
未来のより良い環境作りに貢献
当社は、CSR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

株式会社フォーカスシステムズ株式会社フォーカスシステムズ

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。
※写真はAI( 画像認識）を体験中のようす。

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト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　https://www.hitachi-solutions-create.co.jp/
■担　　当 ：Employee Happiness 推進部　ダイバーシティ推進グループ
■事業内容 ：これまで培ってきた高度なＩＴと幅広い業種・業務分野における経験・ノウハ

ウをベースに、先進のソリューションを提供することで、安心・快適な社会の
実現をめざしています。

〒 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。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。

幹事
企業

富士電機株式会社富士電機株式会社

日野学園で開催された中学生向けキャリアイベント「ドリームジョブツアー」に参加しました。これ
は品川区の企業が講師を派遣し仕事の意義や働くことの魅力を伝えるものです。当社の講師は長い海
外生活で培った価値観や仕事のやりがいなどを説明しました。日頃接点のない社会人との対話は生徒
のみなさんにとって大きな刺激となったようです。当社は今後もさまざまな次世代育成支援活動に積
極的に取り組んでまいります。

次世代育成支援活動

〒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：半導体から地熱発電所まで幅広く「電気」に関連する製品を製造・

販売しています。エネルギー・環境技術により、安全・安心で持続
可能な社会の実現に貢献します。

株式会社文化堂株式会社文化堂

2010 年より、10年間、毎年、品川区総合福祉センター様・社会福祉法人六踏園様に定期的にお菓子や
食料品を贈呈させて頂いております。弊社の担当者が直接施設をご訪問させて頂き、皆様と情報交換
することで、改めて福祉活動の重要性を勉強させて頂いております。頂いた情報を社内で話し合い、よ
り深い取組みができるように社内報等を通じて、全スタッフにも、しっかり伝えております。今後も品
川区と連携し継続して社会福祉活動に微力ながら努めて参ります。ありがとうございます。

社会福祉法人等への寄付

幹事
企業

〒 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。東京都内、川崎、横浜、埼玉に 20 店舗展開。

前田道路株式会社前田道路株式会社

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、
本店ビル前にて前年と同様2019年3月と7月の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々を含めご協力をいただきました。今後も継続的に実施
し、地域社会に貢献して参ります。

献血活動

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“よい会社”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製作する「HTK
わくわ～くショップ」を開催しています。
2019 年は 60名の親子にご参加いただき、「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
に、今後も様々な活動に取り組んでまいります。

本多通信工業株式会社本多通信工業株式会社 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　人事総務チーム
■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。

〒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：管理本部　総務部　総務課
■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

美鈴工業株式会社美鈴工業株式会社

美鈴工業は地域に貢献を目指し、地元の方々との交流を大切にしています。
創業以来、月一度事務所社員全員で本社近くの公園など広い範囲の清掃活動も行っています。
今年は「ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会」が行う発展途上国にワクチン支援活動のペットボトルの
キャップ回収活動にも参加しました。
今後も人とのつながりを大事にし地域に貢献できるよう活動を継続していきたいと思っております。

エコキャップ回収

〒 140-0001　品川区北品川2-27-8
TEL 03-3472-1441　FAX 03-3472-1469　http://misuzu-kogyo.flips.jp/
■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。

近隣中高生の職場見学受け入れ
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、お金の流通や関わる仕事の重要性を伝えて参りました。それ
を実感してもらうため、銀行内部の見学や札勘定の練習など貴重な体験をしてもらいました。　また、
質疑応答やアンケートでは思いがけない質問や感想を貰える事も多く、我々にとっても新鮮な気持ち
になれる良い機会になっています。これからも様々な活動を通じて社会貢献をおこなってまいります。

みずほ銀行　品川支店みずほ銀行　品川支店
〒 140-0004　品川区南品川2-2-7
TEL 03-3474-2405　FAX 03-3474-2642　https://www.mizuhobank.co.jp/
■担　　当：お客さまサービス課
■事業内容 ：私たちは銀行の社会的責任と公共的使命の重みを常に意識し、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。
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