいたしますが、引続き
ご愛顧のほど宜しくお願いいたします。

セメダイン株式会社
〒 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
http://www.cemedine.co.jp/
■担
当：人事総務部 総務課
■事業内容：接着剤・シーリング材･粘着材・特殊と量・コー
ティング材およびその加工品などの製造販売

しながわ職場歩き
地域貢献活動の一環として、2018 年９月 10 日に
「2018 年度しな
がわ職場歩き」
（協力：未来協育推進機構）を当社大崎事業所にて
開催いたしました。
同事業所が所在する品川区の中学生６名の生
徒さんを迎え入れ、働く意義などをテーマに、当社若手社員とディ
スカッションを実施いたしました。
生徒さんに「将来の自身のあり
方」
を考えていただくとともに、具体的な職業観を養っていただく
場を提供できたと思います。

ソーバル株式会社
〒 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：総務部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。

品川区主催のイベントにボランティア参加
東海中学校

職場体験学習受け入れ

毎年 1 月に東海中学校様の職場体験学習を受け入れ、ベッドメイ
ク体験や生徒さんからのホテル業務等に関する質疑応答を行っ
ております。
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ソーバルは、品川区主催の『ふくしまつり 2018＆障害者スポーツ
チャレンジデー』
、
『スポーツフェスタ OZ（オズ）
』などのボラン
ティア活動を通じて、
地域の活動を支援しております。

