
株式会社トリドールホールディングス株式会社トリドールホールディングス

「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。

幹事
企業

〒 150-0043　東京都渋谷区道玄坂1-21-1　渋谷ソラスタ 19階
TEL 03-4221-8916　https://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）

株式会社ニコン株式会社ニコン

「保育園児を招待しての防災訓練」
2019 年 8月に近くの保育園児を招待し、弊社工場内敷地にて、まちかど防災車や消防車からの放水など、普
段では体験できない防災訓練を大井消防署のご協力により、開催することができました。
暑い中、保育園児は元気いっぱい放水を楽しんでいました。今後も地域住民の方との触れ合いを大切にして
参ります。

〒 140-8601　品川区大井1-6-3
TEL 03-3773-1383　FAX 03-3773-8639　https://www.nikon.co.jp/index.htm
■担　　当：人事・総務本部　大井製作所　総務課
■事業内容 ：(株)ニコンは、カメラ・生物顕微鏡・眼底撮影装置など、他にもさまざま

な製品をお客様にご提供しています。パソコンやスマートフォンなどに欠
かせない半導体の製造装置や電子部品の欠陥発見に使われる測定機など、
日常の思いがけないところにも、ニコンの技術が貢献しております。

災害時における非常用電源の供給
当社グループは、電気自動車「リーフ」に搭載された大容量バッテリーから電力を取り出し、災害時に携帯電話の充電やＰＣ、照
明、エアコンの起動など、同時に複数の電気機器を稼働させるための非常用電源として活用できる可搬型給電器「パワー・ムー
バー」を新車 27店舗に配備。区内では、東京日産　新車のひろば目黒店（西五反田 4丁目）、プリンス東京　鮫洲店（東大井 1丁
目）の 2店舗に配備しています。なお、同目黒店は品川区と「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、災害時における帰宅困難者の受け入れ（最大 350 名収容可能）も行います。

〒 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 ：当社グループは、都内に新車118店舗、中古車22店舗を展開する全国トッ

プクラスの自動車ディーラーとして、自動車販売、自動車部用品販売、自
動車整備等を行っております。

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
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

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。

日鉄エンジニアリング株式会社日鉄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.nssmc.com/
■担　　当：総務部総務室
■事業内容 ：1974年に日本製鉄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。

日本ペイントホールディングス株式会社日本ペイントホールディングス株式会社

株式会社日本アクセス株式会社日本アクセス

区立小学校へ「食育」授業
食に携わる企業として地域貢献、次世代育成、食文化の継承を活動の目的とし、区内の小学校で「食育授
業」を実施。乾物をテーマに食材の特徴・良さ、栄養素、調理法などを学ぶことで子どもたちに日本の伝
統的食材の知識を継承し、食の大切さ、楽しさを伝えています。
たくさんの子どもたちに授業を通して豊かな経験をしてもらいたいと考えています。
その他、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。

〒 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　https://www.nippon-access.co.jp/
■担　　当：広報・サステナビリティ推進部
■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

日本ハム株式会社日本ハム株式会社

ニッポンハムグループは、次世代を担う子どもたちに向けて食育やキャリア教育等の様々な取り組みを
行っています。なかでも、2006年より開始した出前授業「ウインナー手作り体験教室」では、全国の小・
中学校にて食と健康をテーマにした授業を実施し、食の楽しさや大切さを伝えています。また、東京支
社では品川区の中学生をはじめとした生徒の職場訪問の受け入れを行い、会社の仕事内容や社会とのつ
ながり、従業員の仕事への想い等をお話しし、将来の進路選択にお役立ていただけるよう努めています。

様々な活動を通して次世代を応援

〒 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：サステナビリティ部
■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。

日本航空株式会社日本航空株式会社

『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。

次世代育成プログラム「空育」

幹事
企業

〒 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：ブランドエンゲージメント推進部エンゲージメント推進グループ
■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。

区立小学校の塗装ボランティア
2019年度は、区立上神明小学校で塗装ボランティアを行いました。正門や雲梯、鉄棒などの遊具をスクールカラーで塗装して、校
長先生をはじめ、副校長先生、児童の皆さんに大変喜んでいただけました。ボランティア参加者からは、「児童の皆さんが毎日目に
するところだから、スクールカラーできれいになったら大いに喜んでもらえるだろう。そのためにも製品を熟知した我々がしっ
かり塗装してきれいに仕上げよう。」といった意見も聞かれ、我々自身も真剣且つ楽しみながら活動させてもらいました。
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。

〒 140-8675　品川区南品川4-1-15
TEL 03-3740-1126　FAX 03-3740-1192　http://www.nipponpaint-holdings.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。以来130年以上にわたり、技術とネットワークを広げ、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ご提供しています。
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TEL 03-5460-3104　FAX 03-5460-3107　http://www.jal.co.jp/
■担　　当：ブランドエンゲージメント推進部エンゲージメント推進グループ
■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。

区立小学校の塗装ボランティア
2019年度は、区立上神明小学校で塗装ボランティアを行いました。正門や雲梯、鉄棒などの遊具をスクールカラーで塗装して、校
長先生をはじめ、副校長先生、児童の皆さんに大変喜んでいただけました。ボランティア参加者からは、「児童の皆さんが毎日目に
するところだから、スクールカラーできれいになったら大いに喜んでもらえるだろう。そのためにも製品を熟知した我々がしっ
かり塗装してきれいに仕上げよう。」といった意見も聞かれ、我々自身も真剣且つ楽しみながら活動させてもらいました。
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。

〒 140-8675　品川区南品川4-1-15
TEL 03-3740-1126　FAX 03-3740-1192　http://www.nipponpaint-holdings.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。以来130年以上にわたり、技術とネットワークを広げ、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ご提供しています。
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