
しながわ CSR 推進協議会を中心に、企業の CSR 活動（社会貢献活動等）の担う役割、

先進的な活動事例の紹介、社会貢献活動のあり方等について意見交換を行っています。

区は、企業のそれぞれの規模、業種、経営理念、CSR 方針などに適した活動ができる

よう情報提供・共有、活動事例の紹介等を積極的に行い、企業の社会貢献活動の支援を

進めています。

ここでは、協議会会員企業による、防災・環境・教育・福祉・地域活動など様々な分

野での社会貢献活動の事例の一部を紹介します。

〒 140-0014　品川区大井1-50-5
TEL 03-3775-8411　FAX 03-3778-3861
http://www.oursinn-hankyu.co.jp/
■担　　当：総務部
■事業内容 ：株式会社 大井開発は、アワーズイン阪急とい

うビジネスホテルと、商業施設の阪急大井町
ガーデンの運営を行っております。

阪急大井町ガーデン外 清掃活動
JR 大井町駅前に立地する当社ビル（阪急大井町ガーデン） 外周を
毎週月曜日に幹部社員が清掃活動を行っております。

愛知産業株式会社愛知産業株式会社
〒 140-0011　品川区東大井2-6-8
TEL 03-6800-2050　FAX 03-6800-2068
http://www.aichi-sangyo.co.jp/
■担　　当：総務課
■事業内容 ：1937年設立。溶接技術・工作機械・金属3D

プリンター及び特殊溶解炉の輸入販売をする
エンジニアリング商社です。

しながわ寺子屋の協賛
日本の産業界の現状や、モノづくりの楽しさと仕事のやりがいを
広めるため、全国の修学旅行生の訪問受け入れにも力を入れてい
ます。また、毎年「しながわ寺子屋」に協賛し、近隣中学校への出前
授業を行い、社会人との対話を通じ、働くことの意義や職業観を
培っていただく機会を提供しています。

会員企業の企業概要と
社会貢献活動の事例紹介（50音順）

会員企業の企業概要と
社会貢献活動の事例紹介（50音順）

アワーズイン阪急
（株式会社大井開発）
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イオンリテール株式会社

イオンの社会貢献活動

〒 140-0002　品川区東品川4-12-5
TEL 03-5715-8300　FAX 03-5715-8333
http://www.aeon.info/
■担　　当：人事総務課
■事業内容 ：イオンは、国内外の約200社のグループ企業

と30万人を超える従業員が一体となり、地域
の特性に合わせた快適なショッピングと便利な
サービスを提供しています。暮らしをサポート
する多彩な機能を備え、お客さまの便利で快適
な暮らしに貢献することを目指しています。

①毎月 11 日のイオン・デーで「地域のボランティア団体の皆さま」と「活動を応援したいお客
さま」を結ぶ「イオン黄色いレシートキャンペーン」を実施。レシート合計金額の 1％の品物
を寄贈しております。

②毎月 11 日から 1 週間イオン・クリーン活動を実施。店舗外周や近隣地域の清掃活動を行なっ
ております。

③地域社会の安心安全、地域経済の活性化のために自治台（品川区）との包括防災協定の締結を
しております。

④環境学習・体験を通じて、子供の健全な育成をめざし「イオン　チアーズクラブ」を結成。（対
象は小学生から中学生）店舗従業員がサポートしながら環境に関する様々な活動に取り組ん
でおります。

⑤ペットボトルキャップや紙パック・食品トレー・アルミ缶などの回収ボックスを設置し、お
客さまにリサイクルのご協力を呼びかけています。

池田印刷株式会社池田印刷株式会社

朝当番制活動（清掃活動）

〒 141-0031　品川区西五反田 6-5-34
TEL 03-3493-2534　FAX 03-5434-9066
www.ikeda-print.co.jp
■担　　当：総務課
■事業内容 ：感性価値を大切に　美術系印刷を特に得意と

する総合印刷会社です。
人と環境に優しい印刷を通じ 社会に貢献しま
す。多色刷美術印刷全般、企画・デザイン、各
種イベント用品・企画製造販売、メディアソリ
ューションのご提案などを行っております。

印刷企業として、「お絵描きノート」を制作し、幼稚園・保育園を中心として寄付
活動に取り組んでいます。
また、創業時から半世紀に渡り「朝当番制活動」として　営業日の毎朝、本社近隣
の清掃活動を交代制で実施しています。「場を清める」精神の実践と、通園通学の
子供達への挨拶と声がけの防犯活動等　コミュニケーションをはかっていま
す。社員で協力して地域貢献をすることはとても清々しく、ボランティア精神を
育み環境美化への意識も高まる機会となっています。
この「朝当番制活動」が平成 25 年 2 月、しながわ環境大賞の環境賞として評価い
ただきました。

いすゞ自動車株式会社いすゞ自動車株式会社
〒 140-8722　品川区南大井6-26-1　大森ベルポートA館
TEL 03-5471-1394　FAX 03-5471-0470
http://www.isuzu.co.jp/
■担　　当：コーポレートコミュニケーション部
　　　　　　CSR環境推進グループ
■事業内容 ：いすゞ自動車の創業は1916年。

日本の自動車メーカーとしては最古の歴史を有して
います。私たちは創業以来、一貫して「妥協のない
ものづくり」にこだわり、今日の姿を築き上げてき
ました。そして今、私たちはその伝統を継承しなが
ら、「商用車とディーゼルエンジンのグローバル・
リーディング・カンパニー」を目指して、積極果敢
な挑戦を続けています。

｢ものづくり体験ワークショップ｣を開催
ものづくり」の楽しさと大切さを子供たちに知ってもらうため、 ｢学･創･遊｣をコ
ンセプトにした「いすゞものづくり体験ワークショップ」を被災地やいすゞ自動
車事業所周辺で開催しています。いすゞの企業理念である｢運ぶを支える｣の意
味やいすゞの｢ものづくり｣への取り組みについて子供たちにわかりやすく伝え
るため、生産や開発に携わる従業員がプログラムを手作りしています。

SMK株式会社SMK株式会社
〒 142-0041　品川区戸越6-5-5
TEL 03-3785-1111　FAX 03-3785-2953
http://www.smk.co.jp/
■担　　当：総務部　総務課 
■事業内容 ：当社は、1925年創業の電子部品（コネクタ

・スイッチ・リモコン・タッチパネル等）を
設計・製造・販売している会社です。

「環境保全活動の紹介とものづくり教室」開催
1976 年に「昭和池田記念財団」を設立し、社会福祉施設への助成や要介護者への
紙おむつ寄贈、青少年育成のための奨学金支給、品川区の「わんぱく相撲」開催の
支援、伝統芸能振興のための支援など多岐に亘って活動しています。SMK とし
ても地域活性化のため品川区社会福祉協議会に非常食の寄贈や戸越５丁目のゆ
るキャラ製作支援をしました。
写真は品川区環境情報活動センターとの共催で区内の小学生を対象にものづく
り教室を開催した模様です。環境保全への関心を高めてもらうと共に、ものづく
りの楽しさ、大切さを知ってもらうことを目的に活動しております。

4



しながわ CSR 推進協議会を中心に、企業の CSR 活動（社会貢献活動等）の担う役割、

先進的な活動事例の紹介、社会貢献活動のあり方等について意見交換を行っています。

区は、企業のそれぞれの規模、業種、経営理念、CSR 方針などに適した活動ができる

よう情報提供・共有、活動事例の紹介等を積極的に行い、企業の社会貢献活動の支援を

進めています。

ここでは、協議会会員企業による、防災・環境・教育・福祉・地域活動など様々な分

野での社会貢献活動の事例の一部を紹介します。

〒 140-0014　品川区大井1-50-5
TEL 03-3775-8411　FAX 03-3778-3861
http://www.oursinn-hankyu.co.jp/
■担　　当：総務部
■事業内容 ：株式会社 大井開発は、アワーズイン阪急とい

うビジネスホテルと、商業施設の阪急大井町
ガーデンの運営を行っております。

阪急大井町ガーデン外 清掃活動
JR 大井町駅前に立地する当社ビル（阪急大井町ガーデン） 外周を
毎週月曜日に幹部社員が清掃活動を行っております。

愛知産業株式会社愛知産業株式会社
〒 140-0011　品川区東大井2-6-8
TEL 03-6800-2050　FAX 03-6800-2068
http://www.aichi-sangyo.co.jp/
■担　　当：総務課
■事業内容 ：1937年設立。溶接技術・工作機械・金属3D

プリンター及び特殊溶解炉の輸入販売をする
エンジニアリング商社です。

しながわ寺子屋の協賛
日本の産業界の現状や、モノづくりの楽しさと仕事のやりがいを
広めるため、全国の修学旅行生の訪問受け入れにも力を入れてい
ます。また、毎年「しながわ寺子屋」に協賛し、近隣中学校への出前
授業を行い、社会人との対話を通じ、働くことの意義や職業観を
培っていただく機会を提供しています。

会員企業の企業概要と
社会貢献活動の事例紹介（50音順）

会員企業の企業概要と
社会貢献活動の事例紹介（50音順）

アワーズイン阪急
（株式会社大井開発）
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イオンリテール株式会社

イオンの社会貢献活動

〒 140-0002　品川区東品川4-12-5
TEL 03-5715-8300　FAX 03-5715-8333
http://www.aeon.info/
■担　　当：人事総務課
■事業内容 ：イオンは、国内外の約200社のグループ企業

と30万人を超える従業員が一体となり、地域
の特性に合わせた快適なショッピングと便利な
サービスを提供しています。暮らしをサポート
する多彩な機能を備え、お客さまの便利で快適
な暮らしに貢献することを目指しています。

①毎月 11 日のイオン・デーで「地域のボランティア団体の皆さま」と「活動を応援したいお客
さま」を結ぶ「イオン黄色いレシートキャンペーン」を実施。レシート合計金額の 1％の品物
を寄贈しております。

②毎月 11 日から 1 週間イオン・クリーン活動を実施。店舗外周や近隣地域の清掃活動を行なっ
ております。

③地域社会の安心安全、地域経済の活性化のために自治台（品川区）との包括防災協定の締結を
しております。

④環境学習・体験を通じて、子供の健全な育成をめざし「イオン　チアーズクラブ」を結成。（対
象は小学生から中学生）店舗従業員がサポートしながら環境に関する様々な活動に取り組ん
でおります。

⑤ペットボトルキャップや紙パック・食品トレー・アルミ缶などの回収ボックスを設置し、お
客さまにリサイクルのご協力を呼びかけています。

池田印刷株式会社池田印刷株式会社

朝当番制活動（清掃活動）

〒 141-0031　品川区西五反田 6-5-34
TEL 03-3493-2534　FAX 03-5434-9066
www.ikeda-print.co.jp
■担　　当：総務課
■事業内容 ：感性価値を大切に　美術系印刷を特に得意と

する総合印刷会社です。
人と環境に優しい印刷を通じ 社会に貢献しま
す。多色刷美術印刷全般、企画・デザイン、各
種イベント用品・企画製造販売、メディアソリ
ューションのご提案などを行っております。

印刷企業として、「お絵描きノート」を制作し、幼稚園・保育園を中心として寄付
活動に取り組んでいます。
また、創業時から半世紀に渡り「朝当番制活動」として　営業日の毎朝、本社近隣
の清掃活動を交代制で実施しています。「場を清める」精神の実践と、通園通学の
子供達への挨拶と声がけの防犯活動等　コミュニケーションをはかっていま
す。社員で協力して地域貢献をすることはとても清々しく、ボランティア精神を
育み環境美化への意識も高まる機会となっています。
この「朝当番制活動」が平成 25 年 2 月、しながわ環境大賞の環境賞として評価い
ただきました。

いすゞ自動車株式会社いすゞ自動車株式会社
〒 140-8722　品川区南大井6-26-1　大森ベルポートA館
TEL 03-5471-1394　FAX 03-5471-0470
http://www.isuzu.co.jp/
■担　　当：コーポレートコミュニケーション部
　　　　　　CSR環境推進グループ
■事業内容 ：いすゞ自動車の創業は1916年。

日本の自動車メーカーとしては最古の歴史を有して
います。私たちは創業以来、一貫して「妥協のない
ものづくり」にこだわり、今日の姿を築き上げてき
ました。そして今、私たちはその伝統を継承しなが
ら、「商用車とディーゼルエンジンのグローバル・
リーディング・カンパニー」を目指して、積極果敢
な挑戦を続けています。

｢ものづくり体験ワークショップ｣を開催
ものづくり」の楽しさと大切さを子供たちに知ってもらうため、 ｢学･創･遊｣をコ
ンセプトにした「いすゞものづくり体験ワークショップ」を被災地やいすゞ自動
車事業所周辺で開催しています。いすゞの企業理念である｢運ぶを支える｣の意
味やいすゞの｢ものづくり｣への取り組みについて子供たちにわかりやすく伝え
るため、生産や開発に携わる従業員がプログラムを手作りしています。

SMK株式会社SMK株式会社
〒 142-0041　品川区戸越6-5-5
TEL 03-3785-1111　FAX 03-3785-2953
http://www.smk.co.jp/
■担　　当：総務部　総務課 
■事業内容 ：当社は、1925年創業の電子部品（コネクタ

・スイッチ・リモコン・タッチパネル等）を
設計・製造・販売している会社です。

「環境保全活動の紹介とものづくり教室」開催
1976 年に「昭和池田記念財団」を設立し、社会福祉施設への助成や要介護者への
紙おむつ寄贈、青少年育成のための奨学金支給、品川区の「わんぱく相撲」開催の
支援、伝統芸能振興のための支援など多岐に亘って活動しています。SMK とし
ても地域活性化のため品川区社会福祉協議会に非常食の寄贈や戸越５丁目のゆ
るキャラ製作支援をしました。
写真は品川区環境情報活動センターとの共催で区内の小学生を対象にものづく
り教室を開催した模様です。環境保全への関心を高めてもらうと共に、ものづく
りの楽しさ、大切さを知ってもらうことを目的に活動しております。

5



株式会社キューブシステム株式会社キューブシステム
〒 141-0032　品川区大崎2-11-1　大崎ウィズタワー
TEL 03-5487-6030　FAX 03-5487-8055
http://www.cubesystem.co.jp/
■担　　当：CSR担当 
■事業内容 ：システム化のご提案から開発、保守・運用ま

でのすべてをサポートする「システムソリュ
ーション・サービス」を提供しています。

次世代育成支援
未来協育推進機構が運営されている『しながわ職場歩き』に参画しました。当日
は中学２年生５名を対象に、当社を含むＩＴ企業についての説明やオフィスツ
アーを実施し、若手社員と「仕事とは」をテーマにディスカッションを行う事で、
学生自らに将来の職業観を養っていただきました。
また他にも、「次世代育成支援」活動として、当社社員の子供達を対象に『夏休み
家族参観日』の実施や、東洋大学の寄付講座を開設しております。
当社はこれからも、これらの活動を通じて「次世代育成支援」を行って参ります。

かんべ土地建物株式会社かんべ土地建物株式会社
〒 140-0014　品川区大井1-3-6
TEL 03-3771-5317　FAX 03-3771-3103
http://www.kanbetochi.co.jp
■担　　当：総務部　経理課 
■事業内容 ：昭和５年に大井町で創業し、地域に密着した

不動産の売買、仲介、管理、鑑定、損害保険
代理業を行っています。

座席譲りを広める会の推進
東京商工会議所品川支部が行っている「座席譲りを広める会」の
運動は、電車やバスの中でのマナーアップを広めていこうという
もので、当社もその趣旨に賛同しています。
シンボルマークをあしらったバッチ、通称思いやりバッヂを全員
胸につけ、全社員で小さなことからでも『社会の役に立つための
行動』を積極的に取り組んでおります。

株式会社学研ホールディングス株式会社学研ホールディングス
〒 141-8510　品川区西五反田2-11-8
TEL 03-6431-1810　FAX 03-6431-1851
http://ghd.gakken.co.jp
■担　　当：CSR推進室 
■事業内容 ：昭和21年に㈱学習研究社として大田区で創

業、平成20年に品川区西五反田に本社を移転。
出版、教室・塾、高齢者福祉・子育て支援な
ど多岐にわたる事業を展開しています。

教育、福祉、環境の 3分野で活動
学研グループとして①教育②福祉③環境の 3 分野を地域貢献の柱に据えていま
す。①教育分野では品川区や大田区の小学生を招待した「キッズフェスティバ
ル」で実験教室を開催しました。②福祉分野ではこども園開設による待機児童解
消への貢献、品川区在住の障がいある方の雇用、品川ボランティアセンターへの
使用済み切手の寄付、③環境分野では省エネ活動、ごみの減量化・資源化活動な
どに積極的に取り組んでます。

大崎電気工業株式会社大崎電気工業株式会社
〒 141-8646　品川区東五反田2-10-2　東五反田スクエア
TEL 03-3443-9131　FAX 03-3443-9514
http://www.osaki.co.jp/
■担　　当：総務部　総務課 
■事業内容 ：【計測制御機器事業】電力量計、電流制限器、

計器用変成器、タイムスイッチ、デマンドコ
ントロール装置、集中自動検針装置、配電線
負荷集中制御装置、光通信関連機器、検針シ
ステム機器、その他の製造販売 など

ハンドボール教室開催
今年も品川区内の小学生を対象に、社会貢献活動の一環として「ハンドボール教
室」を定期的に開催しました。指導するのは、全日本チームで活躍した当社ハン
ドボール部（OSAKI OSOL チーム）OB の選手達です。
小学生の皆さんにはドリブル、キャッチボール、パス、シュート、そしてコンビプ
レーの指導を受けてもらい、最後にはミニゲームまで行ないました。
コート上では声を出し合いながら、元気に体を動かすことの気持ち良さやチー
ムプレーの大切さを体感してもらいました。

（大崎電気ハンドボール部 ： 1960 年創部　日本リーグ所属）

黒田電気株式会社黒田電気株式会社
〒 140-0013　品川区南大井5-17-9
TEL 03-5764-5500　FAX 03-5764-1500
http://www.kuroda-electric.co.jp/
■担　　当：総務部 
■事業内容 ：グローバル戦略を推し進め、メーカー機能を

備えた独立系エレクトロニクス商社

バスケットボールクリニック
当社は、地域貢献活動の一環として、品川区におけるスポーツ振
興に寄与する為、区内の中学生以上を対象とした「バスケット
ボールクリニック（技術指導）」を実施しています。関東実業団 1 
部リーグに所属するバスケットボール部（チーム名：黒田電気ブ
リット・スピリッツ）の現役選手が、中学生以上の子供たちにバ
スケットボールの楽しさや素晴らしさを体験してもらうための
活動を行っているものです。

光陽産業株式会社光陽産業株式会社
〒 142-0042　品川区豊町4-20-14
TEL 03-3787-3411　FAX 03-3786-7296
http://www.koyosangyo.co.jp/
■担　　当：管理部　総務グループ 
■事業内容 ：都市ガス・プロパンガス用ガス栓・汎用バル

ブ、その他関連部材の製造販売。車両用（新幹
線、JR等）バルブ・一般産業用バルブ・水道用
継ぎ手･水栓器具、その他の関連部材の製造販
売。漏れ検査装置・半導体周辺機材・組み立て
装置・特殊治具等の設計、製作、施工管理。

災害に強い町づくり活動
当社は共に共感しあえる社会・地域との関係づくり、環境保全・社会貢献に努
めると云う企業理念に基づき、お客様第一のものづくりを大切にセキュリ
ティーテクノロジーを通じて、社会の暮らしの安全に貢献しています。当社所在
地は品川の木密地域にあり、防災上極めて危険な地域です。本年も品川区・消防
署･消防団のご指導の下で各町会、企業と共催で防災フェアーを実施します。又、
あらゆる貢献件活動を実施しておりますが、特に「防災」を重点に社会貢献活動
を頑張ります。

さわやか信用金庫さわやか信用金庫
〒 150-0012　渋谷区広尾5-19-8
TEL 03-5789-6154　FAX 03-5789-7599
http://www.sawayaka-shinkin.co.jp/
■担　　当：経営企画部　企画課 
■事業内容 ：基本理念の一つに｢地域に密着し、地域と運命

を共にする金融機関であること｣を掲げ、積極
的に地域社会の発展に貢献していきます。

小・中学校に対して体験学習の場を提供
当金庫の各支店では、小・中学生の勤労意識の醸成やインタ
ビューを通じて社会性を育む校外学習の場を提供しております。
また、高齢者に対する見守り活動の実施や、一般社団法人「しんき
ん成年後見サポート」との連携など、安全安心に暮らせる地域づ
くりにも努めております。

三和テッキ株式会社三和テッキ株式会社
〒 140-8669　品川区南品川6-4-6
TEL 03-3474-4111　FAX 03-3474-4152
http://www.tekki.co.jp/ 
■担　　当：経営管理本部　総務部 
■事業内容 ：1907年創業。鉄道の架線金具や装置、送配

電線接続金具や工具、鉄塔建設用のクレーン
および昇降装置、発電所等の配管類を支え地
震等を含む振動から機器を守る装置、ビルや
橋梁用の制振装置を製造・販売。

清掃美化活動
毎月１回、当社周辺の清掃美化活動を行い、年間を通じて全員が
参加することにより、社員の美化意識の醸成を図っています。ま
た、大井町三商店街が主催する「スポーツ GOMI 拾い in 大井町」
にも積極的に参加。その他にも、地域振興のために品川区へ寄付
を行ったり、未来協育推進機構が主催する「しながわ職場あるき」
にも参画しています。今後も、地域との連携を大切にして、活動を
広げたいと思います。
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株式会社キューブシステム株式会社キューブシステム
〒 141-0032　品川区大崎2-11-1　大崎ウィズタワー
TEL 03-5487-6030　FAX 03-5487-8055
http://www.cubesystem.co.jp/
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■事業内容 ：システム化のご提案から開発、保守・運用ま
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当社はこれからも、これらの活動を通じて「次世代育成支援」を行って参ります。
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TEL 03-3771-5317　FAX 03-3771-3103
http://www.kanbetochi.co.jp
■担　　当：総務部　経理課 
■事業内容 ：昭和５年に大井町で創業し、地域に密着した
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株式会社学研ホールディングス株式会社学研ホールディングス
〒 141-8510　品川区西五反田2-11-8
TEL 03-6431-1810　FAX 03-6431-1851
http://ghd.gakken.co.jp
■担　　当：CSR推進室 
■事業内容 ：昭和21年に㈱学習研究社として大田区で創

業、平成20年に品川区西五反田に本社を移転。
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ど多岐にわたる事業を展開しています。
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消への貢献、品川区在住の障がいある方の雇用、品川ボランティアセンターへの
使用済み切手の寄付、③環境分野では省エネ活動、ごみの減量化・資源化活動な
どに積極的に取り組んでます。

大崎電気工業株式会社大崎電気工業株式会社
〒 141-8646　品川区東五反田2-10-2　東五反田スクエア
TEL 03-3443-9131　FAX 03-3443-9514
http://www.osaki.co.jp/
■担　　当：総務部　総務課 
■事業内容 ：【計測制御機器事業】電力量計、電流制限器、

計器用変成器、タイムスイッチ、デマンドコ
ントロール装置、集中自動検針装置、配電線
負荷集中制御装置、光通信関連機器、検針シ
ステム機器、その他の製造販売 など

ハンドボール教室開催
今年も品川区内の小学生を対象に、社会貢献活動の一環として「ハンドボール教
室」を定期的に開催しました。指導するのは、全日本チームで活躍した当社ハン
ドボール部（OSAKI OSOL チーム）OB の選手達です。
小学生の皆さんにはドリブル、キャッチボール、パス、シュート、そしてコンビプ
レーの指導を受けてもらい、最後にはミニゲームまで行ないました。
コート上では声を出し合いながら、元気に体を動かすことの気持ち良さやチー
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TEL 03-5764-5500　FAX 03-5764-1500
http://www.kuroda-electric.co.jp/
■担　　当：総務部 
■事業内容 ：グローバル戦略を推し進め、メーカー機能を

備えた独立系エレクトロニクス商社

バスケットボールクリニック
当社は、地域貢献活動の一環として、品川区におけるスポーツ振
興に寄与する為、区内の中学生以上を対象とした「バスケット
ボールクリニック（技術指導）」を実施しています。関東実業団 1 
部リーグに所属するバスケットボール部（チーム名：黒田電気ブ
リット・スピリッツ）の現役選手が、中学生以上の子供たちにバ
スケットボールの楽しさや素晴らしさを体験してもらうための
活動を行っているものです。
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■担　　当：管理部　総務グループ 
■事業内容 ：都市ガス・プロパンガス用ガス栓・汎用バル

ブ、その他関連部材の製造販売。車両用（新幹
線、JR等）バルブ・一般産業用バルブ・水道用
継ぎ手･水栓器具、その他の関連部材の製造販
売。漏れ検査装置・半導体周辺機材・組み立て
装置・特殊治具等の設計、製作、施工管理。

災害に強い町づくり活動
当社は共に共感しあえる社会・地域との関係づくり、環境保全・社会貢献に努
めると云う企業理念に基づき、お客様第一のものづくりを大切にセキュリ
ティーテクノロジーを通じて、社会の暮らしの安全に貢献しています。当社所在
地は品川の木密地域にあり、防災上極めて危険な地域です。本年も品川区・消防
署･消防団のご指導の下で各町会、企業と共催で防災フェアーを実施します。又、
あらゆる貢献件活動を実施しておりますが、特に「防災」を重点に社会貢献活動
を頑張ります。
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TEL 03-5789-6154　FAX 03-5789-7599
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■担　　当：経営企画部　企画課 
■事業内容 ：基本理念の一つに｢地域に密着し、地域と運命

を共にする金融機関であること｣を掲げ、積極
的に地域社会の発展に貢献していきます。

小・中学校に対して体験学習の場を提供
当金庫の各支店では、小・中学生の勤労意識の醸成やインタ
ビューを通じて社会性を育む校外学習の場を提供しております。
また、高齢者に対する見守り活動の実施や、一般社団法人「しんき
ん成年後見サポート」との連携など、安全安心に暮らせる地域づ
くりにも努めております。

三和テッキ株式会社三和テッキ株式会社
〒 140-8669　品川区南品川6-4-6
TEL 03-3474-4111　FAX 03-3474-4152
http://www.tekki.co.jp/ 
■担　　当：経営管理本部　総務部 
■事業内容 ：1907年創業。鉄道の架線金具や装置、送配

電線接続金具や工具、鉄塔建設用のクレーン
および昇降装置、発電所等の配管類を支え地
震等を含む振動から機器を守る装置、ビルや
橋梁用の制振装置を製造・販売。

清掃美化活動
毎月１回、当社周辺の清掃美化活動を行い、年間を通じて全員が
参加することにより、社員の美化意識の醸成を図っています。ま
た、大井町三商店街が主催する「スポーツ GOMI 拾い in 大井町」
にも積極的に参加。その他にも、地域振興のために品川区へ寄付
を行ったり、未来協育推進機構が主催する「しながわ職場あるき」
にも参画しています。今後も、地域との連携を大切にして、活動を
広げたいと思います。
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新日鉄住金
エンジニアリング株式会社
新日鉄住金
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
http://www.eng.nssmc.com/
■担　　当：マネジメントサポートセンター  総務部総務室
■事業内容 ：1974年に新日鐵住金（旧 新日鐵）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。

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。

スリーエムジャパン株式会社スリーエムジャパン株式会社
〒 141-8684　品川区北品川6-7-29
TEL 03-6409-3800　FAX 03-6409-5801
http://www.mmm.co.jp/
■担　　当：総務部
■事業内容 ：スリーエムジャパングループは産業関連全般

から生活関連に至るまで、幅広い分野で日本
市場やお客様のニーズに応え、課題を解決す
る製品やサービスをお届しています。

3M ウィザード プログラム
一人でも多くの子どもたちに科学の楽しさや不思議さを知ってもらいたい。
そんな思いから 1996 年にスタートした「３Ｍ ウィザード プログラム 夏休み子
ども科学実験館」は、３Ｍジャパングループの事業活動を活かした社会貢献を代
表する活動で、科学のおもしろさを伝える授業です。本社及びグループ事業所に
て、毎年７月～８月にかけて近隣の小学生を招き、“見て、聞いて、やって楽しい”
科学実験を実施しています。昨年品川本社の活動として、近隣の小学校で 6 年生
2 クラスを対象に、「光の科学」をテーマにした出張授業（Visiting Wizard）を実
施しました。

「ウィザード」とは魔法使いの意味で、アイデア満載の実験を繰り広げます。

株式会社ジェイティービー株式会社ジェイティービー
〒 140-8602　品川区東品川2-3-11
TEL 03-5796-5876　FAX 03-5796-5848
http://www.jtbcorp.jp/
■担　　当：広報・ブランド戦略チーム
■事業内容 ：旅を機軸に、人々の交流を創造する「交流文

化事業」を通じて、お客様に感動と喜びを提
供し続けてまいります。

「しながわ職場あるき」への参画
社会貢献活動の一環として、未来協育推進機構が主催する「しな
がわ職場あるき」に賛同・参画しています。
本取組みは品川区の中学校を対象とし、生徒の皆様が主体的に企
業を訪問し、当社の社員と接していただき、仕事内容や働くこと
の意義等を伝え、その経験を将来の進路選択時に活かしていただ
くことを目的にとしたものであり JTB グループとして生徒の皆
様の受入れをおこなっています。

城南信用金庫城南信用金庫
〒 141-8710　品川区西五反田7-2-3
TEL 03-3493-8133　FAX 03-3493-8210
http://www.jsbank.co.jp
■担　　当：企画部　社会貢献室 
■事業内容 ：当金庫は「人と人とのつながりや助け合いを

大切にして、地域社会の発展に貢献する」と
いう協同組織金融機関としての使命のもと、
真心を込めたサービスに全力で取組んでおり
ます。

中学生の職場体験学習を実施
品川区内の中学校が進路指導の一環として行っている「職場体験
学習」 を当金庫本店にて行いました。　
高機能紙幣硬貨整理機による現金の流れやロビーでのお客様の
応対など、実際の業務を体験してもらうことにより、自分自身の
適性や働くことの意義について考える良い機会になったのでは
ないでしょうか。

セメダイン株式会社セメダイン株式会社
〒 141-8620 品川区大崎1丁目11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-6421-7411　FAX 03-6421-7415
http://www.cemedine.co.jp/
■担　　当：人事総務部　総務課 
■事業内容 ：接着剤・シーリング材・粘着剤・特殊塗料・

コーティング材およびその加工品の製造販売

しながわ寺子屋
当社では、未来協育推進機構が主催する 2 つのプロジェクト（「し
ながわ寺子屋」「しながわ職場歩き」）や、品川区が主催する「品川区
ものづくり技術体験ツアー」に参画し、講師の派遣や生徒の受入れ
を行い、品川区の小学生や中学生を中心に、「はたらくことに対す
る情熱」、「ものづくりの楽しさ」を子供達に伝える活動を行ってき
ました。また、茨城県にある工場では、近隣の中学生の工場見学を
受け入れ､接着剤の成り立ちと､製造される過程を実際に見て頂く
ことで、当社製品への理解を深めて頂く活動を継続しています。

ソーバル株式会社ソーバル株式会社
〒 141-0001　品川区北品川5-9-11　大崎ＭＴビル
TEL 03-6409-6131　FAX 03-6409-6151
http://www.sobal.co.jp/
■担　　当：総務部ユニットCSRチーム
■事業内容 ：1983年創業から培ったソフトウエアの設計

・開発・テストの技術をもって、社会に貢献
する会社です。

地域イベントへの参加
2016 年度に実施された「しながわ ECO フェスティバル 2016」、「東品川海上公
園 みどりと花のフェスティバル」にイベントや、スマートフォンアプリケーショ
ンをもって参加させていただきました。
今後も、「しながわ水族館」へのアプリケーション提供など、当社の技術をもって
社会に貢献してまいります。

ソニー株式会社ソニー株式会社
本 社 ： 〒 108-0075　港区港南1-7-1
ソニーシティ大崎：〒141-8610 品川区大崎2-10-1 NBF大崎ビル
御殿山テクノロジーセンター:〒141-0001 品川区北品川5-1-12

（主な都内事業所のみ）
TEL 03-6748-2111　
ソニー グループポータルサイト  http://www.sony.co.jp/
CSR・環境・社会貢献  http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/
■担　　当：総務センター東京サイト総務室。広報・CSR部CSRグループ
■事業内容 ：1946年起草の「設立趣意書」に書かれている「創造と挑戦

の理念」は、ソニーのDNAとして不変です。エレクトロニ
クスの枠を超え、音楽、映画、ゲーム、金融で、世界中の
人々に魅力的な商品やコンテンツ、サービスを通して新たな
感動の創造を目指していきます。

ソニーサイエンスプログラム
ソニーは「事業活動を行う世界の各地域において、ソニーの得意とする分野で、
時代や社会のニーズに応えること」を社会貢献活動方針として掲げています。創
業者の井深大の時代から次世代を担う子どもたちの科学教育支援活動に継続的
に取り組んでおり、現在では、世界各地でのオリジナルワークショップの開催
や、体験型科学館「ソニー・エクスプローラサイエンス」（東京・北京）を通じて、
科学の原理を楽しく学びながら、好奇心や創造性を育む機会を子どもたちに提
供しています。

株式会社第一興商株式会社第一興商
〒 141-8701　品川区北品川5-5-26
TEL 03-3280-2151（大代表）　FAX 03-3280-2150
http://www.dkkaraoke.co.jp/
■担　　当：総務部
■事業内容 ：業務用カラオケ（ＤＡＭ）事業、カラオケ店

舗（ビッグエコー）や音楽ソフト事業をはじ
めとして、歌とカラオケの素晴らしさを伝
え、社会に楽しさや明るさを届けるべく様々
な事業を展開いたしております。

sing for smile プロジェクト
当社は、東日本大震災被災地へ向けて、sing for smile プロジェクトを継続展
開 し て お り ま す。具 体 的 活 動 と し て、国 連 承 認 の NGO「国 連 の 友
Asia-Pacific」の展開する “カラオケカー” 帯同の巡回診療医療に協力・DK エ
ルダーシステムによる健康増進 / 介護予防プログラム体験を行っております。
“うたの力” が、被災地の方々にとって少しでも心のケアの一つになってほし
いという願いを込め、これからも支援を行ってまいります。
また、地域コミュニティの活性化と介護予防や健康維持、生きがいづくりにつ
なげていきます。
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