
寺田倉庫寺田倉庫
〒 140-0002　品川区東品川2-6-10
TEL 03-5479-1616　FAX 03-5479-0950
http://www.terrada.co.jp
■担　　当：不動産グループ
■事業内容 ：美術品、ワイン、メディア等の専門性の高い

商品の保存保管を行っております。
世界遺産、正倉院の「蔵」をお手本として価
値を未来へ受け継いでまいります。

「水辺とアートの街」天王洲をめざして
周りを運河に囲まれた天王洲アイルでは、音楽・アートが街のあちこちにあ
り都内有数の水辺空間を形成しています。この水辺の楽しさ・気持ちよさを
地域の皆様に知っていただき、また水辺で味わう非日常を体験していただく
ために各季節に一度「天王洲キャナルフェス」を開催しています。
「水辺の映画祭」「水辺の芸術祭」「運河クルーズ」「水上フードコート」等、水辺
を楽しむ企画に加え、夏休みには東京海洋大学と連携し「こども大学」を実施
しました。今後もさらに地域との連携を深め、東品川地域の活性化に取り組ん
でまいります。

本 社 ： 〒 143-0016　大田区大森北1-6-8
大井事業所：〒140-0012　品川区勝島2-1-2
TEL 03-5767-9055　FAX 03-5767-9056
http://www.tokyokeiba.co.jp/
■担　　当：総務部　総務課
■事業内容 ：「大井競馬場」ならびに「伊勢崎オートレース

場」の公営競技施設、物流倉庫および商業施
設等の賃貸と遊園地「東京サマーランド」の
経営

馬との触れ合い事業
大井競馬場にて年に一度、近隣の特別支援学校・ろう学校の生徒さんを招待し、
『馬との触れ合い事業』を行っています。
馬車の体験、ポニー乗馬、ミニチュアホースとの触れ合いなどを通じて、動物を
愛しむ心の醸成や日常できない体験から新たな発見をしてもらえることを期待
しております。

東京都競馬株式会社東京都競馬株式会社

〒 140-0001　品川区北品川4-7-36
TEL 03-5488-3911　FAX 03-5488-3910
http://www.tokyo-marriott.com/
■担　　当：支配人席
■事業内容 ：御殿山の歴史や文化のエッセンスを表現した

ハードとマリオネットホスピタリティのソフト
で、日本文化の素晴らしさを世界中のゲストに
向けて発信しております。

地域イベントへの参加とご支援
東京マリオットホテルは、2013 年 12 月 3 日に品川地区初の外資系ホテルと
してリブランドオープンいたしました。開業前に地域の方々に愛していただい
たホテルラフォーレ東京の精神を受け継ぎ、地域イベントへの参加とご支援を
継続して行っております。
これからもしながわ宿場まつりへの出店や品川神社例大祭の神輿の休憩所の設
置などの活動により、地域の皆さまへの感謝の気持ちと共に地域貢献に努めて
まいります。

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
http://www.saraya.com/
■担　　当：管理本部総務部CSR推進課
■事業内容 ：1.家庭用及び業務用洗浄剤・消毒剤・うがい

薬等の衛生用品と薬液供給機器等の開発・製
造・販売
2.食品衛生・環境衛生のコンサルティング
3.食品等の開発・製造・販売

出前授業
東京サラヤは、本社所在地である品川区を中心に、小、中、高校への出前授業を
行っております。授業を通して野生動植物と人間との共生や衛生、手洗いの大切
さを子供たちに教えております。本社花壇は昆虫たちの食草園を兼ねた草花を
中心に年中花を絶やさぬよう植えており、近隣の住人や通勤の人たちからは「あ
りがとう」の声をかけられ、生物多様性と地域の景観造りに貢献しております。
今後も環境、衛生、健康に貢献するサラヤを理念に努めてまいります。

東京サラヤ株式会社東京サラヤ株式会社 東芝エレベータ株式会社　東京支社東芝エレベータ株式会社　東京支社
〒 141-0014　品川区大井1-28-1
TEL 03-5718-0360　FAX 03-5718-0380
■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。

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、使用済み切手およびペット
ボトルキャップの収集、フードドライブ、品川ボランティアセン
ターへのカレンダー等の寄贈のほか入居しているオフィスビル
周辺の清掃活動を実施しています。

東芝テック株式会社東芝テック株式会社
〒 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、店舗や工場、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。

東芝テック社会貢献基金による寄付
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、学校
や保育施設、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、清掃美化活動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。

〒 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部
■事業内容 ：金属、プラスチック、紙、ガラスを主原料と

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。

学校授業への協力
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、積
極的に学校授業に協力しています。毎年、本社ビルに隣接する「日野学園」３年生
の社会科の授業では、「ビルから学校の周りの様子を調べる」目的でビル上階に
上がり東西南北を観察。アテンドする従業員も生徒からの質問を受けることで
近隣を知る良い機会になっています。また、学校や学童クラブからのご依頼で
「容器の３Ｒについて」などを題材とした出前授業も行っています。

東洋製罐グループ
ホールディングス株式会社
東洋製罐グループ
ホールディングス株式会社

〒 140-0002　品川区東品川2-2-35
TEL 03-5715-1045　FAX 03-5715-1056
http://www.toyoko-inn.com/hotel00244/index.html
■担　　当：支配人
■事業内容 ：朝食無料の全国270店舗

ビジネスホテル

100万人のクラシックライブ＠東横INN
東横 INN は地域貢献活動の一環として一般財団法人 100 万人のクラシック
ライブとコラボし、東京エリアで月 1 回ホテルロビーでクラシックライブを
実施しています。至近距離で演奏家の奏でる音楽の感動を地域の方々と共有
し、気軽にクラシックを楽しんで頂き、またご参加いただいた方たちと演奏家
に交流して頂くことで、コミュニティの活性化を図ること、さらに才能あふれ
る若手演奏家へ活動の場を提供することを目的としております。ロビーは無
料で提供し、来場者から頂いた入場料と寄付金は全額一般財団法人 100 万人
のクラシックライブに寄付しています。
今期はＨ29年 12/17（日）品川青物横丁店舗
　　　Ｈ30年 2/18（日）品川港南口天王洲アイル店舗で実施

Toyoko Inn International Limited
株式会社東横INN　品川港南口天王洲アイル
Toyoko Inn International Limited
株式会社東横INN　品川港南口天王洲アイル
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〒 141-8623　品川区西五反田4-32-1
TEL 03-5496-5224　FAX 03-5496-5071
https://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。

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 117 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117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。

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

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

〒 141-6014　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。

様々な活動を通して次世代を応援
ニッポンハムグループは、次世代を担う子どもたちに向けて食育
やキャリア教育等の様々な取り組みを行っています。なかでも、
2006 年より開始した出前授業「ウインナー手作り体験教室」で
は、全国の小・中・高校にて食と健康をテーマにした授業を実施
し、食の楽しさや大切さを伝えています。また、東京支社では品川
区の中学生をはじめとした生徒の職場訪問の受け入れを行い、会
社の仕事内容や社会とのつながり、従業員の仕事への想い等をお
話しし、将来の進路選択にお役立ていただくよう努めています。

日本ハム株式会社日本ハム株式会社

〒 140-8601　品川区大井1-6-3
TEL 03-3773-1191　FAX 03-3773-1992
http://www.nikon.co.jp/index.htm
■担　　当：工務管理部　環境管理室
■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。

製作所周辺の清掃活動
当大井製作所周辺の、道路上や植え込みの中のゴミを集めることを中心とした、
清掃活動に取り組んでおります。
地域の美化による社会貢献を推進し、少しでも皆様のお役に立てればと考えま
す。
また、本来の事業内容を通じた社会貢献を行うことも続けて参ります。

株式会社ニコン株式会社ニコン
〒 141-0032　品川区大崎1-11-1
　　　　　　　ゲートシティ大崎ウエストタワー22階
TEL 03-5436-8836　
http://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「長田本庄軒」など）

「親子でつくるうどん教室」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
来につながる社会貢献活動を行っています。また品川区に本拠を置く企業市
民として区と連携し、日中保護者が不在の家庭のお子様を店舗に招き、親子で
一緒に食事をする機会を提供する「親子でつくるうどん教室」を開催するな
ど、地域社会への貢献も行っています。

株式会社トリドールホールディングス株式会社トリドールホールディングス 日本バルカー工業株式会社日本バルカー工業株式会社
〒 141-6024　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower24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。

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、バルカーグループ国内外46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：2017年12月2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。

〒 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。

区立小学校の塗装ボランティア
2017 年度は、区立戸越小学校で塗装ボランティアを行いました。鉄棒をはじめ
とした遊具全般を塗装しましたが、技術者が塗装指導をしたため、とてもきれい
に仕上げることができました。
弊社は塗装ボランティアをはじめ、小中学校の校外学習の支援、地域清掃や種蒔
き活動等への参画を通じて、これからも地域社会への貢献活動を続けてまいり
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
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

〒 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 ：総務グループ
■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。

ニフティ株式会社ニフティ株式会社
〒 140-8638　品川区東品川2-4-11　野村不動産天王洲ビル
TEL 03-5460-3104　FAX 03-5460-3107
http://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 ：JALグループは航空運送事業を中心に、多数

の事業を展開しており、今後も日本のおもて
なしを世界の空にお届けして参ります。

次世代育成プログラム「空育」
『飛行機を通じて「自分」の未来を考える』、『交流を通じて「日本・世界」の未来
を考える』、『環境・宇宙を通じて「地球」の未来を考える』をテーマに、JALら
しい体験型プログラムを複数ご用意しております。空の素晴らしさに触れる
ことで、新たな発見やさらなる学びを得て、未来を考える機会を日本全国の学
校、海外の日本人学校などで提供しています。

日本航空株式会社日本航空株式会社
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〒 141-8623　品川区西五反田4-32-1
TEL 03-5496-5224　FAX 03-5496-5071
https://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。

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 117 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117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。

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

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

〒 141-6014　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。

様々な活動を通して次世代を応援
ニッポンハムグループは、次世代を担う子どもたちに向けて食育
やキャリア教育等の様々な取り組みを行っています。なかでも、
2006 年より開始した出前授業「ウインナー手作り体験教室」で
は、全国の小・中・高校にて食と健康をテーマにした授業を実施
し、食の楽しさや大切さを伝えています。また、東京支社では品川
区の中学生をはじめとした生徒の職場訪問の受け入れを行い、会
社の仕事内容や社会とのつながり、従業員の仕事への想い等をお
話しし、将来の進路選択にお役立ていただくよう努めています。

日本ハム株式会社日本ハム株式会社

〒 140-8601　品川区大井1-6-3
TEL 03-3773-1191　FAX 03-3773-1992
http://www.nikon.co.jp/index.htm
■担　　当：工務管理部　環境管理室
■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。

製作所周辺の清掃活動
当大井製作所周辺の、道路上や植え込みの中のゴミを集めることを中心とした、
清掃活動に取り組んでおります。
地域の美化による社会貢献を推進し、少しでも皆様のお役に立てればと考えま
す。
また、本来の事業内容を通じた社会貢献を行うことも続けて参ります。

株式会社ニコン株式会社ニコン
〒 141-0032　品川区大崎1-11-1
　　　　　　　ゲートシティ大崎ウエストタワー22階
TEL 03-5436-8836　
http://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「長田本庄軒」など）

「親子でつくるうどん教室」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
来につながる社会貢献活動を行っています。また品川区に本拠を置く企業市
民として区と連携し、日中保護者が不在の家庭のお子様を店舗に招き、親子で
一緒に食事をする機会を提供する「親子でつくるうどん教室」を開催するな
ど、地域社会への貢献も行っています。

株式会社トリドールホールディングス株式会社トリドールホールディングス 日本バルカー工業株式会社日本バルカー工業株式会社
〒 141-6024　品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower24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。

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、バルカーグループ国内外46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：2017年12月2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。

〒 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。

区立小学校の塗装ボランティア
2017 年度は、区立戸越小学校で塗装ボランティアを行いました。鉄棒をはじめ
とした遊具全般を塗装しましたが、技術者が塗装指導をしたため、とてもきれい
に仕上げることができました。
弊社は塗装ボランティアをはじめ、小中学校の校外学習の支援、地域清掃や種蒔
き活動等への参画を通じて、これからも地域社会への貢献活動を続けてまいり
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
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

〒 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 ：総務グループ
■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。

ニフティ株式会社ニフティ株式会社
〒 140-8638　品川区東品川2-4-11　野村不動産天王洲ビル
TEL 03-5460-3104　FAX 03-5460-3107
http://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 ：JALグループは航空運送事業を中心に、多数

の事業を展開しており、今後も日本のおもて
なしを世界の空にお届けして参ります。

次世代育成プログラム「空育」
『飛行機を通じて「自分」の未来を考える』、『交流を通じて「日本・世界」の未来
を考える』、『環境・宇宙を通じて「地球」の未来を考える』をテーマに、JALら
しい体験型プログラムを複数ご用意しております。空の素晴らしさに触れる
ことで、新たな発見やさらなる学びを得て、未来を考える機会を日本全国の学
校、海外の日本人学校などで提供しています。

日本航空株式会社日本航空株式会社
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〒 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
品川区内の社会福祉法人やNPOのご協力のもと、社内イベントの開催や物品の
寄贈、社員へのボランティア活動支援など、年間を通して多様な取り組みを実施
しています。
また、次世代を担う子ども達の育成支援として「しながわ職場歩き」への参加や、
全国から中学生の企業訪問を受け入れております。テレビ会議体験などを通し
て ICTに触れてもらうとともに、将来に向けたキャリア教育をサポートしてお
ります。

ネットワンシステムズ株式会社ネットワンシステムズ株式会社

〒 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。

「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。

株式会社日立システムズ株式会社日立システムズ

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7F
 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5F
 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 ：マンション・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
等、個人の｢不動産｣に関わる取引をトータルサポート
致します。

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」「大井町センター」「旗の台センター」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。

野村不動産
アーバンネット株式会社
野村不動産
アーバンネット株式会社

〒 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
ちの身近に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。

ニューオータニイン東京
（ＨＲＴニューオータニ株式会社）
ニューオータニイン東京
（ＨＲＴニューオータニ株式会社） 〒140-0002　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。

企業訪問学習の受け入れに対応
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。

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 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 03-5780-0266　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。

〒 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。設立から 40
周年を迎え、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。

未来のより良い環境作りに貢献
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
〒 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。

次世代を担う子どもたちへの支援活動
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。

株式会社ブロードリーフ株式会社ブロードリーフ
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〒 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
品川区内の社会福祉法人やNPOのご協力のもと、社内イベントの開催や物品の
寄贈、社員へのボランティア活動支援など、年間を通して多様な取り組みを実施
しています。
また、次世代を担う子ども達の育成支援として「しながわ職場歩き」への参加や、
全国から中学生の企業訪問を受け入れております。テレビ会議体験などを通し
て ICTに触れてもらうとともに、将来に向けたキャリア教育をサポートしてお
ります。

ネットワンシステムズ株式会社ネットワンシステムズ株式会社

〒 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。

「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。

株式会社日立システムズ株式会社日立システムズ

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7F
 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5F
 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 ：マンション・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
等、個人の｢不動産｣に関わる取引をトータルサポート
致します。

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」「大井町センター」「旗の台センター」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。

野村不動産
アーバンネット株式会社
野村不動産
アーバンネット株式会社

〒 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
ちの身近に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。

ニューオータニイン東京
（ＨＲＴニューオータニ株式会社）
ニューオータニイン東京
（ＨＲＴニューオータニ株式会社） 〒140-0002　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。

企業訪問学習の受け入れに対応
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。

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 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 03-5780-0266　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。

〒 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。設立から 40
周年を迎え、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。

未来のより良い環境作りに貢献
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
〒 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。

次世代を担う子どもたちへの支援活動
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。

株式会社ブロードリーフ株式会社ブロードリーフ
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