
〒 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。

〒 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
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。

セメダイン株式会社セメダイン株式会社

ソーバル株式会社ソーバル株式会社

〒 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。

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。

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）
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）

〒 141-8684　品川区北品川6-7-29
TEL 03-6409-3800　FAX 03-6409-5801
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。

スリーエムジャパン株式会社スリーエムジャパン株式会社
幹事
企業

ソニー株式会社ソニー株式会社
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

（主な都内事業所のみ）
TEL 03-6748-2111　FAX 03-6748-2244
ソニー グループポータルサイト  http://www.sony.co.jp/
CSR・環境・社会貢献  http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/
■担　　当 ：総務センター東京サイト総務室　／　広報・CSR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・サイエンスプログラム
ソニーは、科学教育活動「ソニー・サイエンスプログラム」を通じて、未来を生き
る子どもたちが、科学のチカラを応用し、よりよい社会を創っていくための力を
つける「きっかけ」となる体験を提供しています。
近年注目されている STEAM 教育※の大切さにも着目し、ソニーの製品・サー
ビスを活用して子どもたちがプログラミングの楽しさや面白さを体験できる機
会を創出しています。
※STEAM は、Science（科学）、 Technology（技術）、 Engineering（工学）、Art（芸

術）、Mathematics（数学）の略。

〒 140-8515　品川区大井1-47-1
TEL 03-5742-7301　FAX 03-5742-4551
http://www.taisei-oncho.co.jp/
■担　　当：総合企画室　広報課
■事業内容 ：品川区大井に本社を置く空気調和、給排水衛

生、電気等の設計監理、工事施工を行う総合設
備工事会社です。

スポーツ振興と社会貢献
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。
最近の主な活動としては、2020 年東京オリンピックにおいて品川区がビーチバ
レーボール競技の会場となることから、地元企業としてビーチバレーボール競
技振興に力を入れております。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、2018 年度はトップスポンサーとして
全国各地で行われた全 6 戦の後援を行いました。 他にも男子ビーチバレーボー
ル選手への後援や、バスケットボールチームへの支援などの各種スポーツ振興
活動、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。

大成温調株式会社大成温調株式会社幹事
企業

〒 141-0031　品川区西五反田2-10-2
TEL 03-3491-3711　FAX 03-3779-6939
http://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30億円（平成30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

地域イベント等への協力・環境保全活動の推進
大成祭典では、地域イベント等への協力及び環境保全活動に関する支援をさせ
ていただいております。
・ 地域イベントについては、「品川区民まつり」や「しながわ宿場まつり」そ

の他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。
また、「しながわ職場歩き」にも参加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　

〒 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。

sing for smile プロジェクト
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。

株式会社第一興商株式会社第一興商大成祭典株式会社大成祭典株式会社
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〒 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

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。

〒 140-8617　品川区東品川2-2-24
TEL 03-5460-6276　FAX 03-5460-6251
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、科学とテクノ

ロジーの知見を基に、人類の進歩に不可欠な
第一級の素材科学ソリューションの開発に取
り組む企業です。

サステナブルな社会への貢献
ダウは、よりサステナブルな社会を築いていくため、「2025年サ
ステナビリティー・ゴール（持続可能性目標）」と呼ぶ、1995年以
来、第三段階目となる数値目標を掲げ、世界中のパートナーと共
に意欲的な取り組みを行っています。海洋ごみの清掃活動や、オ
リンピックと科学を交えた教育プログラムの提供、また品川区に
おいては、地域の特別支援学校に就業体験を提供するなど、従業
員参加型の貢献活動に取り組んでいます。

ダウ・ケミカル日本株式会社ダウ・ケミカル日本株式会社大日本印刷株式会社大日本印刷株式会社

〒 140-0002　品川区東品川2-3-15
TEL 03-5460-4411　FAX 03-5460-4482
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtseafort/
■担　　当：総支配人室
■事業内容 ："TOKYO ISLAND RESORT"をコンセプトと

する第一ホテル東京シーフォートは、天王洲
アイルに開業して、27年目を迎えています。
これからも、地元の皆様に愛されるホテルを
目指します。

品川区内学校の職場体験受け入れ
品川区内の、主に中学校数校より、生徒の皆様の職場体験を受け
入れさせていただいています。
フロント、レストランサービス、客室メイク等の業務を通して、働
くことの意義、社会人・企業人としてのマナーや、お客様から感
謝されることの喜びをお伝えしたいと思っています。

〒 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：研究開発総務部　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

良き企業市民として地域との共生
第一三共では、『第一三共らしい社会貢献活動の実施～いのちや
科学への貢献を通じて希望をつくる～』というスローガンのもと
『社会貢献活動基本方針』を定めています。
当品川事業所では、学術・研究(医薬・薬学）の発展に関与する
取り組みや環境負荷の低減など、自然といのちに関わる取り組み
を積極的に推進しています。
具体的な取り組みとしては、休憩時間を使った事業所周辺の定期
的な清掃美化活動や、青少年の「理科離れ」対策として品川区内に
ある近隣の高校生徒を対象に「科学・薬学セミナー」を毎年開催し
ています。

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

第一ホテル東京シーフォート
（株式会社阪急阪神ホテルズ）
第一ホテル東京シーフォート
（株式会社阪急阪神ホテルズ）

〒 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

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。

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

寺田倉庫寺田倉庫
〒 140-0002　品川区東品川2-6-10
TEL 03-5479-1608　
https://www.terrada.co.jp/ja/
■担　　当：総務グループ
■事業内容 ：美術品、ワイン、メディア等の専門性の高い

商品の保存保管を行っております。
世界遺産、正倉院の「蔵」をお手本として価値
を未来へと受け継いでまいります。

「水辺とアートの街」天王洲をめざして
水辺とアートの街を目指した取り組みとして、地域と連携しな
がら様々なイベントを開催しています。週末にはマルシェやワー
クショップ、平日はフードコートを設置し、働く人、近隣にお
住まいの方向けに気持ちの良い水辺空間で過ごしていただく機
会を提供しています。2018 年 12 月より運河のシンボルでもあ
る T-LOTUS のライトアップも実施しており、都内随一の美し
い水辺空間を創り出しています。

〒 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
■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

出前授業を通じて環境、衛生を教育
東京サラヤは、本社所在地である品川区を中心に出前授業を行っております。授
業を通じ環境保全や健康を守る上での感染予防の一つとして衛生手洗いの大切
さを子どもたちに教えております。また品川区や地元協議会と協働しイベント
等に参加させていただいております。本社花壇は昆虫たちの食草園を兼ねた草
花を中心に年中花を絶やさぬよう植えており、生物多様性と地域の景観造りに
貢献しております。今後も環境、衛生、健康に貢献するサラヤを理念に努めてま
いります。

幹事
企業

東京サラヤ株式会社東京サラヤ株式会社

〒 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 ：総合卸売りセンター、複合商業施設、オフィ

スビル、催事・コンベンションホール、温浴
施設・フィットネスクラブ等の企画・開発・
運営を、五反田・浅草・大崎・有明等にて手
がけております（東証１部上場）。 

地域社会交流・教育イベントの開催等
「社会に役立つ企業」との企業理念のもと、地域に密着したＣＳＲ活動を継
続しております。その一環としての周辺地域の歩道の清掃、或いは、お正月
やお雛祭りの頃の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。 また、区内
服飾学校の作品展示会・ファッションショーの開催、区内小学校の卸売り
業・物流業についての社会科見学などに本社ビルの会場をご提供し、こど
もたちや若者たちの未来のために、教育現場と実社会との橋渡しにも注力
いたしております。今後もＣＳＲ貢献を拡げていけるよう努力してまいり
ますので宜しくお願い致します。

株式会社テーオーシー株式会社テーオーシー
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〒 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

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。

〒 140-8617　品川区東品川2-2-24
TEL 03-5460-6276　FAX 03-5460-6251
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、科学とテクノ

ロジーの知見を基に、人類の進歩に不可欠な
第一級の素材科学ソリューションの開発に取
り組む企業です。

サステナブルな社会への貢献
ダウは、よりサステナブルな社会を築いていくため、「2025年サ
ステナビリティー・ゴール（持続可能性目標）」と呼ぶ、1995年以
来、第三段階目となる数値目標を掲げ、世界中のパートナーと共
に意欲的な取り組みを行っています。海洋ごみの清掃活動や、オ
リンピックと科学を交えた教育プログラムの提供、また品川区に
おいては、地域の特別支援学校に就業体験を提供するなど、従業
員参加型の貢献活動に取り組んでいます。

ダウ・ケミカル日本株式会社ダウ・ケミカル日本株式会社大日本印刷株式会社大日本印刷株式会社

〒 140-0002　品川区東品川2-3-15
TEL 03-5460-4411　FAX 03-5460-4482
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/dhtseafort/
■担　　当：総支配人室
■事業内容 ："TOKYO ISLAND RESORT"をコンセプトと

する第一ホテル東京シーフォートは、天王洲
アイルに開業して、27年目を迎えています。
これからも、地元の皆様に愛されるホテルを
目指します。

品川区内学校の職場体験受け入れ
品川区内の、主に中学校数校より、生徒の皆様の職場体験を受け
入れさせていただいています。
フロント、レストランサービス、客室メイク等の業務を通して、働
くことの意義、社会人・企業人としてのマナーや、お客様から感
謝されることの喜びをお伝えしたいと思っています。

〒 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：研究開発総務部　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

良き企業市民として地域との共生
第一三共では、『第一三共らしい社会貢献活動の実施～いのちや
科学への貢献を通じて希望をつくる～』というスローガンのもと
『社会貢献活動基本方針』を定めています。
当品川事業所では、学術・研究(医薬・薬学）の発展に関与する
取り組みや環境負荷の低減など、自然といのちに関わる取り組み
を積極的に推進しています。
具体的な取り組みとしては、休憩時間を使った事業所周辺の定期
的な清掃美化活動や、青少年の「理科離れ」対策として品川区内に
ある近隣の高校生徒を対象に「科学・薬学セミナー」を毎年開催し
ています。

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

第一ホテル東京シーフォート
（株式会社阪急阪神ホテルズ）
第一ホテル東京シーフォート
（株式会社阪急阪神ホテルズ）

〒 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

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。

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

寺田倉庫寺田倉庫
〒 140-0002　品川区東品川2-6-10
TEL 03-5479-1608　
https://www.terrada.co.jp/ja/
■担　　当：総務グループ
■事業内容 ：美術品、ワイン、メディア等の専門性の高い

商品の保存保管を行っております。
世界遺産、正倉院の「蔵」をお手本として価値
を未来へと受け継いでまいります。

「水辺とアートの街」天王洲をめざして
水辺とアートの街を目指した取り組みとして、地域と連携しな
がら様々なイベントを開催しています。週末にはマルシェやワー
クショップ、平日はフードコートを設置し、働く人、近隣にお
住まいの方向けに気持ちの良い水辺空間で過ごしていただく機
会を提供しています。2018 年 12 月より運河のシンボルでもあ
る T-LOTUS のライトアップも実施しており、都内随一の美し
い水辺空間を創り出しています。

〒 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
■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

出前授業を通じて環境、衛生を教育
東京サラヤは、本社所在地である品川区を中心に出前授業を行っております。授
業を通じ環境保全や健康を守る上での感染予防の一つとして衛生手洗いの大切
さを子どもたちに教えております。また品川区や地元協議会と協働しイベント
等に参加させていただいております。本社花壇は昆虫たちの食草園を兼ねた草
花を中心に年中花を絶やさぬよう植えており、生物多様性と地域の景観造りに
貢献しております。今後も環境、衛生、健康に貢献するサラヤを理念に努めてま
いります。

幹事
企業

東京サラヤ株式会社東京サラヤ株式会社

〒 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 ：総合卸売りセンター、複合商業施設、オフィ

スビル、催事・コンベンションホール、温浴
施設・フィットネスクラブ等の企画・開発・
運営を、五反田・浅草・大崎・有明等にて手
がけております（東証１部上場）。 

地域社会交流・教育イベントの開催等
「社会に役立つ企業」との企業理念のもと、地域に密着したＣＳＲ活動を継
続しております。その一環としての周辺地域の歩道の清掃、或いは、お正月
やお雛祭りの頃の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。 また、区内
服飾学校の作品展示会・ファッションショーの開催、区内小学校の卸売り
業・物流業についての社会科見学などに本社ビルの会場をご提供し、こど
もたちや若者たちの未来のために、教育現場と実社会との橋渡しにも注力
いたしております。今後もＣＳＲ貢献を拡げていけるよう努力してまいり
ますので宜しくお願い致します。
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