前田道路株式会社
〒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：総務部
■事業内容：土木建築工事の請負、設計ならびに監督、土木
建築工事の諸材料の製作販売等、前項に付帯関
連する一切の事業

使用済み切手などの回収
品川区で暮らす方々のお役に立てるようにと、
使用済み切手やカレンダーを「社
会福祉法人品川区社会福祉協議会」に寄付させていただいております。使用済
み切手の売却収益金は、敬老杖などの購入に役立てられ、品川区内にお住まい
の 75 歳以上の高齢者の方々に無償で提供されています。弊社本店では各フロ
アに回収ＢＯＸを設置し、使用済み切手の回収活動を行っています。
また、
「ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会」が行うペットボトルキャップ回収
活動への参加や、しながわ清掃美化活動へも積極的に参加しています。

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
■担
当：お客さまサービス課
■事業内容：私たちは銀行業の社会的責任と公共的使命の
重みを常に認識し、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。

近隣中高生の職場見学の受け入れ
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、お金にまつわ
る仕事の重要性や大切さを伝えてまいりました。
それを実感してもらう為、普段
は立ち入れない銀行の内部を見学するとともに、模擬紙幣による札勘定の練習
など貴重な体験をしてもらいました。
また質疑応答では思いがけない質問を受
ける事も多く、我々にとっても新鮮な気持ちになれる良い機会となってます。
こ
れからも様々な活動を通じて社会貢献を行ってまいります。

美鈴工業株式会社
〒 140-0001 品川区北品川2-27-8
TEL 03-3472-1441 FAX 03-3472-1469
http://misuzu-kogyo.ﬂips.jp/
■担
当 ：総務部
■事業内容 ：昭和 50 年 10 月に創業して以来、一般土木・
機械土木工事、産業廃棄物の収集運搬業、積替
保管・残土受入施設等を行っている会社です。

職場訪問
毎年こどもの日になると社員の子供や地域の子供を招き、イベントを行ってい
ます。
ベテラン運転手の指示の元、機械の手の役割をするバケットの先におたまをつ
けて機械を操縦しヨーヨーすくいをしている写真です。
今回で 4 回目のイベントを行いましたが、社員の家族や地域の家族の方々が参
加し、
ふれあいの場になっています。

株式会社明電舎
〒141-6029 品川区大崎2-1-1 Think Park Tower
TEL 03-6420-8100 FAX 03-5745-3027
http://www.meidensha.co.jp
■担
当 ：総務部
■事業内容 ：明治 30 年（1897 年）に創業した電機メーカ
ーで、2017 年で創業 120 周年を迎えました。
発電機器、送配電・変電機器、モータ・制御
装置、電子機器など多岐にわたる製品をはじ
め、保守・維持管理などのサービスもご提供
しています。

明電舎ものづくり教室
当社では、
ＮＰＯ法人コアネットとともに 2007 年から小学６年生を対象とし
たものづくり教室を開催しています。
社員とコアネットのメンバーがインストラクターとなり、モータで動くロボッ
ト・キットの組立をサポートします。
考えながらキットを完成させて遊ぶことで、子供たちにものづくりの楽しさを
体験していただきます。
品川区では毎年４～５校で開催しています。
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株式会社モスフードサービス
〒 141-6004 品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 4階
TEL 03-5487-7344 FAX 03-5487-7340
http://mos.jp/
■担
当：CSR推進室 社会環境グループ
■事業内容：主にフランチャイズチェーンによるハンバー
ガー専門店「モスバーガー」の全国展開を
行っています。

〒 130-0026 墨田区両国2-10-14 両国シティコア3F
TEL 03-5600-5411 FAX 03-5600-8898
https://www.s-renaissance.co.jp/
■担
当 ：地域健康営業部
■事業内容 ：スポーツクラブ事業をはじめ、自治体や企業
等での健康づくり事業や介護リハビリ事業を
全国で展開しております。
区内では目黒駅前、五反田駅前にドゥミルネ
サンスのブランドでスタジオを展開しており
ます。

中高生の職場訪問

事業活動を通じて、
全ての人々の生きがい創造に貢献します

社会貢献活動の一つとして、中学生や高校生の職場訪問を受け入れています。
参加した生徒に、モスバーガーのこだわりや働く姿勢、喜び、厳しさなどを伝
えています。実際に執務室や商品開発のキッチンを見学して社員に質問をし
たり、レジ操作を体験してもらっています。普段と異なる雰囲気に始めは緊張
していますが、社員のさわやかな挨拶や親しみのこもった会話に緊張もほぐ
れ、最後は笑顔で帰っていきます。社員にとって生徒の訪問がよい刺激となっ
ていますし、生徒にとって、将来の夢を考えるきっかけとなってくれることを
期待しています。

ロジスティックス
オペレーションサービス株式会社
〒141-0031 品川区西五反田1-31-1 日本生命五反田ビル10F
TEL 03-5436-2351 FAX 03-5434-3991
http://logios.mitsui-soko.com
■担
当 ：ダイバーシティ推進室
■事業内容 ：ロジスティックスオペレーションサービス株
式会社は、日本のものづくりを支える製造工
場の構内物流を数多く受託しています。性別
や国籍、障がいの有無に関わらず、すべての
人が輝ける職場作りをモットーとしています。

バリアフリーな社会をめざして
ダイバーシティを実現するに当たっては、子供の時からの教育が不可欠だと考
え、ブラインドサッカーのスポ育プログクラムに協賛しております。
視覚に障が
いのあるブラインドサッカー選手を、小中学校に講師として派遣し、アイマスク
を使って視覚を閉じた状態で、さまざまなワークを行う教育プログラムです。
私
たちは、事前の説明や、道具の準備などを行い、講師と子供達の触れ合う環境づ
くりのお手伝いをしています。
初めは、見えない世界でのコミュニケーションの
取り方に戸惑う子供たちも、徐々に的確に伝えることが出来るようになり、
「見
えない環境と、見える環境の違い」
「見えなくても出来る事が沢山ある事」
「伝え
る努力、
理解する心の大切さを」
実感でき、
私たちも一緒に学んでおります。
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株式会社ルネサンス

ルネサンスは創業以来、事業活動を通して社会貢献を行うことを目指してき
ました。長寿社会にあって「健康」であり続けることが、社会的課題解決の一つ
の方法であることを認識し、品川区内においても高齢者の認知機能低下予防
のプログラム提供や、健康大学しながわなど地域の健康づくりに関わってお
ります。
また、身近なところでできる活動として、地域の清掃など地域密着の活動も行
い、幅広い社会貢献を目指しております。

株式会社ローソン
〒141-8643 品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-5435-1350 FAX 03-5759-6944
http://www.lawson.co.jp/company/activity/
■担
当：事業サポート本部 環境・社会共生
■事業内容：コンビニエンスストア「ローソン」「ナチュ
ラルローソン」「ローソンストア100」のフ
ランチャイズチェーン展開

「からあげクン」などを揚げた油の活用
2016 年 11 月 18 日（金）から 2017 年 1 月 9 日（月）まで、東京都品川区で開
催された「目黒川みんなのイルミネーション 2016」に協力し、店舗で「からあ
げクン」などのフライドフーズを揚げた食用油（廃油）を提供しました。廃油は
バイオディーゼル燃料へのリサイクルを経て、イルミネーション点灯の燃料
として活用されました。ローソンは環境に配慮したこのイベントに賛同し、目
黒川近辺にあるローソン TOC 大崎店から廃油を提供して目黒川のイルミ
ネーションを応援しました。

アチーブメント株式会社
〒141-0022 品川区東五反田4-6-6
TEL 03-3445-2419 FAX 03-3445-0440
http://achievement.co.jp/
■担
当：人事部

住友重機械工業株式会社
〒141-6025 品川区大崎2丁目1番1号 ThinkPark Tower
TEL 050-2036-3280 FAX 03-6866-5108
http://www.shi.co.jp/index.html
■担
当：CSR推進室
■事業内容：ナノテクノロジーの世界から巨大構造物まで・・・最先端の

精密加工・駆動制御技術を操り、多彩な産業分野の発展に貢
献している機械の総合メーカーです。事業の幅は広く、半導
体・液晶、医療、インフラ、物流、エネルギーなど幅広い業
界へ「一流商品」を武器に積極的に事業を展開しています。

三菱鉛筆株式会社
〒140-8537 品川区大井1-28-1
TEL 03-3458-6223 FAX 03-3458-3773
http://www.mpuni.co.jp/index.html
■担
当：総務部
■事業内容：明治20年（1887年）の創業以来、
「最高の品質こそ 最大のサ

ービス」を社是として、常に筆記具の品質向上、技術革新に努
め、国内のみならず世界市場に向けて事業展開しております。

コベルコ建機株式会社
〒141-8626 品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア5F
TEL 03-5789-2111 FAX 03-5789-2131
https://www.kobelcocm-global.com/jp/
■担
当：総務部 CSR推進グループ
■事業内容：建設機械、運搬機械の製造、販売並びにサービス

DHLジャパン株式会社
〒140-0002 品川区東品川1-37-8
TEL 03-5479-2786 FAX 03-5479-2452
http://www.dhl.co.jp/ja.html
■担
当：セールス＆マーケティング本部
■事業内容：世界220以上の国・地域を結ぶグローバルネットワークを

国際輸送事情を熟知した世界約8万人の従業員が支え、安
全・確実・スピーディな国際エクスプレスサービスを提供
しています。

ヤマト運輸株式会社 新東京主管支店
〒140-0003 品川区八潮3-2-35
TEL 03-3799-6806 FAX 03-3799-6904
http://www.mpuni.co.jp/index.html
■担
当：社会貢献課

天王洲郵船ビル

（郵船不動産株式会社）

株式会社モスフードサービス

企業と社会福祉法人の連携
社会福祉法人福栄会へ郵船不動産株式会社、株式会社モスフードサービス
等からエコキャップを提供いただきました。
提供いただいたエコキャップは、区内の障害者支援施設「第一しいのき学
園」に通所する知的障害者がリサイクルのための選別等を行っています。
選別したキャップは固形燃料として売却し、その収入を知的障害者の工賃
に充てています。

よろこびの声（社会福祉法人福栄会より）
福栄会では知的障害者の作業として、ペットボトルキャップの分
別作業を行っています。地域企業の方々等が集めて下さったキャ
ップを分別し、現在1kg20円でリサイクル業者に販売し、収益金
（年間約7万円）は知的障害者の工賃として還元しています。今後
もご協力をよろしくお願いいたします。

ソニー株式会社
株式会社明電舎
自然観察会
ソニーと明電舎は、JR大崎駅西口に位置するNBF大崎ビルとThinkPark
Towerの緑地において、生物多様性に配慮した緑地の保全に努めています。
その一環として公益財団法人日本自然保護協会（NACS-J）によるご指導の
もと、社員やその家族を対象とした自然観察会を共同開催しています。ビル
の谷間ながらも立派に息づく生態系に触れることで、社員には生物多様性に
対する気付きが生まれ、鳥の巣箱や水場の設置、落ち葉による堆肥作り、樹
木の定点観察や鳥のモニタリング調査といった活動に結びついています。地
域の皆様が自然に触れ、憩いの場として活用して頂けるよう、引き続き生物
多様性豊かな緑地として整備していきます。なお、この活動は2013年度の
しながわ環境賞を受賞しました。

この活動は生物多様性 愛知目標の達成を目指す「にじゅうまる
プロジェクト」に登録しています。
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協議会会員企業MAP

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔

愛知産業株式会社

アチーブメント株式会社

アワーズイン阪急（株式会社大井開発）
イオンリテール株式会社
池田印刷株式会社

いすゞ自動車株式会社
SMK 株式会社

大崎電気工業株式会社

株式会社学研ホールディングス
かんべ土地建物株式会社

株式会社キューブシステム
黒田電気株式会社
光陽産業株式会社

コベルコ建機株式会社

さわやか信用金庫（渋谷区）
三和テッキ株式会社

株式会社ジェイティービー
城南信用金庫

新日鉄住金エンジニアリング株式会社
住友重機械工業株式会社

スリーエムジャパン株式会社
セメダイン株式会社
ソーバル株式会社
ソニー株式会社

（本社：港区、ソニーシティ大崎・御殿山テクノロジーセ
ンター：品川区）

㉕ 株式会社第一興商
㉖ 第一三共株式会社品川研究開発センター
㉗ 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）
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㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳

大成温調株式会社

㊴
㊵
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺

東芝エレベータ株式会社

大成祭典株式会社

大日本印刷株式会社

ダウ・ケミカル日本株式会社
DHL ジャパン株式会社
株式会社テーオーシー
寺田倉庫

天王洲郵船ビル（郵船不動産株式会社）
東京サラヤ株式会社
東京都競馬株式会社

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）

東芝テック株式会社

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（株式会社東横イン）

株式会社トリドールホールディングス
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、
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

㊻ 日本ハム株式会社
㊼ 日本バルカー工業株式会社
㊽ 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

㊾ ニフティ株式会社（新宿区）
㊿ 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）

 ネットワンシステムズ株式会社
 野村不動産アーバンネット株式会社

（本社：新宿区、野村の仲介 +「大井町センター」










「品川五反田センター」：品川区）

株式会社日立システムズ

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
株式会社フォーカスシステムズ

富士ゼロックスインターフィールド株式会社
株式会社ブロードリーフ
株式会社文化堂

ホテルサンルート品川シーサイド

（株式会社サンルート）














本多通信工業株式会社
前田道路株式会社
美鈴工業株式会社
みずほ銀行

品川支店

三菱鉛筆株式会社
株式会社明電舎

株式会社モスフードサービス
ヤマト運輸株式会社
株式会社ルネサンス
株式会社ローソン

新東京主管支店

ロジスティックスオペレーションサービス株式会社
品川区役所

