株式会社文化堂
〒 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
■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、埼
玉に 20 店舗展開。

ホテルサンルート品川シーサイド
（株式会社相鉄ホテルマネジメント）
〒 140-0002 品川区東品川4-12-8
TEL 03-6716-0011 FAX 03-6716-1888
https://www.sunrouteshinagawaseaside.jp/
■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。

社会福祉法人等への寄付
弊社では、社会福祉活動の一環として、2010 年より、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・品川景徳学園様へ定期的に贈呈
させて頂いております。弊社担当者が、直接商品をお届けし、福祉活動の重要
性を改めて実感しております。社内で、活動した事を共有し、浸透させること
で、福祉活動の重要性をしっかり伝えて参ります。今後も品川区と連携し、社
会福祉活動を積極的に進め、より深い取組みができるよう、努めて参ります。
ありがとうございます。

本多通信工業株式会社
〒141-0001 品川区北品川5-9-11 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）
当社は、お客様、パートナー様、投資家様、従業員、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り組みを行っています。
その一環として、御殿山小学校の 70 名の親子を対象に、ちょっぴり難しいプ
ラモデルを作成する「HTK わくわ～くショップ」を、毎年夏休みに開催してい
ます。子供たちだけではなく、親御様からも「ものづくりは楽しい」とご好評を
いただいています。
メーカーとして子供たちに “ものづくりの良さ” をお伝えするとともに、地域
の皆様に喜んでいただけるよう、今後も様々な活動に取り組んでまいります。
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2018 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ています。

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。

美鈴工業株式会社

みずほ銀行

品川支店

〒 140-0001 品川区北品川2-27-8
TEL 03-3472-1441 FAX 03-3472-1469
http://www.misuzu-kogyo.ﬂips.jp/
■担
当 ：総務部
■事業内容 ：弊社は昭和 50 年創業以来、産業廃棄物の収
集運搬業の収集運搬を軸に一般土木・機械土
木工事をこなし堅実に実績を重ね、お客様の
信頼を得てまいりました。
安全を第一に社業に励み、地域に貢献し続け
る会社を目指しております。

〒 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。

地域環境美化活動

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。

近隣中高生の職場見学の受け入れ
美鈴工業は地域に貢献を目指し、
地域との交流を大切にしています。
創業以来、
毎朝本社近隣の清掃活動や花壇の水やりを輪番で実施しています。
月一回は部署ごとに社員が集まり、本社近くの公園など広い範囲の清掃活動も
行っています。
今後も地域に貢献できるよう活動を継続してまいります。

株式会社明電舎
〒141-6029 品川区大崎2-1-1 ThinkParkTower
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。

株式会社モスフードサービス
〒 141-6004 品川区大崎2-1-1 ThinkParkTower4階
TEL 03-5487-7344 FAX 03-5487-7340
http://www.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。

しながわ子ども食堂への支援
区が活動を支援している子ども食堂（現開設および開設予定数 14 カ所）へ、手
指消毒用アルコールと詰め替え用セットをご提供しました。
平成30年1月18日、
区役所で寄贈式が行われ、濱野区長へ寄贈品をお渡ししました。
今後もグループ
会社である株式会社エム・エイチ・エスによる子ども食堂運営者への衛生管理
の無料アドバイスを実施するなど定期的・継続的に支援していきます。
全国のモスバーガーの店舗でも地域に根差した活動を実施しています。大崎
にある本社としても、地域のみなさんのお役に立てるような活動に取り組ん
でいきます。
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株式会社リブセンス
〒 141-0021 品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル5F
TEL 03-6275-3330 FAX 03-3490-1853
http://www.livesense.co.jp/
■担
当：社長室
■事業内容：
「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレー
トビジョンに掲げ、求人領域、不動産領域、医
療領域でウェブメディアを展開しています。

小学生向けプログラミング
ワークショップを宮崎市で開催
プログラミング教育における地域格差解消の第一歩として、2017 年 12 月に
宮崎市で小学生向けプログラミングワークショップを開催しました。小学生
約 80 名が参加、プログラミング体験とともに、エンジニアが独自開発した「花
火」のプログラムが好評を博しました。

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：環境社会共生・地域連携推進部
■事業内容：コンビニエンスストア「ローソン」のフラン
チャイズチェーン展開等

認知症の方と一緒にタスキをつなぐイベントに協力
株式会社ローソンは、認知症への理解を深めるために、認知症の方たちととも
にタスキをつなぎ、日本列島を縦断リレーするイベント「RUN 伴 2017」
（特定
非営利活動法人認知症フレンドシップクラブ・RUN 伴 2017 実行委員会主催）
に協力しました。リレーの経路上にある一部の店舗の駐車場をタスキリレー
の拠点として提供したほか、ローソン社員 5 人が、2017 年 9 月 16 日（土）に、
品川区内で行われた「RUN 伴（ランとも）」に参加しました。当日は、戸越台公
園から戸越銀座商店街を通って、ゴールの戸越公園までの約 1km を、総勢 60
人でリレーしました。
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株式会社ルネサンス
〒 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。

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
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。

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 ：企業理念 “社会から尊敬される会社” に則り、
性別や国籍・障害の有無に関係なく、皆が輝
ける職場を目指しています。倉庫や構内を拠点
に業務受託する他、派遣事業も行っています。

しながわ寺子屋 他
社会貢献活動の一環として、
「しながわ寺子屋」に参画し中学校へ訪問授業を行
いました。
授業では品川区がパートナーシップを締結している日本ブラインドサッカー協
会のスポ育パートナー（ブラインドサッカー体験）のスポンサーの経験を活かし
て、目が見えない状態でのコミュニケーションを中学生に体験してもらい、また
ショートムービーを視聴してそれらを基に相手の背景を慮ったコミュニケー
ションの大切さを伝えました。
また、目黒川周辺の清掃活動やしながわ花海道で花植えをするなどの活動も積
極的に参加しています。

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

株式会社ネットネイティブ
〒141-0021 品川区上大崎3-14-12 井雅ビル5F
TEL 03-6459-3255 FAX 03-6859-0055
https://net-native.net/
■担
当：経営管理部
■事業内容：日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタ
イルニュースサイト『モデルプレス』
、ライフ
スタイルニュースサイト『女子旅プレス』
、最
新の “カワイイ” を発信する美容コスメニュー
スサイト『メイクイット』等の WEB メディ
アの運営を中心に事業展開しています。

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

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。

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。

ヤマト運輸株式会社 新東京主管支店
〒140-0003 品川区八潮3-2-25
TEL 03-3799-6806 FAX 03-3799-6904
http://www.kuronekoyamato.co.jp/
■担
当：安全推進課
■業務内容：宅急便に関わる輸送

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ThinkParkTower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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