
〒141-8665　品川区大崎1-11-3
TEL 03-5487-0011　FAX 03-5487-0010
http://www.maedaroad.co.jp/
■担　　当：総務部
■事業内容 ：土木建築工事の請負、設計ならびに監督、土木

建築工事諸材料の製作販売等、前項に付帯関連
する一切の事業

献血活動
弊社では、社会貢献活動の一環として、東京都赤十字血液セン
ターにご協力をいただき、本店ビル前にて2018年 3月・7月と
2回にわたり献血活動を実施しました。
当社の社員だけではなく近隣の方を含む 67 名にご協力をいた
だきました。
今年が初めての試みですが、今後も継続的に実施し、地域社会に
貢献して参ります。

前田道路株式会社前田道路株式会社
〒 140-0001　品川区北品川2-27-8
TEL 03-3472-1441　FAX 03-3472-1469
http://misuzu-kogyo.flips.jp/
■担　　当 ：総務・経理部
■事業内容 ：弊社は昭和 50 年創業以来、産業廃棄物の収

集運搬業の収集運搬を軸に一般土木・機械土
木工事をこなし堅実に実績を重ね、お客様の
信頼を得てまいりました。安全を第一に社業
に励み、地域に貢献し続ける会社を目指して
おります。

地域環境美化活動
美鈴工業は地域に貢献を目指し、地域との交流を大切にしてい
ます。
月一回は社員が集まり、本社近くの公園から川沿いなど広い範囲
の清掃活動も行っています。
今後も地域に貢献できるよう活動を継続してまいります。

幹事
企業

〒141-0001　品川区北品川5-9-11
 大崎ＭＴビル
TEL 03-6853-5800　FAX 03-6853-5810
https://www.htk-jp.com
■担　　当：人事総務グループ　総務チーム
■事業内容 ：本多通信工業(HTK)は、創業80年以上の歴史

をもつ電子部品のコネクタを製造・販売して
いる“ものづくり企業”です。

HTKわくわ～くショップ（工作教室）
当社は、お客様、パートナー様、投資家様、従業員、そして地域の皆様から信頼
と期待をいただける“よい企業”を目指して様々な取り組みを行っています。
その一環として、毎年夏休みに御殿山小学校の親子を対象に、ちょっぴり難し
いプラモデルを作成する｢HTKわくわ～くショップ｣を開催しています。
2018 年は 60名の親子にご参加いただき、子どもたちだけではなく、親御様か
らも｢ものづくりは楽しい｣とご好評をいただきました。
メーカーとして子どもたちに“ものづくりの良さ”をお伝えするとともに、地域
の皆様に喜んでいただけるよう、今後も様々な活動に取り組んでまいります。

美鈴工業株式会社美鈴工業株式会社

〒 142-0043　品川区二葉4-2-14
TEL 03-3785-0225　FAX 03-3785-3537
http://www.bunkado.com/
■担　　当 ：人事総務部
■事業内容 ：一般食品、生鮮食品、雑貨等を中心に販売す

る 地 域 密 着・都 市 型 ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト
チェーン。現在、東京都内、川崎、横浜、埼
玉に 20 店舗展開。

社会福祉法人等への寄付
弊社では、社会福祉活動の一環として、2010 年より、お菓子や食料品を品川区
総合福祉センター様や社会福祉法人六踏園・品川景徳学園様へ定期的に贈呈
させて頂いております。弊社担当者が、直接商品をお届けし、福祉活動の重要
性を改めて実感しております。社内で、活動した事を共有し、浸透させること
で、福祉活動の重要性をしっかり伝えて参ります。今後も品川区と連携し、社
会福祉活動を積極的に進め、より深い取組みができるよう、努めて参ります。
ありがとうございます。

株式会社文化堂株式会社文化堂
幹事
企業

本多通信工業株式会社本多通信工業株式会社
〒 140-0004　品川区南品川2-2-7
TEL 03-3474-2405　FAX 03-3474-2642
■担　　当：お客さまサービス課
■事業内容 ：私たちは銀行業の社会的責任と公共的使命の重

みを常に認識し、様々なニーズ・期待を踏まえ
て、活動基盤である地域社会との関わりにおい
て責任を十分に果たす企業活動を実践します。

近隣中高生の職場見学の受け入れ
従来から近隣の中学生や高校生による職場見学の受け入れを行っています。日
頃接する機会のない銀行業務について丁寧に分かり易く説明し、お金にまつわ
る仕事の重要性や大切さを伝えてまいりました。それを実感してもらう為、普段
は立ち入れない銀行の内部を見学するとともに、模擬紙幣による札勘定の練習
など貴重な体験をしてもらいました。また質疑応答では思いがけない質問を受
ける事も多く、我々にとっても新鮮な気持ちになれる良い機会となってます。こ
れからも様々な活動を通じて社会貢献を行ってまいります。

みずほ銀行　品川支店みずほ銀行　品川支店
〒141-6029　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower
TEL 03-6420-8100　FAX 03-5745-3027
http://www.meidensha.co.jp/
■担　　当 ：人事・総務グループ　総務部
■事業内容 ：明治 30 年（1897 年）に創業した電機メーカ

です。発電機器、送配電・変電機器、モータ
・制御装置、電子機器など多岐にわたる製品
をはじめ、保守・維持管理などのサービスも
ご提供しています。

明電舎ものづくり教室
当社では、ＮＰＯ法人コアネットとともに 2007 年から小学 6年
生を対象としたものづくり教室を開催しています。
従業員とコアネットのメンバーがインストラクターとなり、モー
タで動くロボット・キットの組立をサポートします。
考えながらキットを完成させて遊ぶことで、子どもたちにものづ
くりの楽しさを体験してもらいます。
品川区では毎年4～5校で開催しています。

株式会社明電舎株式会社明電舎

〒 141-6004　品川区大崎2-1-1
 ThinkParkTower4階
TEL 03-5487-7344　FAX 03-5487-7340
https://www.mos.co.jp/company/
■担　　当：会長・社長室　社会共創（SDGs）グループ
■事業内容 ：主にフランチャイズチェーンによるハンバー

ガー専門店「モスバーガー」の全国展開を
行っています。

しながわ子ども食堂への支援を継続
区が活動を支援している子ども食堂へ食品の衛生管理用アルコールと詰め替
え用を提供しています。また、子ども食堂の運営者向けにグループ会社の株式
会社エム・エイチ・エスによる衛生講習会の開催を予定しています。今後も
定期的・継続的に支援していきます。
全国のモスバーガー店舗では地域に根差した活動を実施しています。大崎に
ある本社としましても、地域のみなさんのお役に立てるような活動に取り組
んでいきます。

こども交通安全教室
社会とともに継続発展する企業を目差すヤマト運輸にとって、豊
かな地域づくりに貢献する事は、地域における企業市民としての
使命で、会社の成長と発展の基盤となるものだと考えています。
子ども交通安全教室は子ども達の交通事故防止を願って 1998
年からはじまった取り組みです。地域の幼稚園から小学校低学年
くらいまでを対象に自転車の乗り方や横断歩道の渡り方など子
ども達に交通ルールや交通安全の知識をヤマトの集配車を使用
して指導します。2018 年度品川区では 12 回開催、参加人数は
1,300 人を超えました。地域の子ども達の交通事故防止を願って
今後も取り組んでまいります。

株式会社モスフードサービス株式会社モスフードサービス
幹事
企業 幹事

企業

〒140-0003　品川区八潮3-2-25
TEL 03-3799-6830　FAX 03-3799-6904
http://www.kuronekoyamato.co.jp/
■担　　当：安全推進課
■業務内容：宅急便に関わる輸送

ヤマト運輸株式会社  新東京主管支店ヤマト運輸株式会社  新東京主管支店
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〒141-8643　品川区大崎1-11-2　
 ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-5435-1350　FAX 03-5759-6944
http://www.lawson.co.jp/company/activity/
■担　　当：事業サポート本部

環境社会共生・地域連携推進部
■事業内容 ：コンビニエンスストア「ローソン」、「ナ

チュラルローソン」、及び「ローソンストア
100」のフランチャイズチェーン展開等

東京都内のひとり親家庭の母子を森林教室にご招待
2018 年 8 月 27 日（月）～ 28 日（火）に、「ローソン緑の募金」を活用した環境
教育プログラム「活樹祭～親子森林教室 in 小菅村 2018」を開催しました。子
どもたちの自然への興味・関心を育みながら、社会性やコミュニケーション
能力を高めることを目的としたものです。この森林教室はひとり親家庭の母
子を対象にしており、（一財）東京都ひとり親家庭福祉協議会（新宿区）と（一
財）全国母子寡婦福祉団体協議会（品川区）の協力のもと、東京都内在住の母子
10 組 20 名をご招待し、山梨県小菅村で多摩川の源流体験やヒノキの間伐、
伐った木を活用したスプーンづくりなどを行いました。プログラムは地域の
NPO と連携し、同様の取り組みを同年 9 月に宮城県川崎町でも実施しました。

〒141-0031　品川区西五反田1-31-1
 日本生命五反田ビル10F
TEL 03-5436-2351　FAX 03-5434-3991
https://www.mitsui-soko.com/company/group/mscs/business/logios/
■担　　当 ：総務課
■事業内容 ：日用品や電化製品などを扱う物流倉庫での貨

物管理や公共事業の受託、自動運搬ロボット
の代理店など物流に関して幅広く事業を行っ
ています。

希少金属リサイクルプロジェクトに賛同
小型家電に使われている希少金属リサイクルプロジェクトに賛同し、全国の営
業所に呼びかけ不要になった携帯電話や充電コードなど、段ボール 2 箱分の小
型家電を品川区に寄贈致しました。
既に利用されている資源量が地下資源量を上回ると言われている現代、電化製
品を扱う企業として今後も積極的に持続可能な社会を目指す活動に取り組んで
参ります。

〒 141-0021　品川区上大崎2-25-2　新目黒東急ビル5F
TEL 03-6275-3337　FAX 03-3490-1853
https://info.livesense.co.jp/
■担　　当：経営推進
■事業内容 ：「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレー

トビジョンに掲げ、求人領域、不動産領域等
でウェブメディアを展開しています。

中学生の職場体験を実施しました
品川区の中学生 3 名を対象に、2 日間の職場体験を実施しました。
職場体験では、リブセンスの事業やカルチャーを感じつつ、広報
職としてオフィスの魅力を PR するブログを書いてもらい、実際
にコーポレートサイトで公開しました。「IT を通じた地域活性」
の一環として、就労経験のない若者が IT ベンチャー企業での職
場体験を通じ、時代に即したキャリア観を育くむきっかけになる
よう、これからも積極的な取り組みを行っていきます。

株式会社リブセンス株式会社リブセンス
〒 130-0026　墨田区両国2-10-14　両国シティコア3F
TEL 03-5600-5411
https://www.s-renaissance.co.jp/
■担　　当 ：地域健康営業部
■事業内容 ：スポーツクラブ事業をはじめ、自治体や企業

等での健康づくり事業や介護リハビリ事業を
全国で展開しております。
区内では目黒駅前、五反田駅前にドゥミルネ
サンスのブランドでスタジオを展開しており
ます。

事業活動を通じて、
全ての人々の生きがい創造に貢献します

ルネサンスは創業以来、事業活動を通して社会貢献を行うことを目指してき
ました。
長寿社会にあって「健康」であり続けることが、社会的課題解決の一つの方法
であることを認識し、品川区内においても高齢者の認知機能低下予防のプロ
グラム提供や、健康大学しながわなど地域の健康づくりに関わっております。
また、身近なところでできる活動として、地域の清掃など地域密着の活動も行
い、幅広い社会貢献を目指しております。

幹事
企業 幹事

企業

株式会社ルネサンス株式会社ルネサンス

株式会社ローソン株式会社ローソン ロジスティックスロジスティックス
オペレーションサービス株式会社オペレーションサービス株式会社

当社では、ＮＰＯ法人コアネットとともに 2007 年から小学 6 年
生を対象としたものづくり教室を開催しています。
従業員とコアネットのメンバーがインストラクターとなり、モー
タで動くロボット・キットの組立をサポートします。
考えながらキットを完成させて遊ぶことで、子どもたちにものづ
くりの楽しさを体験してもらいます。
品川区では毎年 4 ～ 5 校で開催しています。

子ども食堂を応援していただけませんか！子ども食堂を応援していただけませんか！
月に１回、
人が出せる 駐車場を

提供

学習支援が
できる

職場体験の場を
提供

月に１回、
車が出せる

e.t.c.

倉庫スペースを
提供

会議スペースを
提供

継続的に
衛生製品を提供

継続的に
食品を提供

ひとりぼっちでご飯を食べる子どもをなくす地域の居場
所づくりとして、全国に広がる子ども食堂も現在2,500か所
を超えています。食堂ごとに運営の仕方も様々ですが、地域
の大人が中心となって、子どもたちに食事と団らんの場を提
供しています。品川区でも「クロモンこども食堂」から始まり、
現在17か所まで広がりました。抱える課題も増えてきまし
たが、まわりの皆様のご協力に支えられ、頑張っています。
今後も「皆さんのできること」をお待ちしています。

〒140-8537　品川区東大井5-23-37
TEL 03-3458-6223　FAX 03-3458-3773
http://www.mpuni.co.jp/index.html
■担　　当：総務部

三菱鉛筆株式会社三菱鉛筆株式会社

〒140-0002　品川区東品川1-37-8
TEL 03-5479-2786　FAX 03-5479-2452
http://www.dhl.co.jp/ja.html
■担　　当：セールス＆マーケティング本部
■事業内容 ：世界220以上の国・地域を結ぶグローバルネッ

トワークを国際輸送事情を熟知した世界約8万
人の従業員が支え、安全・確実・スピーディな
国際エクスプレスサービスを提供しています。

DHLジャパン株式会社DHLジャパン株式会社

〒141-0033　品川区西品川1-1-1
TEL 03-6864-2408　FAX 050-3153-0448
https://www.segasammy.co.jp/japanese/
■担　　当：グループCSR推進室
■事業内容 ：1 総合エンタテインメント企業グループの持

株会社。グループの事業領域は遊技機、エン
タテインメントコンテンツおよびリゾート。

2 セガサミーグループは、幅広い領域で事業
展開する総合エンタテインメント企業グル
ープとして、大人から子どもまであらゆる
年代のお客さま、国内、海外のお客さまに
感動体験を創造し続けています。

セガサミーホールディングス株式会社セガサミーホールディングス株式会社

〒140-0002　品川区東品川2-2-20
TEL 03-5495-9531　FAX 03-5495-9539
https://www.fxif.co.jp/
■担　　 当：事業企画管理室
■事業内容 ：当社は、富士ゼロックス製品をご愛顧いただ

いている法人のお客様に、ｅコマースサイト「イー・
クイックス」を通じてサービス展開しています。

富士ゼロックス
インターフィールド株式会社
富士ゼロックス
インターフィールド株式会社

〒141-0032　品川区大崎1-11-1
 ゲートシティー大崎ウエストタワー19F
TEL 03-5437-8123　FAX 03-5437-8124
http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mkr/gaiyo.html
■担　　当：管理部
■事業内容 ：三井金属リサイクルは、三井金属グループ向

けに国内外よりリサイクル原料を集荷し、環
境負荷の低減を図るとともに資源の循環利用
に大きく貢献しています。

三井金属リサイクル株式会社三井金属リサイクル株式会社

〒141-0021　品川区上大崎3-14-12　井雅ビル5F
TEL 03-6459-3255　FAX 03-6859-0055
https://net-native.net/
■担　　当：経営管理部
■事業内容 ：日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタ

イルニュースサイト『モデルプレス』、ライフ
スタイルニュースサイト『女子旅プレス』、最
新の “カワイイ” を発信する美容コスメニュー
スサイト『メイクイット』等の WEB メディ
アの運営を中心に事業展開しています。

株式会社ネットネイティブ株式会社ネットネイティブ

〒 141-6025　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower
TEL 050-2036-3164　FAX 03-6866-5108
http://www.shi.co.jp/
■担　　当：CSR推進室
■事業内容 ：住友重機械グループは、産業機械、造船、プ

ラントから最先端精密機械分野まで多岐にわ
たる総合重機械メーカーです。

■社会貢献活動について：
品川区の一区民として、しながわCSR推進協
議会の活動に参加させていただき、他社の取
り組みを学びながら、地域が望む、かつ当社
が貢献できる活動を模索しています。機械製
造業を通じて、社会課題を解決する商品・
サービスづくりを進めるとともに、次世代を
担う子供たちに、環境に配慮したものづくり
を見てもらえるように準備を進めています。

住友重機械工業株式会社住友重機械工業株式会社
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