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地 域社会へのまごころ

◆ スポーツ振興/次世代育成
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の掲載を開始しました。これは、地域支援活動の一環と
して、夢を持って努 力し、地 域で活 動している若 者たち

ス、阪神タイガースファン感謝デーへの協賛など、さまざ

関西の一端を担ってまいります。

サービスカー・営業車に掲示

夢に向かって頑張っている若者たちを
ダイレクトメール等で紹介しています。

2002年から始まった「 阪神タイガース選手広告（ヘル

逆に私たちが元気づけられることもあります。これからも

地 域 社 会へのまごころ

店舗入り口に掲示

西宮ガーデンズ店

京都廣学館高等学校ボクシング部の皆さん
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◆ 支援活動

災害支援に、次世代の育成に、さまざまな形で支援活動を推進しています。

社会貢献活動として、地域・行政機関等の協力要請に応えています。

当社では、地震や台風、火災などの大規模災害時に、被災

業を行い、喜んでいただきました。また、大津波に見舞わ

当社は行政機関その他の要請に対し、社会の製品安全文

地である大阪府の『地域貢献企業バンク』や大阪・岬町の『岬

地 域に対してさまざまな支 援 活 動を行っています。平 成

れた仙台市立の小学校（中野小学校、東六郷小学校）の児

化構築に向けての一助として当社で行っている製品安全対

“ゆめ・みらい”サポート事業制度』にも登録しております。

2３年3月11日に発生した「東日本大震災」は、東北・関東

童に対して、中古ノートパソコンを寄贈させていただきま

策に関する取り組み内容を紹介しています。また、
このよう

今後もこれらの事業活動を通して製品安全対策の拡充と、

地方に甚大な被害をもたらし、完全な復興には長い時間

した 。高齢化と少子化が大きな社会問題となっているな

な地域・行政機関からの協力要請に応えるため、本社所在

安心・安全社会の構築に貢献してまいります。

を余儀なくされる状況です。当社は、被災された方々並び

か、次世代を担う子どもたちの健全な育成が企業にとって

に被災地の１日も早い復旧・復興を願い、義援金および物

重要な課題と考え、大阪府下に設置されている児童養護

資の支 援を実 施 。お 客さまからお 預 かりした義 援 金は 、

施設にも支援活動を行っています。

日本赤十字社を通じて寄付させていただきました。
また、大阪府内へ避難された被災者を支援する「大阪府受
入避難者支援基金 」にも協力 。さらに、当社が参画してい

製品安全総点検セミナー（東京都）

るでんでんタウン協栄会主催行事として、岩手県釜石市平
被災児童の学習支援のため中古ノートパソコンを

消費者向け製品安全セミナー（愛知県）

台風12号被災地域への義援金贈呈（奈良県）
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支援活動一覧
支援対象

支援方法

支援先窓口

支援内容

平成20年3月

執筆

安全と社会文化（小売事業者の取り組み報告）

一般（web公開）

（財）製品安全協会

平成20年11月

講演

製品安全点検セミナー（東京）

一般

経済産業省

平成21年3月

講演

製品安全セミナー（大阪）

一般

経済産業省

平成21年3月

講演

岬町 春の市トーク＆トーク

岬町民

なんかやり隊みさき小町、岬町人権啓発推進協議会

平成21年3月

講演

製品安全対策優良企業表彰説明会（大阪）

企業

経済産業省

平成22年11月

講演

製品安全点検セミナー（東京）

一般

経済産業省

平成3年5月～9月

雲仙、普賢岳噴火

義援金

読売光と愛の事業団

上新電機労使の共同募金 計330万円

平成5年8月31日

北海道南西沖地震
鹿児島県集中豪雨

義援金

読売新聞社・
読売光と愛の事業団

上新電機 200万円（各県100万円）

産経新聞 関西テレビ
フジテレビ

上新電機 約3,000点の玩具

神戸市役所

上新電機 400枚の羽毛布団

平成22年12月

講演

コンシューマーオフィサー連絡会

企業

ジョーシングループ
被災社員

ジョーシングループ各労使の共同募金 計1,450万円

平成23年2月

TV放映

NHK「特集 リコール情報が届かない！」

一般

NHK（番組名：おはよう日本）

平成23年2月

勉強会

職場体験学習（東近江店）

学生

東近江店

平成24年2月

執筆

ジョーシングループにおける製品安全への取り組み

企業等

NPO法人

平成24年6月

講演

製品安全セミナー（京都）

京都府婦人会

京都府連合婦人会

平成24年8月

TV放映

MBS「大阪の家電小売業の意外な取り組み」

一般

MBS（番組名：ちちんぷいぷい）

平成24年6月～平成25年2月

景品協力

大阪市民

大阪市環境局

平成24年11月

講演

製品安全点検セミナー（東京）

一般

経済産業省

平成25年1月

講演

製品安全セミナー（愛知）

愛知県民

愛知県地域婦人団体連絡協議会

平成25年12月

講演

流通事業者向け 製品安全セミナー（大阪）

企業

経済産業省

一般

独立行政法人 製品評価技術基盤機構（nite ）

寄

贈

阪神・淡路大震災
義援金

平成16年10月20日～21日

台風23号の集中豪雨等

義援金

兵庫県

上新電機労使、ジョーシンサービス労使の共同募金
計150万円

平成16年10月23日

新潟県中越地震

義援金

新潟県

上新電機労使、ジョーシンサービス労使の共同募金
計150万円

平成16年12月26日

スマトラ島 沖 地 震・大 津
波

義援金

日本赤十字社

店舗据付の募金箱によるお客さまからの募金と当社義援金
計100万円

平成21年8月9日～10日

台風9号の集中豪雨

義援金

兵庫県佐用町

上新電機 100万円

義援金

日本赤十字社

上新電機 3,000万円

寄

大阪府

付

義援金
平成23年3月11日

贈

平成23年3月29日

育成支援

寄

平成23年9月

台風12号の集中豪雨

義援金

平成26年8月16日〜17日
平成28年4月16日

福知山市周辺記録的大雨
平成28年熊本地震

付

無料点検
義援金

（財）日本消費者協会

安全工学会

日本赤十字社

店舗据付の募金箱によるお客さまからの募金（7,199,024円）
上新電機 インテックス大阪に開設した一時避難所への
家電製品（テレビ、洗濯機、冷蔵庫等）寄贈 計85点

平成26年7月

執筆

大阪市

平成26年8月

講演

製品安全セミナー（徳島）

一般

徳島県婦人団体連合会

NPO法人
発達障害療育センター

上新電機 被災小学校の被災児童学習支援を目的とした
中古ノートパソコン寄贈 計27台

平成26年10月

講演

流通事業者向け 製品安全セミナー（岡山）

企業

経済産業省

岩手県釜石市
平田小学校・唐仁小学校

上新電機 阪神タイガースグッズ（でんでんタウン協栄会 主催）

平成26年10月

講演

流通事業者向け 製品安全セミナー（新潟）

企業

経済産業省

大阪府
児童養護施設（38カ所）

上新電機 380万円（1施設ごとに10万円）

平成26年11月

講演

製品安全総点検セミナー（東京）

一般

経済産業省

和歌山県、奈良県、三重県

上新電機 3県合計 1,100万円

東日本大震災

寄

「大阪府受入避難者支援基金」への寄付 上新電機 1,000万円

「なにわエコライフ 環境家計簿」参加者募集への協力

ジョーシン福知山店、
福知山東店にて受付

上新電機 水害被災の家電製品を
無料訪問点検（実施期間：平成26年8月20日〜24日）

日本赤十字社等

店舗据付の募金箱によるお客さまからの募金と当社義援金
計300万円

「生活安全ジャーナル第16号」に当社の製品安全への取り組みを掲載

地 域 社 会へのまごころ

期

平成7年1月17日
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製品安全教育モデル授業（大阪府）

セミナー等の協力実績

田小学校・唐仁小学校の児童150名に電子工作の出前授

時

流通事業者向け 製品安全セミナー（大阪府）

平成27年3月

講演

JEITA安全政策委員会にて当社の製品安全への取り組みを講演

JEITA安全政策委員

一般財団法人 電子情報技術産業協会（JEITA ）

平成27年10月

講演

流通事業者向け製品安全セミナー（大阪）

企業

経済産業省

平成28年1月

講演

製品安全セミナー（奈良）

一般

経済産業省

平成28年11月

授業実施

小学校高学年向け 製品安全教育モデル授業（大阪府堺市立東三国丘小学校）

堺市立東三国丘小学校5年生

経済産業省
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