
城南信用金庫城南信用金庫
〒 141-8710　品川区西五反田7-2-3
TEL 03-3493-8111　FAX 03-3493-8210　https://jsbank.co.jp
■担　　当：企画部　社会貢献室
■事業内容：「人を大切にする」「思いやりを大切にする」という協同組合の精神を

貫き、お客様のため、地域のため、日本を明るく元気にするため、金
融業務のみならず様々なサービスや社会貢献活動を展開しています。

金融教室等の開催
当金庫は、地域の方々を守り、地域の発展に貢献する「社会貢献企業」をめざしています。ビジネス
コンテストへの後援やしながわ職場歩き、しながわ寺子屋への協力等を行うほか、区内 7 店舗に
よる各地町会等のお祭りへの参加、清掃活動や特殊詐欺被害防止活動、交通安全活動への協力、中
学校の職場体験の受入れ、「夏休み子ども金融教室」の開催等、地域の方々とのつながりを大切に活
動しています。

〒 141-8684　品川区北品川6-7-29
TEL 03-6409-3536　FAX 03-6409-5801　https://www.3mcompany.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。

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

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、「捜査の科学」をテーマにして、証拠品であるメモに残されたインクの分析
や指紋の検出など鑑識官の捜査となる実験を、出張授業（Visiting Wizard）として実施しました。

3M ウィザード プログラム

〒 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･粘着剤・特殊塗料・コーティング剤およびその加

工品などの製造販売

地域貢献活動の一環として、2019 年 1 月 31 日に、弊社本社オフィスにて、品川区立大崎中学
校の生徒の職場訪問を受け入れました。当社の事業にまつわる社員の働き方を紹介し、実際
にオフィスで働いている社員の様子を見学していただきました。具体的な職業観を醸成し、
将来の進路選択について考える場を提供できたと思います。

職場訪問の開催

セメダイン株式会社セメダイン株式会社

〒141-0033　品川区西品川1-1-1　住友不動産大崎ガーデンタワー セガサミーグループ本社“GRAND HARBOR”
TEL 03-6864-2408　FAX 050-3153-0448　https://www.segasammy.co.jp/japanese/index.html
■担　　当：CSR・SDGs推進室
■事業内容：総合エンタテインメント企業グループ。サミーを中心とした「遊技機事業」、

セガグループのデジタルゲーム事業・アミューズメント機器開発や施設運営、
映像制作やトイの「エンタテインメントコンテンツ事業」、ホテルの開発・
運営を手掛ける「リゾート事業」など、幅広い領域で事業を展開している。

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

区内在住の小中高生を対象にした学習支援事業“ぐんぐんスクール”の受講生にセガサミーグループ本社の会社
見学と“ゲームのつくり方”お題した講義とワークショップによるプログラミング体験を行いました。普段、子供
たちが触れる事も多い、身近な存在であるゲームが、どのような工程でどのような思いで製作されているのかを
学び、自分の将来像を思い描くための一助となることを目的に実施しました。

セガサミーグループ本社の会社見学及びプログラミング教室

〒 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：経営企画部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。

2020 年度から始まる小学校でのプログラミング授業に先駆け、品川区立山中小学校 4 年生の 2 クラ
スを対象に「角度」の単元でプログラミング授業を実施。ソーバルは、担任の先生と共同でコンテンツ・
指導案を作り、実際の授業の講師を担当。
スフィロというピンポン玉程度のプログラミングロボットを使い、「角度を楽しく学ぼう」というテー
マで、角度についての理解を深めることを目的に実施しました。

小学 4 年生算数 プログラミング授業の実施

ソーバル株式会社ソーバル株式会社

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。

スポーツ振興と社会貢献

大成温調株式会社大成温調株式会社

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 050-3750-2230
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 ：HQ総務部 地域渉外・行政グループ／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。

ソニー・サイエンスプログラム

〒 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。

〒 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31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

大成祭典株式会社大成祭典株式会社

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「品川宿場まつり」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

地域イベント等への協力・環境保全活動の推進
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城南信用金庫城南信用金庫
〒 141-8710　品川区西五反田7-2-3
TEL 03-3493-8111　FAX 03-3493-8210　https://jsbank.co.jp
■担　　当：企画部　社会貢献室
■事業内容：「人を大切にする」「思いやりを大切にする」という協同組合の精神を

貫き、お客様のため、地域のため、日本を明るく元気にするため、金
融業務のみならず様々なサービスや社会貢献活動を展開しています。

金融教室等の開催
当金庫は、地域の方々を守り、地域の発展に貢献する「社会貢献企業」をめざしています。ビジネス
コンテストへの後援やしながわ職場歩き、しながわ寺子屋への協力等を行うほか、区内 7 店舗に
よる各地町会等のお祭りへの参加、清掃活動や特殊詐欺被害防止活動、交通安全活動への協力、中
学校の職場体験の受入れ、「夏休み子ども金融教室」の開催等、地域の方々とのつながりを大切に活
動しています。

〒 141-8684　品川区北品川6-7-29
TEL 03-6409-3536　FAX 03-6409-5801　https://www.3mcompany.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。

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

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、「捜査の科学」をテーマにして、証拠品であるメモに残されたインクの分析
や指紋の検出など鑑識官の捜査となる実験を、出張授業（Visiting Wizard）として実施しました。

3M ウィザード プログラム

〒 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･粘着剤・特殊塗料・コーティング剤およびその加

工品などの製造販売

地域貢献活動の一環として、2019 年 1 月 31 日に、弊社本社オフィスにて、品川区立大崎中学
校の生徒の職場訪問を受け入れました。当社の事業にまつわる社員の働き方を紹介し、実際
にオフィスで働いている社員の様子を見学していただきました。具体的な職業観を醸成し、
将来の進路選択について考える場を提供できたと思います。

職場訪問の開催

セメダイン株式会社セメダイン株式会社

〒141-0033　品川区西品川1-1-1　住友不動産大崎ガーデンタワー セガサミーグループ本社“GRAND HARBOR”
TEL 03-6864-2408　FAX 050-3153-0448　https://www.segasammy.co.jp/japanese/index.html
■担　　当：CSR・SDGs推進室
■事業内容：総合エンタテインメント企業グループ。サミーを中心とした「遊技機事業」、

セガグループのデジタルゲーム事業・アミューズメント機器開発や施設運営、
映像制作やトイの「エンタテインメントコンテンツ事業」、ホテルの開発・
運営を手掛ける「リゾート事業」など、幅広い領域で事業を展開している。

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

区内在住の小中高生を対象にした学習支援事業“ぐんぐんスクール”の受講生にセガサミーグループ本社の会社
見学と“ゲームのつくり方”お題した講義とワークショップによるプログラミング体験を行いました。普段、子供
たちが触れる事も多い、身近な存在であるゲームが、どのような工程でどのような思いで製作されているのかを
学び、自分の将来像を思い描くための一助となることを目的に実施しました。

セガサミーグループ本社の会社見学及びプログラミング教室

〒 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：経営企画部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。

2020 年度から始まる小学校でのプログラミング授業に先駆け、品川区立山中小学校 4 年生の 2 クラ
スを対象に「角度」の単元でプログラミング授業を実施。ソーバルは、担任の先生と共同でコンテンツ・
指導案を作り、実際の授業の講師を担当。
スフィロというピンポン玉程度のプログラミングロボットを使い、「角度を楽しく学ぼう」というテー
マで、角度についての理解を深めることを目的に実施しました。

小学 4 年生算数 プログラミング授業の実施

ソーバル株式会社ソーバル株式会社

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。

スポーツ振興と社会貢献

大成温調株式会社大成温調株式会社

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 050-3750-2230
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 ：HQ総務部 地域渉外・行政グループ／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。

ソニー・サイエンスプログラム

〒 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。

〒 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31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

大成祭典株式会社大成祭典株式会社

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「品川宿場まつり」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

地域イベント等への協力・環境保全活動の推進
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