第一ホテル東京シーフォート（株式会社阪急阪神ホテルズ）

大成温調株式会社

〒 140-0002 品川区東品川 2-3-15
TEL 03-5460-4411 FAX 03-5460-4401
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dhtseafort/index.html
■担
当：総支配人室
■事業内容：	第一ホテル東京シーフォートは、1992 年・
海の日の開業以来、宿泊・レストラン・宴会・
婚礼…あらゆるシーンにおいて、空と海に包
まれた上質な空間をご提供しております。

〒 140-8515 品川区大井 1-47-1
TEL 03-5742-7304 FAX 03-5742-4551
http://www.taisei-oncho.co.jp/
■担
当：広報戦略室
■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。

中学生職場体験の受け入れ

大成温調株式会社では 2012 年より「しながわ職場歩き」に参加しています。
2015 年は品川学園より 8 学年の生徒 5 名が来社され CAD のオペレーショ
ン体験や機械室の見学などを通じて、空調衛生の仕組みや役割、また仕事の
社会的意義について理解を深めていただきました。
この他、2011 年には当社の創業 70 周年記念行事にちなみ品川区内の小学
校、幼稚園、保育園の 98 施設に絵画を寄贈いたしました。この実績が品川
区より教育行政への徳行として評価され特別表彰を受賞いたしました。
また青パトや地域消防団への参加など、大井警察署、大井消防署のへの協力
活動も行っております。

大成祭典株式会社

大日本印刷株式会社

〒 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 : ◦葬 儀式典の取扱い ･ 葬儀斎場の斡旋 ・生
花の販売 ･ 仏壇仏具、霊園墓石の斡旋
◦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

〒 141-8001 品川区西五反田 3-5-20
TEL 03-6431-6800 FAX 03-6431-6811
http://www.dnp.co.jp/
■担
当 : ファインオプトロニクス事業部総務部
■事業内容 :	1876 年（明治 9 年）
「秀英舎」として創業。
、
いま事業領域は、出版印刷や商業印刷にとど
まらず、パッケージや建材、エレクトロニク
ス、ライフサイエンスなど様々な分野に広
がっている。

しながわ ECO フェスティバル・しながわ職場歩き

大成祭典では、環境保全活動及び社会貢献に関する支援協力をさせていただいてお
ります。昨年も「しながわ ECO フェスティバル、しながわ職場歩き」 に参加させて
いただきました。
ECO フェスティバルでは以下の環境保全活動について PR をさせていただきました。
・アイドリングストップの推進 ・エコ棺推進 : 温暖化ガス排出削減、森林資源を守る
・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
・海洋葬 : 水に溶ける紙の使用による海洋汚染防止
・ペーパーレス : 文書の電子化、プロジェクターの活用
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しながわ職場歩き

TOKYO ISLAND RESORT をコンセプトとする、第一ホテ
ル東京シーフォートでは、企業理念の一つである「地域社会との
調和とふれ合い」の一環として、近隣の中学校数校より、毎年職
場体験を受け入れております。
レストランサービス、フロントスタッフ、ベッドメイク等の業務
を通じて、働くことの意味、社会人としてのマナーと共に、お客
様から感謝されることの喜びを体験していただいております。

出張授業～色の不思議
DNP では CSR を「社会から信頼される企業になること」と定義し、事業活
動を通じて価値を創造するとともに、地域に根ざした誠実な行動や活動によっ
てその実現を図っています。
ここ品川区では、印刷技術の知見をもとに、小学校を対象にした児童の学習
意欲向上に役立つ出前授業「DNP 出張授業 ~ 色の不思議」や、シニア世代対
象の「品川区シルバー大学」にインターネット活用能力向上講座を提供する
など、教育分野における社会貢献活動にも力を入れています。また、地域防
災イベント並びに清掃活動への参加等様々な活動を展開しています。

ダウ・ケミカル日本株式会社

株式会社テーオーシー

〒 140-8617 品川区東品川 2-2-24
TEL 03-5460-6276 FAX 03-5460-6251
http://www.dow.com/japan
■担
当 : 広報室
■事業内容 :	世界最大規模の総合化学品メーカー。清潔な水、
再生可能なエネルギー、作物の生産性向上など
世界が直面する課題の解決に取り組んでいます。
日本でも、電子材料、プラスチック、機能性化
学品、インフラ関連、消費者製品関連、農業科
学品など、さまざまな素材を提供しています。

〒 141-0031 品川区西五反田 7-22-17
TEL 03-3494-2121 FAX 03-3494-2024
www.toc.co.jp
■担
当 : 総務部
■事業内容 :	総合卸売りセンター、 複合商業施設、オフィス
ビル、催事・コンベンションホール、温浴施設・
フィットネスクラブ等の企画・開発・運営を、 五
反田・浅草・大崎・有明・横浜みなとみらい（桜
木町）等にて手がけております（東証1部上場）。

サステナブルな社会への貢献

ダウは、よりサステナブルな地球そして社会を築いていくため、
「2025
年サステナビリティ・ゴール」と呼ぶ、1995 年以来、第三段階目とな
る数値目標を掲げ、世界中のパートナーと共に意欲的な取り組みを行っ
ています。日本においても、ダウが操業する地域社会の貢献に努め、さ
まざまな寄贈活動や、ボランティアによる清掃美化活動を行っています。
品川区においては、地域の小中学校の理科教育充実を図る実験器具寄贈
の他、不要はがき・携帯電話の回収・寄付、エコキャップ運動を行うなど、
従業員参加型の貢献活動に取り組んでいます。

地域社会交流・教育イベントの開催等
「社会に役立つ企業」との企業理念のもと、 地域に密着した CSR 活動を継続
しております。その一環としての周辺地域の歩道の清掃、 或いは、 お正月やお
雛祭りの頃の本社ビル開館記念日のイベント開催、 神社例大祭の子供神輿のサ
ポート等、 季節ごとに、 地元の方々の交流・ふれあいの場をご提供し、 住み良
い街づくり、 絆づくりへの貢献に努めております。また、 区内服飾学校の作品
展示会・ファッションショーの開催、 区内小学校の卸売り業・物流業についての
社会科見学などに本社ビルの会場をご提供し、こどもたちや若者たちの未来の
ために、 教育現場と実社会との橋渡しにも注力いたしております。今後も CSR
貢献を拡げていけるよう努力してまいりますので宜しくお願い致します。

寺田倉庫株式会社

天王洲郵船ビル（郵船不動産株式会社）

〒 140-0002 東京都品川区東品川２- ６-10
TEL 03-3471-1212 FAX 03-5479-0950
http://www.terrada.co.jp/ja/
■担
当 : 総務グループ
■事業内容 : 1950 年創業の寺田倉庫は、保管するものの本質を
学び、極めて最適な条件で保管するために、積極的な
設備投資を行っています。また、従来の倉庫業の枠組
みを超え、「保管」だけに留まらず、お預かりしたも
のの価値を高めて後世に引き継ぐための事業や、空間
活用のノウハウを活かして文化発信の拠点となる事
業を積極的に進めています。特に美術品、映像・音楽
媒体メディア、ワインといった専門性の高い商品の保
存・保管技術は、業界内で高い評価を得ています。

〒 140-0002 品川区東品川 2-2-20 天王洲郵船ビル
TEL 03-5462-4581 FAX 03-5462-4580
http://www.yfk.co.jp/
■担
当 : プロパティマネジメント第二グループ 天王洲チーム
■事業内容 :	東品川 2 丁目 天王洲アイルに位置する、天
王洲郵船ビルの管理を行っております。
ビルの維持・管理のみでなく、入居テナント様
と一体となった活動も積極的に行っております。

ビル周辺の清掃美化活動

地域交流イベントの開催等
寺田倉庫は天王洲エリアを中心に夏祭りや運河クルーズ等の地域と連携した
イベントを開催することにより、地域の皆さまと交流を深めるとともに、寺
田倉庫が取り扱うアートや伝統的な文化というコンテンツを地域の皆さまと
共有し、アートや文化活動の裾野を広げる活動を行っております。
また、この他にも朝の清掃活動や防災イベント等を行い、街の美化や安心安
全なまちづくりにも積極的な活動を展開しております。

天王洲郵船ビルでは、2015 年度より、ビル入居テナント様と合同で、
ビル周辺の清掃美化活動の取り組みを開始しております。
テナント様と合同で活動を行うことにより、より効果的に広範囲の環境
美化に貢献することが可能となります。
また、昨年に引き続き、ビル敷地内の広場では、夏祭りやマルシェ等、
一般の方々も参加可能なイベントを行っております。
ビルの入居テナント様にはもちろんのこと、近隣の方々からも好かれる、
地域に根差したオフィスビルを目指してきます。
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東京サラヤ株式会社

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）

〒 140-0002 品川区東品川 1-25-8
TEL 03-5461-8128 FAX 03-3471-4060
www.saraya@com
■担
当：管理本部総務部 CSR 推進課
■事業内容：	弊社は一般向けから業務用まで石鹸洗剤消毒
剤とうがい薬、それらを効率よくお使いいた
だくための機器類と化粧品や健康食品など製
造販売する世界の衛生・環境・健康に貢献す
る企業です。

〒 140-0001 品川区北品川 4-7-36
TEL 03-5488-3913 03-5488-3903 FAX 03-5488-3903
http://www.tokyo-marriott.com
■担
当：セールス & マーケティング部
■事業内容：	洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた客
室やダイニング、世界で愛されるマリオット
ブランドのホスピタリティでお客様をお迎え
しております。

出前授業の参加

品川区内小、中、高校に出向いて弊社事業に関連した中から環境
教育では野生動植物との共生について衛生健康面では衛生手洗い
の指導を授業に活かして行っています。また本社建屋周辺の景観
に寄与するため会社花壇前面に草花を植えて一年中花を絶やさぬ
よう育てております。

地域イベント等への参加

東京マリオットホテルは、2013 年 12 月 3 日に開業いたしまし
た。品川地区初の外資系ホテルとして地域イベントに参加してお
ります。イベントとして、品川宿場まつりや品側神社例大祭の神
輿の担ぎ手としてお祭りに参加し、ホテルでは休憩場として飲物
などをご用意し地域の皆様と親睦を深めております。

東芝エレベータ株式会社 東京支社

東芝テック株式会社

〒 141-0014 品川区大井 1-28-1
TEL 03-5718-0360 FAX 03-5718-0380
http://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、店舗や倉庫、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。

地域清掃活動

エレベーター、 エスカレーター等の昇降機事業を通じて社会貢献を
目指す当社は、 共に地球に生きる「企業市民」として社会の発展に
積極的に貢献していきたいと考えています。 当事業所においては、
社会貢献活動の一環として、 献血活動の実施や使用済み切手および
ペットボトルキャップの収集活動のほか、 毎年 12 月を「CSR 推進
月間」と定めて、通年で行っている活動以外にも入居しているオフィ
スビル周辺の清掃活動や品川ボランティアセンターへのカレンダー
寄贈活動なども行っています。
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保育施設・児童福祉施設への寄付

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、保育施設
や児童福祉施設への遊具等の寄付、 カレンダーや使用済切手の寄
付、品川区の清掃美化活動への参加等の活動を行っています。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。

東洋製罐グループホールディングス株式会社

東横 INN品川駅港南口天王洲（株式会社東横 INN）

〒 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 03-3280-8114
http://www.tskg-hd.com/
■担
当 : CSR 室
■事業内容 :	金属・プラスチック、ガラス、紙を主原料と
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。

〒 140-0002 品川区東品川 12-2-35
TEL 03-5715-1045 FAX 03-5715-1056
http://www.toyoko-inn.com/hotel/00244/index.html
■担
当 : フロント（受付）
■事業内容 :	エコノミーホテルの運営

容器文化ミュージアム夏休みイベント

はじめての出張

東洋製罐グループは地域社会との共生を目指して、地域での交流を大切
にしています。本社ビルである大崎フォレストビルディングには、包装
容器が生み出した文化を理解していただき、楽しみながら容器と人との
関わりについて体感できる「容器文化ミュージアム」を設置しています。
毎年 8 月には夏休みイベントとして地域の子供達を中心に容器や容器の
材料を使った工作教室を開催、段ボールを使用した遊べるスペースも設
置し、今年も沢山の方々にご来館いただきました。またクイズラリーも
開催し、楽しみながら包装容器への理解を深めていただきました。

小学校 4 年生を対象に、はじめての出張体験を実施しています。
日曜日の夕方、 食事を済ませてからチェックイン。 月曜日の朝、 朝食を食べて
ホテルから学校へ集団登校をする事によりビジネスマンの出張を疑似体験しても
らう。
チェックイン後は、ホテルの話を聞いたり、外部から公演者を招いて話を聞いた
り、 ベッドメーキングなどを研修して頂いて、 2 時間程度過ごす。 その後は客
室に入り、 入浴を済ませ就寝。
朝は 7 時から朝食を食べ、 身支度を整え、 学校へ集団登校。費用は無料。
今期は品川駅高輪口の店舗で実施いたしました。

株式会社ニコン

日産東京販売ホールディングス株式会社

〒 140-8601 品川区西大井 1-6-3
TEL 03-3773-1383 FAX 03-3773-8639
http://www.nikon.co.jp/index.htm
■担
当 : 大井製作所総務課
■事業内容 :	ニコンは光利用技術と精密技術を基礎として
多彩な技術・製品・サービスを展開し、世界
の人々の生活、最先端産業、人類の挑戦を支
え続けています。

〒 141-8623 品川区西五反田 4-32-1
TEL 03-5496-5224 FAX 03-5496-5071
http://www.nissan-tokyo-hd.co.jp/
■担
当 : 総務部
■事業内容 :	自動車販売、自動車部用品販売、自動車整備
等を行っています。

品川区内の中学生による職場訪問

先日、品川区内の中学生が職場訪問でニコンにやってきました。
ニコンの会社概要やカメラのデザイン部門、開発部門の社員の業務説明
を聞き、社員に質問することで働くことやその職種についての理解を深
めてもらいました。
ニコン社員の「働き方」や「やりがい」
「働く喜び」等が、生徒の皆さん
の今後の学生生活に役立つことで、社会貢献に繋がればとても望ましい
と、私たちは考えています。
当社は、今後も地域の方々との様々な活動を通じ、社会貢献活動に取り
組んで参ります。

店舗周辺の清掃と災害時の支援

品川区をはじめ都内に新車 116 店舗、中古車 21 店舗を展開する当社グ
ループは、全店舗において毎週、店舗周辺の清掃を行っております。
また、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、東京日産 新車のひろば目黒店（品川区西五反田
山手通り沿い）で災害時における帰宅困難者の受け入れを行います。
さらに、新車 116 店舗を全て「災害時帰宅支援ステーション」として提
供する協定を、自動車ディーラーグループとして東京都と初めて締結し
ました。
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日本ハム株式会社

日本バルカー工業株式会社

〒 141-6014 品川区大崎 2-1-1 ThinkParkTower
TEL 03-4555 -8084 FAX 03-4555-8179
http://www.nipponham.co.jp
■担
当：コーポレート本部 CSR 推進部
■事業内容：	ニッポンハムグループは、 ハム・ソーセージや
ピザ、 中華惣菜などの加工食品及び食肉、 水
産・乳製品等を幅広く手がける食品企業です。

〒 141-6024 品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower 24 階
TEL 03-5434-7370 FAX 03-5436-0560
http://www.valqua.co.jp
■担
当：総務部
■事業内容：	産業機器、化学、機械、エネルギー、通信機器、
半導体、自動車、宇宙・航空産業等、あらゆる産
業向けにファイバー、ふっ素樹脂、高機能ゴム等
各種素材製品を設計、製造、加工および販売 。

地域社会に対する感謝の日：「お花いっぱい大崎」への参画

品川区「親元近居支援事業」へ参加

ニッポンハムグループは、 品川区の 「親元近居支援事業（三世代
すまいるポイント）」 に、 2012 年より参加しています。
当社はこれまでに、ソーセージ作りを体験できる「下館工房（茨城
県下館市）」 にて、 親子の皆様が楽しんでコミュニケーションをはか
る機会を提供させていただきました。
2016 年度は、 当社がパビリオンの出展をしている「キッザニア東
京（東京都江東区）」 で、 楽しみながら社会の仕組みが学べる体験
を提供させていただく予定です。

■お花いっぱい大崎への参画
活動内容 :2015 年 12 月 5 日（土）
、大崎駅周辺の花壇への植栽
作業に大崎事業所勤務者、及び、その家族が参加いたしました。

日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社

ニフティ株式会社

〒 140-8675 品川区南品川 4-1-15
TEL 03-3740-1126 FAX 03-3740-1192
http://www.nipponpaint-automotive.com/
■担
当 : 東京事業所
■事業内容 :	日本ペイントホールディングスグループは創
業（明治 14 年）以来、あらゆる産業の広範
囲な用途に、すぐれた塗料と塗装システムを
お届けしています。

〒169-8333 新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー
TEL 03-6807-4516
http://www.nifty.co.jp/csr/
■担
当：ブランドデザイン部 CSR 推進チーム
■事業内容：	インターネットサービスプロバイダーとして
「ISP 事業」、「Web サービス事業」
、
「クラ
ウド事業」を提供しております。

区立小学校の塗装ボランティア

2015 年度は、区立浜川小学校で塗装ボランティアを行いました。
鉄棒や遊具、外周の柵等を塗装しました。技術者が塗装指導をし
たので、とてもきれいに仕上げることが出来ました。
弊社は、塗装ボランティアをはじめ、品川職場歩きや日本化学工
業会主催の子ども科学実験ショー等への参加を通じて、これから
も社会貢献活動を続けてまいります。
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従来のグループ統一活動日である ｢感謝の日｣ を廃位し、2015
年度から「地域社会に対する感謝の日」に改め、バルカーグルー
プ 39 事業所が独自に地域に根ざした活動を行ないました。大崎
事業所では、
「地域社会との共生」を目的とし、社内ボランティア
精神の向上と従業員同士の交流を図るため、大崎駅周辺まち運営
委員会が主催する「お花いっぱい大崎」に大崎エリアマネージメ
ントを通じて、初めて参加いたしました。今後も継続して地域社
会に対する感謝の輪を拡げていきます。

情報モラル出前授業

ニフティでは、 本業に密着し社会に関わる問題の解決を目指した社会貢献
活動を実施しています。活動の一環として、 2008 年より区立小学校で子
どもたちに安全にインターネットを利用してもらうことを目的とした 「情報モ
ラル教育」 の出前授業を毎年 30 校 60 クラスで実施しています。
規模を拡大しながら、 保護者や先生、 地域自治体向けにも さまざまなスタ
イルの情報モラル教育支援活動を展開しています。教材の制作や授業をす
べて社員が行い、 社員教育にも役立つとして社内でも評価されており、 今
後も継続して実践的で役立つ 「出前授業」を提供していきます。

日本航空株式会社

ニューオータニイン東京（HRTニューオータニ株式会社）

〒 140-8637 品川区東品川 2-4-11
TEL 03-5460-3104 FAX 03-5460-3107
https://www.jal.co.jp/
■担
当：コーポレートブランド推進部 シチズンシップグループ
■事業内容：	航空輸送事業
お客さまに最高のサービスをご提供し、企業
価値を高め、様々なかたちで社会の進歩発展
に貢献してまいります。

〒 141-0032 品川区大崎 1-6-2
TEL 03-3779-9111 FAX 03-3779-9182
http://www.newotani.co.jp/inntokyo/
■担
当 : 業務管理室
■事業内容 :	私どもはニューオータニグループの一員とし
て、ホテルとレストランを運営するほか、ホ
テル PB 商品の販売等を行っております。

JAL お仕事インタビューの日

しながわ寺子屋

JAL グループが実施する次世代育成プログラムを総称して、
「JAL
そらいく」と呼んでおり、空の仕事や、私たちの取り組みを紹介
する 5 つの講座をご用意しています。また、夏休み期間中に、
将来、
飛行機の世界や航空会社で働きたいという夢に少しでも近づける
お手伝いとして、「JAL お仕事インタビューの日」を開催してい
ます。

ニューオータニイン東京では、2011 年から区内の中学校を対象
とした「しながわ寺子屋」に協力しています。クイズ形式でホテ
ルの概要等を説明したりすることで、仕事を通じての社会貢献や
学びについてお話ししています。生徒たちの身近であるサービス
業の現場の話を通して、今後の進路や職業観に繋げていけるよう
に今後も活動に取り組んで参ります。また「しながわ職場歩き」
の受け入れも行っております。

ネットワンシステムズ株式会社

株式会社日立システムズ

〒140-8621 品川区東品川 2-2-4 天王洲ファーストタワー
TEL03-6433-1721 FAX 03-6433-1710
http://www.netone.co.jp/
■担
当 : 法務・CSR 室 CSR 担当
■事業内容 :	ネットワークインテグレーション事業。品質
の高い ICT ソリューションと各種サービスを
提供しています。

〒 141-8672 品川区大崎 1-2-1
TEL 03-5435-5002 FAX 03-5435-2742
http://www.hitachi-systems.com/csr/index.html
■担
当：CSR 本部 コーポレート・コミュニケーション部
■事業内容：	日立システムズは、幅広い業種に精通した多
彩な「人財」と、データセンターやコンタク
トセンター、ネットワークセキュリティなど
の多彩な IT 基盤を生かして、設計、構築、
運用、保守までトータルにサポートします。

心豊かな地域社会実現のための活動展開
弊社は、心豊かな地域社会実現のために、地域社会の良き一員として、諸活動
を積極的に推進しています。
しながわ CSR 推進協議会の会員として、区との協働でリユースパソコンを寄贈
し、教職員の教育・研修等の諸活動に利用頂いているのはその一例です。また、
区内の社会福祉法人、ボランティアセンター、NPO のご協力のもと社内イベン
トの開催、 物品の寄贈、 社員へのボランティア活動支援など、 様々な取り組を
実施しています。「しながわ職場歩き」 にも初回から参加し、 区内中学生の育
成をサポートしています。さらに環境への社会的責任を認識し、 地域の取り組
みに積極的に参加しています。

学生の企業訪問に対応

日立システムズは、次世代を担う学生の育成支援を目的に、中学生や高
校生による企業訪問を、
全国の学校から受け入れています。内容としては、
当社社員による仕事紹介、フリーアドレスに対応した職場の見学、IT の
仕事に関する質疑応答など、企業活動への理解を深め、働くことの大変さ・
喜び・意義などを考える機会の提供をめざしています。また、当社商品
の体験やサーバールームの見学など、IT に興味を持つ生徒の期待にも応
えています。さらに、学生からは学校紹介を行ってもらい、学生と企業
とのコミュニケーションの場を創出しています。
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株式会社日立ソリューションズ

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 4-12-7 日立ソリューションズタワー A
TEL 03-5780-2111 FAX 03-5780-7516
http://www.hitachi-solutions.co.jp/company/
■担
当：人事総務本部 総務部 総務グループ
■事業内容：	日立ソリューションズは、お客様の経営課題
解決に向け、IT を通じたソリューションを
提供しています。

〒 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 03-5780-0266 FAX 03-5780-7630
http://www.hitachi-solutions-create.co.jp/
■担
当：総務部 広報・CSR グループ
■事業内容：	
・システム構築、運用、保守、コンサルテーション
・ソフトウェアパッケージの開発、販売
・各種ソフトウェアの受託開発・情報処理サービス
・情報処理機器の販売、保守

企業訪問学習の受け入れに対応

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。就職セミナー疑似
体験、先輩からの経験談、SE の仕事内容紹介、製品の操作体験な
どを行っていただきます。
短時間の受け入れでも、「IT の仕事がよく理解できた」「進路に対
する関心が高まった」 などの感想がよせられており、 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。

富士ゼロックスインターフィールド株式会社

株式会社文化堂

〒 140-0002 品川区東品川 2-2-20
TEL 03-5494-9531 FAX 03-5495-9539
http://www.fxif.co.jp/
■担
当 : 事業企画部人事・総務 G
■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。

〒 142-0043 品川区二葉 4-2-14
TEL 03-3785-0226 FAX 03-3788-6181
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、横浜に
17 店舗展開。

「しながわ職場歩き」 に参加

富士ゼロックスインターフィールドは「しながわ職場歩き」に参加し、
品川区立品川学園 8 年生が来社され、 当社の説明を行ったあと、
職場見学、 そして若手社員が中学時代から就職までの話も織り交ぜ
ながら生徒さん達と真剣に向き合いディスカッションを行いました。
企業の責任として品川区と連携し、 地域への社会貢献活動も積極的
に進め、今後も CSR 活動重点テーマの一つである「将来世代の人
材育成」 に取り組んでいきます。
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高校生企業訪問受け入れ

社会貢献活動の一環として、中学生や高校生による企業訪問を広
く全国から受け入れています。
実際の職場見学に加え、情報サービス業としての当社の概要を IT
の進化の歴史やより良い暮らしに向けたグループ全体の取り組み
を交えて紹介するとともに、企業で働くことについての喜びやや
りがいなどについて学生との質疑応答を通じてコミュニケーショ
ンを図っています。

社会福祉法人等への寄付

社会福祉活動の一環として、 弊社の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・品川景徳学園様に定期的に贈
呈させて頂いております。当社の担当者が直接手渡しをさせて頂き、
少しでもお役に立てた事を実感することができて感謝しております。
その様子を弊社の社内報に毎回掲載して、 福祉活動の意義と重要性
を社内に浸透させるべく今後も取組みを継続させて頂く所存でござい
ます。ありがとうございます。

