
「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。運河のシンボルでもある
T-LOTUS のライトアップをはじめ周辺建物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。

寺田倉庫株式会社寺田倉庫株式会社
〒 140-0002　品川区東品川2-6-10
TEL 03-5479-1608　https://www.terrada.co.jp/ja/
■担　　当：プロパティマネジメントグループ　総務チーム
■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。

出前授業や地元イベントで環境、衛生を教育
サラヤの基本理念、衛生、環境、健康の３つのキーワードから品川区内の小中学校に伺っ
て環境や、衛生についての教育や地元イベントに参加して環境にやさしいモノづくりを
紹介しています。

東京サラヤ株式会社東京サラヤ株式会社
〒 140-0002　品川区東品川1-25-8
TEL 03-5461-8100　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

幹事
企業

上　出前授業で
　　衛生手洗い実験の様子

下　しながわＥＣＯ
　　フェスティバル参加の様子

東京都競馬株式会社東京都競馬株式会社

馬との触れ合い事業
大井競馬場にて、近隣の小学校・特別支援学校・ろう学校等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。
馬車への試乗、ポニー乗馬、ミニチュアホースとの触れ合いなどの体験を通じて、動物を愛しむ心の醸
成や、日常とは異なる環境をきっかけとした新たな発見をしてもらえることを期待しております。

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）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）

地域イベントへの参加とご支援
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。
これからも品川宿場祭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。

〒 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。

東芝エレベータ株式会社　東京支社東芝エレベータ株式会社　東京支社

献血活動
当社は安全で快適な、環境にやさしい移動空間を創造し、社会の発展に積極的に貢献する信頼される
「地球内企業」をめざしています。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。

東芝テック株式会社東芝テック株式会社

東芝テック社会貢献基金による絵本寄贈
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や絵本等の寄贈、読み聞かせ、カレンダーや使用済み切手の寄付、清掃美化活動
等を行っています。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。

〒 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　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やバーコード、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。

東洋製罐グループホールディングス株式会社東洋製罐グループホールディングス株式会社

出前授業による教育支援
東洋製罐グルーブでは、「小学生向け環境授業」「中高生向けキャリア教育」の２つの出前授業を行って
います。アクティブラーニングを取り入れた授業では、“容器”を題材に次世代が未来を考えるお手伝い
をしています。
他にも学童クラブのイベントや、容器文化ミュージアムでの校外学習の受入も行っています。

〒 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://www.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。

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

100 万人のクラシックライブ＠東横 INN
東横 INNは地域貢献活動の一環として、一般財団法人 100 万人のクラッ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ッ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に演奏家と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R2年 2/14（金）バレンタインランチ　クラシックライブを実施。

〒 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312店舗ビジネスホテル
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