株式会社トリドールホールディングス
〒 141-0032

品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎ウェストタワー22階
TEL 03-5436-7600
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「丸醤屋」・焼
きそば専門店「長田本庄軒」など）

「働くこと」を学ぶ講話授業を開催
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することと、食育を中心とした未
来につながる社会事業を行っています。また品川区に本拠を置く企業市民と
して、当社社員が学校に出向き「働くこと」をテーマとした講話授業の開催や
ひとり親家庭の子ども達の支援である「ぐんぐんスクール」への協力など、地
域社会への貢献も行っています。

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
〒 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
等を行なっています。

株式会社ニコン
〒 〒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、世界中の人々の生活、最先端産業、人
類の挑戦を支え続けます。

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社員の業務説明を聞き、社員と質疑応答をすることで、社会
人として働くことや様々な業務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
生生活に少しでも役立てばと、
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、社会貢献活動に努めて参り
ます。

日本ハム株式会社
〒 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。

「第 29 回しながわ夢さん橋」にてチャリティブースを出展
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入を行います。
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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ニッポンハムグループは大崎にある ThinkPark Tower に約
2,000 名が勤務しており、品川区内の皆様と共に様々な活動に参
加しています。
そのうち、毎年 10 月に大崎駅前で開催される
「し
ながわ夢さん橋」には 2007 年より参加し、北海道日本ハムファ
イターズの景品等が当たるゲームや森林の素材で作る工作教室
等のチャリティブースを出展しています。
なお 2016 年のチャリ
ティブースでお客様よりいただいた参加料は、品川区の皆様と共
に実施する食物アレルギーの講演会・料理教室などに活用させ
ていただきます。

日本バルカー工業株式会社
〒 141-6024 品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower24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
よび販売しています。

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
〒 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。

地域社会に対する感謝の日：「お花いっぱい大崎」への参画
従来のグループ統一活動日である｢感謝の日｣を、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 事業所それぞれが地域に根ざした
活動を継続しております。
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活性化するため、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、今年度も参加いたしました。
引き続き、地域社会に対する感謝の輪を拡
げていきます。
■お花いっぱい大崎への参画
活動内容：2016 年 12 月 3 日（土）
、大崎駅周辺の花壇への植栽作業に従業員、
及び、
その家族が参加いたしました。

ニフティ株式会社
〒 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」を提供し
ております。

情報モラル出前授業
当社では 2008 年から「インターネットを安全に使うために」というテーマで、
小学校向け情報モラル教育支援活動に取り組んでいます。
多くの教育現場から高い評価をいただき、現在は品川区内の小学校をはじめ、年
間 100 件以上の学校を訪問し出前授業や講演活動を行っています。
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活動として当社内でも評価さ
れており、
今後も継続して実践的で役に立つ
「出前授業」
を提供していきます。

区立小学校の塗装ボランティア
2016 年度は、区立源氏前小学校で塗装ボランティアを行いました。
鉄棒や遊具
などを塗装しましたが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、区立品川学園 8 年生との「しながわ職場歩
き」
や日本化学工業協会主催の
「子ども化学実験ショー」
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。

日本航空株式会社
〒 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：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。

空の仕事を知ろう！
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 空育」と呼ん
でおり、空の仕事や私たちの取り組みを紹介する講座をご用意しています。ま
た、夏休み期間などには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「空の仕事を知ろう！」というイベントを開
催しています。
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ニューオータニイン東京
（ＨＲＴニューオータニ株式会社）
〒 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

しながわ寺子屋
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。

野村不動産
アーバンネット株式会社
本社：〒163-0576 新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル
大井町センター：〒140-0014 品川区大井1-10-3 YKビル7階
TEL 03-5743-6571
品川五反田センター：〒141-0031 品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階
TEL 03-3492-5101

http://www.nomura-un.co.jp/
■担
当 ：流通事業本部営業推進部企画課
■事業内容：当社「野村の仲介＋（PLUS）」各店舗では、マンショ

ネットワンシステムズ株式会社
〒 140-8621 品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー
TEL 03-6433-1721 FAX 03-6433-1710
http://www.netone.co.jp/
■担
当：管理本部 法務・CSR室
■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。

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、様々な取り組みを実施しています。
「しながわ職場歩き」
に
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。
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。

株式会社日立システムズ
〒 141-8672 品川区大崎1-2-1
TEL 03-5435-5002 FAX 03-5435-2742
http://www.hitachi-systems.com
■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：人とITのチカラを結集した真のワンストップ
サービスで、お客さまのデジタライゼーショ
ンに貢献し、ビジネスの発展・変革を支えます。

ン・一戸建の売買サポート、不動産に関する資産・相
続サポート、不動産投資、不動産の有効活用など、｢不
動産｣に関わる取引をトータルサポートしています。

高齢者等地域見守りネットワーク事業
野村の仲介＋
「品川五反田センター」
と
「大井町センター」
は、
「高齢者等地域見守
りネットワーク事業」
に参画しています。
当社のお客様にはご高齢の方も多くいらっしゃいますので、お客様訪問の際に
「新聞や郵便物がたまっている」
「ＴＶの音がするのに応答がない」などの異変を
察知した際は、
すぐに区に通報し適切な対応につなげます。
日々の業務を通じて見守り活動を積極的に行い、品川区の目指す
「いつまでも安
心して暮らし続けられる地域社会」
の実現に寄与し、また、地域の皆様への社会
貢献活動の場にも積極的に参加してまいります。
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「人を育み、未来を繋ぐ」社会貢献活動の展開
本社での中高生の企業訪問の受け入れや IT 教室の開催、地域活性化を目的と
した「湘南国際マラソン」
「目黒川イルミネーション」協賛、月例オフィス周辺
清掃活動を実施しています。また、事業を通じた社会課題の解決に取り組む一
方、未来を担う若年層人財の育成を柱に日立システムズホール仙台での復興
支援イベント「希望の響き」シリーズを展開しています。
写真は、毎夏開催している子ども向け体験型イベント「こどもの夢ひろば “ボ
レロ”」での当社主催 IT 教室（プログラミング体験によるロボット製作）の様
子です。

株式会社日立ソリューションズ
〒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/
■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。

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト
〒 140-0002

品川区東品川四丁目12番6号
（日立ソリューションズタワー B）
TEL 03-5780-6111 FAX 03-5780-7630
http://www.hitachi-solutions-create.co.jp/
■担
当 ：CSR・コンプライアンス部 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

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、学生との質疑応答を通じて企業
で働くことの喜びややりがいなどを伝えています。

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。
IT 業界説明や社員の仕事内容を紹介するとともに当社製品体験など、IT の仕事
やその魅力に触れていただきます。
当社社員が職場で働いている姿に直接触れ
ることも貴重な体験となったようで、
「とても充実した時間が過ごせた」
「自分に新
たな考えを与えてくれる良い機会となった」
などの感想がよせられております。
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。

株式会社フォーカスシステムズ
〒 141-0022 品川区東五反田二丁目7番8号
TEL 03-5421-7777 FAX 03-5421-3201
https://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、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う独立系ソフト
ウェア開発企業です。
本年で 40 周年を迎えることから、より一層社
会へ貢献する企業を目指し努力して参ります。

社会貢献活動への “フォーカス”
当社は、
社会貢献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
『本社周辺清掃活動』
をはじめ、
各地域で実施されている清掃活動への参加
②未来協育推進機構主催の
『しながわ職場歩き』
への参画
③省エネ、
省資源、
廃棄物削減等各種環境への取組み
④次世代認定マーク
『くるみん』
や
『えるぼし』
の認定取得

富士ゼロックス
インターフィールド株式会社
〒140-0002 品川区東品川2-2-20
TEL 03-5495-9531 FAX 03-5495-9539
http://www.fxif.co.jp/
■担
当 ：人事総務室
■事業内容 ：当社は、富士ゼロックス製品をご愛用いただ
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
しております。

しながわ寺子屋
富士ゼロックスインターフィールドでは、区内の中学校を対象とした
「しながわ
寺小屋」
に参加しております。
当社の事業 (E コマース ) 説明を行った後、自分たちならどうするかをテーマに
ロールプレイを行ってもらい仕事への理解を深め、働くことの意義・目標を考
えてもらうようにしています。
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推し進め、
オールゼロックスグループの CSR 活動の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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株式会社ブロードリーフ

株式会社文化堂

〒 140-0002 品川区東品川4-13-14 グラスキューブ品川8F
TEL 03-5781-3100（代） FAX 03-5781-3001
http://www.broadleaf.co.jp/
■担
当：IR・広報室
■事業内容：業種特化型業務システムと長年培った自動車
関連データを活用したさまざまなITサービス
を提供しています。

〒 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 情報システム課
■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。

次世代を担う子どもたちへの支援活動

社会福祉法人等への寄付

これから未来を創る子供達が、社会とともに健やかに成長していけるようさ
まざまな支援活動を行っています。演じる子どもたちと、観覧する子どもたち
がミュージカルを通じていのちや環境の大切さとはいったい何かを考え、豊
かな心を育んで欲しいと、創業より継続してキッズミュージカルへの協賛を
続けています。また、IT 社会に欠かせない人材の育成と輩出を願い、小学生向
けプログラミング教室を開催し、品川区をはじめとする都内の小学生に子供
向けプログラミングツールを使い、プログラミング・コンピューターの楽し
さを伝える活動を行っています。

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。
社会福祉活動とは継続することでお互いの心に根が広がって行く物と思って
おります。相手を想うことに重きを置き、企業と地域の連携の本質的な意義を
社内に浸透させ、末永く取組みを行ってゆく所存でございます。ありがとうご
ざいます。

ホテルサンルート品川シーサイド
（株式会社ホテルサンルート）
〒 140-0002 品川区東品川4-12-8
TEL 03-6716-0011 FAX 03-6716-1888
http://www.sunroutehotel.jp/shinagawaseaside/
■担
当：管理または宿泊
■事業内容：国内・海外に70ホテルを展開しているホテルチェーン。ビ

ジネスやレジャーのご宿泊や、会議・宴会・レストランに
おきましても、真心を込めたおもてなしでお客様をお迎え
いたします。
その中で、ホテルサンルート品川シーサイドは、16階が宿
泊フロント、会議室、宴会場やレストラン、17-22階が客
室となり、海側に面したお部屋では眺望も良く、多くのお
客様にご愛顧いただいております。
今後もより一層充実したサービスの提供に、スタッフ一同
努力邁進してまいります。

本多通信工業株式会社
〒141-0001 品川区北品川5丁目9番11号 大崎MTビル
TEL 03-6853-5800 FAX 03-6853-5810
http://www.htk-jp.com/
■担
当：人事総務グループ 総務チーム
■事業内容：本多通信工業(HTK)は、電子部品の一つであ
るコネクタを製造･販売している“ものづくり
企業”です。創業から80年以上の歴史をもつ
老舗企業で、2016年3月には東証一部に上場
しました。

HTK わくわ～くショップ（工作教室）

2017 年１月東海中学校７学年生
ホテル職場体験学習受入
毎年 1 月に東海中学校７学年生ホテル職場体験学習受入、客室ベッドメイク体
験や生徒からのホテルについての質疑応答を行った。
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当社は、お客様、従業員、パートナー様、投資家様、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組みを行っています。
その一環として、毎年、御殿山小学校の親子を対象に「HTK わくわ～くショッ
プ」を開催しています。ちょっぴり難しいプラモデルを使用し、子供たちに“も
のづくり”の楽しさを伝えています。過去 3 回開催し、2016 年は 70 名の親子
にご参加いただき、子供たちからも「作るのが楽しかった」と喜んでいただけ
ました。
今後も、地域の皆さまに喜んでいただけるよう、様々な活動に取り組んでまい
ります。

