日本ペイント・オートモーティブ
コーティングス株式会社
幹事

〒 140-8675 品川区南品川4-1-15
企業
TEL 03-3740-1126 FAX 03-3740-1192
http://www.nipponpaint-automotive.com/
■担
当：東京事業所
■事業内容：日本初の塗料メーカーとして1881年に創業した日本ペイント

ホールディングスグループ。以来130年以上にわたり、技術力
を磨きながら事業領域を拡大してきました。お客さまのご要望
に合わせた「塗料」だけでなく、それを効率的かつ高品質に
「塗装」していただくための設備、塗装の前工程として素材に
機能性を持たせる「表面処理」まで。当社グループは、国内で
唯一、塗料と表面処理を総合的に扱うメーカーとして、幅広い
技術・サービスをワンストップで提供しています。

区立小学校の塗装ボランティア
2018 年度は、区立第二延山小学校で塗装ボランティアを行いました。
塗装当日
は晴天に恵まれ、同校が創立 90 周年を迎える前に、雲梯をはじめとした遊具全
般を塗装する事が出来ました。
きれいになった遊具を見て喜んでくれる子ども
たちの姿を想像すると、私たちボランティアも嬉しくなります。
学校長、副校長
先生も見学に来られ、
大変喜んでいただけました。
弊社は塗装ボランティアをはじめ、小中学校の校外学習の支援、地域清掃活動等
への参画を通じて、
これからも地域社会への貢献活動を続けてまいります。

ニューオータニイン東京
（ＨＲＴニューオータニ株式会社）
〒 141-0032 品川区大崎1-6-2
TEL 03-3779-9111 FAX 03-3779-9182
http://www.newotani.co.jp/inntokyo/
■担
当 ：業務管理室
■事業内容 ：私どもはニューオータニグループの一員とし
て、ホテルとレストランを運営するほか、ホ
テルＰＢ商品の販売等を行っております。

しながわ寺子屋
ニューオータニイン東京では、2011 年から区内の中学校を対象とした「しな
がわ寺子屋」に協力しています。クイズ形式でホテルの概要等を説明したりす
ることで、仕事を通じての社会貢献や学びについてお話ししています。生徒た
ちの身近であるサービス業の現場の話を通して、今後の進路や職業観に繋げ
ていけるように今後も活動に取り組んで参ります。また「しながわ職場歩き」
の受け入れも行っております。

日本航空株式会社
〒 140-8637 品川区東品川2-4-11 野村不動産天王洲ビル
TEL 03-5460-3104 FAX 03-5460-3107
http://www.jal.co.jp/
■担
当：コーポレートブランド推進部
シチズンシップグループ
■事業内容：JALグループは航空運送事業を中心に、多数
の事業を展開しており、今後も日本のおもて
なしを世界の空にお届けしてまいります。

次世代育成プログラム「空育」
『飛行機を通じて「自分」の未来を考える』
『交流を通じて「日本・世界」の未来
を考える』
『飛行機を通じて「自分の未来を考える』
『環境・宇宙を通じて「地球」
の未来を考える』をテーマに、
「お仕事講座」
「そらエコ教室」
「JAL 折り紙ヒコー
キ教室」など JAL らしい体験型プログラムを複数ご用意しております。空のす
ばらしさに触れることで、新たな発見や学びを得て未来を考える機会を日本
全国の学校、海外の日本人学校などで提供しています。

ネットワンシステムズ株式会社
ネットワンシステムズ株式会社
〒 140-8621 品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー
TEL 03-6433-1721 FAX 03-6433-1710
http://www.netone.co.jp
http://www.netone.co.jp/
■担
当：管理本部 法務・CSR室
■事業内容：最先端技術を取り入れた情報インフラ構築と
それらに関連したサービスの提供や、戦略的
なICT利活用を実現するノウハウを提供して
います。

心豊かな地域社会実現のための活動展開
品川区内の社会福祉法人や NPO のご協力のもと、
チャリティ販売会など社内イ
ベントの開催や、物品の寄贈、社員へのボランティア活動支援など、年間を通し
て多様な取り組みを実施しています。
また、次世代を担う子ども達の育成支援と
して「しながわ職場歩き」への参加や、全国から中学生の企業訪問を受け入れて
おります。
テレビ会議体験などを通して ICT に触れて頂いたり、将来に向けた
キャリア教育をサポートしております。
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株式会社バルカー
野村不動産アーバンネット株式会社
本社：〒163-0576 新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル
品川五反田センター：〒141-0031 品川区西五反田1-1-8 ＮＭＦ五反田駅前ビル5F
TEL 03-3492-5101
大井町センター：〒140-0014 品川区大井1-10-3 ＹＫビル7F
TEL 03-5743-6571
旗の台センター：〒142-0064 品川区旗の台2-8-9 三井生命旗の台ビル6F
TEL 03-5498-7962

〒 141-6024 品川区大崎2-1-1 ThinkParkTower24階
TEL 03-5434-7370 FAX 03-5436-0560
http://www.valqua.co.jp
■担
当 ：総務人事部 総務企画チーム
■事業内容 ：産業機器、化学、機械、エネルギー、通信機器、
半導体、自動車、宇宙・航空産業等、あらゆ
る産業向けにファイバー、ふっ素樹脂、高機
能ゴム等各種素材製品の設計、製造、加工、
販売

http://www.nomura-un.co.jp/
■担
当 ：流通事業本部営業企画部企画課
■事業内容：個人・法人の不動産に関する売買・資産相続サポート

高齢者等地域見守りネットワーク事業
野村の仲介＋(PLUS)「品川五反田センター」
「大井町センター」
「旗の台セ
ンター」
は、
「高齢者等地域見守りネットワーク事業」
に参画しています。
当社のお客様にはご高齢の方も多くいらっしゃいますので、お客様訪問の
際に「新聞や郵便物がたまっている」
「ＴＶの音がするのに応答がない」な
どの異変を察知した際は、
すぐに区に通報し適切な対応につなげます。
日々の業務を通じて見守り活動を積極的に行い、品川区の目指す「いつま
でも安心して暮らし続けられる地域社会」
の実現に寄与し、また、地域の皆
様への社会貢献活動の場にも積極的に参加してまいります。

良き企業市民でありたいとの思いでバルカーグループでは「地域
社会に対する感謝の日」
を定め、国内外の全事業所が、清掃活動や
福祉施設支援活動、エコキャップ活動など、地域に根ざしたボラ
ンティア活動を行っています。
大崎事業所では大崎駅周辺まち運
営委員会が年に 2 回主催する地域美化活動「お花いっぱい大崎」
に参画。
従業員と家族が大崎駅周辺の花壇に花を植えました。
今
後も地域社会への貢献活動を進めてまいります。

株式会社日立システムズ

株式会社日立ソリューションズ

〒 141-8672 品川区大崎1-2-1
TEL 03-5435-7779 FAX 03-3495-6843
http://www.hitachi-systems.com
■担
当：サスティナビリティ・リスクマネジメント本部
コーポレート・コミュニケーション部
■事業内容：人とITのチカラを結集した真のワンストップ
サービスで、お客さまのデジタライゼーション
に貢献し、ビジネスの発展・変革を支えます。

〒140-0002

「人を育み、未来を繋ぐ」社会貢献活動の展開
本社での中高生の企業訪問の受け入れや IT 教室の開催、地域活
性化を目的とした「湘南国際マラソン」
「目黒川イルミネーショ
ン」
協賛、月例オフィス周辺清掃活動を実施しています。
また、事
業を通じた社会課題の解決に取り組む一方、未来を担う若年層人
財の育成を柱に日立システムズホール仙台での復興支援イベン
ト
「希望の響きシリーズ」
を展開しています。
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地域社会に対する感謝の日：「お花いっぱい大崎」への参画

品川区東品川4-12-7
日立ソリューションズタワーA
TEL 03-5780-2111 FAX 03-5780-7516
http://www.hitachi-solutions.co.jp/
■担
当：人事総務本部 総務部 総務グループ
■事業内容：日立ソリューションズは、お客様の経営課題解
決に向け、ITを通じたソリューションを提供し
ています。

企業訪問学習の受け入れに対応
社会貢献活動の一環として、中学生や高校生による企業訪問を広
く全国から受け入れています。
実際の職場見学に加え、情報サービス業としての当社の概要を
IT の進化の歴史やより良い暮らしに向けたグループ全体の取り
組みを交えて紹介するとともに、学生との質疑応答を通じて企業
で働くことの喜びややりがいなどを伝えています。

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
〒 140-0002

品川区東品川4-12-6
（日立ソリューションズタワー B）
TEL 03-5780-6111 FAX 03-5780-7630
http://www.hitachi-solutions-create.co.jp/
■担
当 ：法務・コンプライアンス部 広報・CSR グループ
■事業内容 ：・システム構築、運用、保守、コンサルテーション
・ソフトウェアパッケージの開発、販売
・各種ソフトウェアの受託開発・情報処理
サービス
・情報処理機器の販売、保守

企業訪問受け入れ
当社では、次世代を担う学生の育成を目的として、訪問を希望する学生の受け入
れを 2014 年より実施しています。
「社会人とは何か」
というテーマをもとに、参
加型のプログラムとして名刺交換体験やワークショップ、若手社員の講話、職場
見学、
当社製品操作体験などを行っていただきます。
体験を通じて、
「働くことが楽しそうに思えた」
「学生時代の経験が活かされると
感じた」
「協力し合う事やコミュニケーションが大切だと思った」などの感想が
よせられました。
当社は今後も、
学校教育の一助となる活動を継続して取り組んでまいります。

富士電機株式会社
〒 141-0032 品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-5435-7211 FAX 03-5435-7489
https://www.fujielectric.co.jp/
■担
当：総務部本社人事課
■事業内容：富士電機は、エネルギー・環境技術をコアに、
「パワエレシステム」
「
、発電」
「
、電子デバイス」
「食
品流通」の事業で企業活動を展開し、安全・安
心で持続可能な社会の実現に貢献しています。

次世代育成支援活動
富士電機では、科学技術の素晴らしさやものつくりの大切さを伝
えるとともに、社会でどのように役立っているかを子どもたちに
伝えていくため、社員が講師やサポートを担当して、小中学生向
けの「理科教室」や教員向けの「理科実技研修」
、各工場では「職場
体験・工場見学」などの活動に積極的に取り組んでいます。
品川
区内においては、教育支援活動に参画し、小学校向けの理科出前
授業に取り組んでまいります。

株式会社
フォーカスシステムズ

幹事
企業

〒 141-0022 品川区東五反田2-7-8
TEL 03-5421-7777 FAX 03-5421-3201
http://www.focus-s.com/
■担
当：管理本部 総務部 CSR推進事務局
■事業内容：当社は、1977 年に独立系の Sier として設立し、
公共・通信・情報セキュリティ等社会性の高い
分野で事業を行って参りました。
設立から 40
周年を迎え、今後も社会から信頼される企業を
目指しより一層努力して参ります。

未来のより良い環境作りに貢献
当社は、社会貢献活動の一環として以下の様々な施策を通し、地域に貢献できる
企業の実現を目指しております。
①次世代認定マーク
『くるみん』
や
『えるぼし』
等の認定取得
②農業を通じた障害者の活躍支援・広報紙の発行
③各地域で実施されている清掃活動への参加
④省エネ、
省資源、
廃棄物削減等各種環境への取組み

株式会社ブロードリーフ
〒 140-0002 品川区東品川4-13-14 グラスキューブ品川8F
TEL 03-5781-3100（代） FAX 03-5781-3001
http://www.broadleaf.co.jp/
■担
当：IR・広報室
■事業内容：業種特化型業務システムと長年培った自動車
関連データを活用したさまざまなITサービス
を提供しています。

次世代を担う子どもたちへの支援活動
これから未来を創る子ども達が、社会とともに健やかに成長していけるよう
さまざまな支援活動を行っています。演じる子どもたちと、観覧する子どもた
ちがミュージカルを通じていのちや環境の大切さとはいったい何かを考え、
豊かな心を育んで欲しいと、創業より継続してキッズミュージカルへの協賛
を続けています。また、IT 社会に欠かせない人材の育成と輩出を願い、小学生
向けプログラミング教室を開催し、品川区をはじめとする都内の小学生に子
ども向けプログラミングツールを使い、プログラミング・コンピューターの
楽しさを伝える活動を行っています。
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