東京都競馬株式会社
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

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）
〒 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。

地域イベントへの参加とご支援
馬との触れ合い事業
大井競馬場にて年に一度、近隣の小学校・特別支援学校・ろう学校の生徒の皆
様を招待し、
「馬との触れ合い事業」
を行っています。
馬車の体験、ポニー乗馬、ミニチュアホースとの触れ合いなどを通じて、動物を
愛しむ心の醸成や日常できない体験から新たな発見をしてもらえることを期待
しております。

東芝エレベータ株式会社 東京支社

東芝テック株式会社

〒 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。

〒 141-8562

地域清掃活動
エレベーター、エスカレーター等の昇降機事業を通じて社会貢献
を目指す当社は、共に地球に生きる
「企業市民」
として社会の発展
に積極的に貢献していきたいと考えています。
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。
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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。
これからもしながわ宿場まつり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。

品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウエストタワー
TEL 03-6830-9129 FAX 03-6684-4001
http://www.toshibatec.co.jp/
■担
当 ：総務部CSR推進センター
■事業内容 ：POS システムやデジタル複合機
（MFP）
、RFID
システムやラベルプリンタ、インクジェット
ヘッド等、店舗や工場、オフィスなどにおいて、
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。

東芝テック社会貢献基金による寄付
東芝テックグループは、経営理念
「私たちの約束」
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等の寄付、カレンダーや使用
済切手の寄付、清掃美化活動等の活動を行っています。
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。

Toyoko Inn International Limited
株式会社東横INN 品川港南口天王洲アイル

東洋製罐グループ
ホールディングス株式会社
〒 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 03-4514-2303 FAX 03-3280-8111
https://ssl.tskg-hd.com/
■担
当：CSR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。

〒 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270店舗
ビジネスホテル

100万人のクラシックライブ＠東横INN
小学校卒業記念製作に協力
東洋製罐グループは地域社会との共生を目指して、地域での交流を大切にし、積
極的に地域学校協働活動に協力しています。
近隣学校の６年生向けに、卒業記念としてタイムカプセル缶作りを行いました。
こ
ちらは容器製造のノウハウを活かして、子ども達の未来を応援する活動となりまし
た。
「大人になって同窓会で開ける！」
と子ども達も先生も盛り上がっていました。
他にも社会科授業への協力や、
容器のエコを学ぶ出前授業も行っています。

株式会社トリドールホールディングス

幹事
企業

〒 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22階
TEL 03-5436-8836
http://www.toridoll.com/
■担
当 ： CSR 推進室
■事業内容 ：外食チェーンの経営（讃岐釡揚げうどん「丸
亀製麺」
、
焼鳥ファミリーダイニング「とりどー
る」
、醤油ラーメン専門店「長田本庄軒」など）

「親子うどん教室」を開催
トリドールグループは、人々の生活に欠かせない“食”を提供する企業として、
厳選された食材を用いた商品で健康に貢献し、食育を中心とした未来につな
がる社会貢献活動を行っています。
お子様向けの食育イベント「うどん教室」は年間 500 回以上開催。品川区では
区と連携し、ひとり親家庭のお子様とその保護者の方向けに、親子で一緒に過
ごす機会を提供する「親子うどん教室」を特別開催するなど、地域社会への貢
献も行っています。

東横 INN は地域貢献活動の一環として一般財団法人 100 万人のクラシック
ライブとコラボし、東京エリアで月 1 回ホテルロビーでクラシックライブを
実施しています。至近距離で演奏家の奏でる音楽の感動を地域の方々と共有
し、気軽にクラシックを楽しんで頂き、またご参加いただいた方たちと演奏家
に交流して頂くことで、コミュニティの活性化を図ること、さらに才能あふれ
る若手演奏家へ活動の場を提供することを目的としております。ロビーは無
料で提供し、来場者から頂いた入場料と寄付金は全額一般財団法人 100 万人
のクラシックライブに寄付しています。
今期はＨ31 年 2/14（木）バレンタインランチ クラシックライブを実施

株式会社ニコン
〒 140-8601 品川区大井1-6-3
TEL 03-3773-1191 FAX 03-3773-1992
http://www.nikon.co.jp/index.htm
■担
当：工務管理部 環境管理室
■事業内容：ニコンは、「光利用技術」と「精密加工技
術」を基礎として、多彩な技術・製品・サー
ビスを展開し、世界中の人々の生活、最先端
産業、人類の挑戦を支え続けます。

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。
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日産東京販売ホールディングス株式会社
東京日産自動車販売株式会社
日産プリンス東京販売株式会社
日産プリンス西東京販売株式会社
〒 141-8623 品川区西五反田4-32-1
TEL 03-5496-5224 FAX 03-5496-5071
https://www.nissan-tokyo-hd.co.jp/
■担
当：総務部
■事業内容：自動車販売、自動車部用品販売、自動車整備
等を行っています。

災害時における施設提供
品川区をはじめ都内に新車 118 店舗、中古車 24 店舗を展開する当社グループは、
全国トップクラスのディーラーとして、
地域の皆様にご愛顧頂いております。
また、品川区とは
「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、東京日産 新車のひろば目黒店（品川区西五反田。
山手通り沿い）
で災害時における帰宅困難者の受け入れを行います。
さらに、新車 118 店舗を全て
「災害時帰宅支援ステーション」
として提供する協
定を、
自動車ディーラーグループとして東京都と初めて締結しました。
そのネットワークを活かし、少しでもお困りの方のお役に立てればと考えてお
ります。

日鉄エンジニアリング株式会社
（旧 新日鉄住金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（旧 新日鐵住金）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。6つの事業
領域（製鉄プラント、環境・エネルギー、海洋鋼構造、建
築・鋼構造、新事業・新技術、パイプライン）において、長
年培ってきた設備技術や鋼構造技術をベースに、市場課題に
合致した新しい技術を創造し、豊富なノウハウを駆使してお
客様そして社会のニーズに応え続けてまいります。

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。

日本ハム株式会社
株式会社日本アクセス
〒 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
http://www.nippon-access.co.jp/
■担
当：広報・CSR推進室
■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

区立小学校への「食育」授業
食に携わる企業としての地域貢献、次世代育成として
「食」
についてのテーマを設
定し、学習と実習の
「食育」
の授業を実施しています。
食材の特徴・良さ、栄養素、調
理法などを学ぶことを通して子どもたちに多くのことを知ってもらうこと、食の
大切さ、楽しさを伝えることを目的としています。
子どもたちに豊かな経験をして
もらえたらと考えています。
他に、区内在住の方対象に
「親子クッキング教室」
、子ども食堂ネットワークを通じ
て食品提供の支援も行っています。
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〒 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：CSR推進部
■事業内容：ニッポンハムグループは、ハム・ソーセージを
はじめ、食肉、加工食品、水産物、乳製品、天
然系調味料、健康食品等の商品・サービスを通
して、社会の皆様に「食べる喜び」をお届けし
ています。

しながわ子ども食堂への支援
ニッポンハムグループは、企業理念の一つとして
「食べる喜び」
を
テーマに掲げ、食を通じて社会に貢献する様々な活動を行ってい
ます。
2018 年度、品川区が支援している
「子ども食堂」
の活動に共
感し、カレーや焼肉のたれ等の当社常温商品をご提供しました。
未来を担う子どもが安心して仲間と楽しく食事ができるよう、今
後も品川区と継続的に連携していきます。

