
全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社:東京都荒川区西日暮里 代表取締
役:保坂 明）は、12月3日（土）～12月26日（月）の期間、23都道県59施設のこども食堂と福祉施設
でクリスマスイベントを実施しました。

クリスマスイベントでは、店舗従業員がサンタクロースの衣装で施設を訪問し、子供たちにお菓子をプレゼントしま
した。また、クリスマスに合わせた企画として、スマートボールやビンゴゲームなどのレクリエーションを併せて提供し、クリ
スマスの思い出づくりに貢献いたしました。
今後も、地域とのさらなる共生を目指して、地域社会の発展につながる貢献活動を継続してまいります。

2022年12月27日
株式会社ダイナム

ダイナムからの贈り物
「こども食堂」や「福祉施設」など59施設でクリスマスイベントを実施

報道関係者各位

四国中央子ども食堂
（ダイナム愛媛四国中央店）

障がい福祉サービス事業所たけのこ
（ダイナム那珂町店、ダイナム茨城水戸東店、

ダイナム茨城イオンタウン水戸南店）
株式会社ダイナム

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国に

チェーン型パチンコホールを展開しています。2022年12月現在、全国46都道府県に397店舗を展開し、1円パチン

コなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

・ダイナム公式サイト:https://www.dynam.jp

・ダイナム公式Twitter:https://twitter.com/dynamjp

お問い合わせ先

株式会社ダイナム 経営企画部 広報担当

〒116-8580 東京都荒川区西日暮里2-27-5

TEL:03-3802-8224 FAX:03-3802-8563

メールアドレス:dynam_koho@dynam.co.jp



＜別紙:施設一覧＞
No 都道府県 店舗 施設・団体名 日付

1 北海道 砂川店 児童発達支援・放課後等デイサービス ひかり砂川 12月13日

2 北海道 手稲店 コミュニティカフェめりめろ 12月14日

3 北海道 苫小牧東店 合同会社苫小牧育成 かすが保育園 12月14日

4 北海道 深川店 放課後等デイサービス事業所 きらきら 12月21日

5 青森県 黒石店 社会福祉法人竹実会 認定こども園たけみ 12月23日

6 青森県 下田町店 児童発達支援 放課後等デイサービス スマイルはぁと 12月23日

7 宮城県 古川店、宮城加美店、宮城小牛田店 大崎広域ほなみ園 12月16日

8 宮城県 宮城亘理店 亘理町社会福祉協議会 12月23日

9 宮城県 気仙沼店 気仙沼小学校 12月23日

10 宮城県 中田店 みやぎ北上商工会 12月24日

11 秋田県 能代店 指定障害福祉サービス事業所ねむの木苑 12月20日

12 山形県 山形店 児童養護施設 山形学園 12月20日

13 山形県 山形寒河江店 児童養護施設 寒河江学園 12月23日

14 福島県 郡山店、福島郡山店、福島郡山東店 しおりっちこども食堂 12月24日

15 福島県 福島須賀川店 須賀川市こども食堂ネットワーク 12月25日

16 茨城県 茨城古河店、茨城古河東店 来夢 12月17日

17 茨城県 鹿嶋店 鹿嶋市食育クラブ わかば 12月17日

18 茨城県 那珂町店、茨城水戸東店、茨城水戸南店 合同会社ライフパートナー障がい者福祉施設たけのこ 12月24日

19 栃木県 足利店 足利市社会福祉協議会 泗水学園 12月14日

20 栃木県 栃木岩舟店 社会福祉法人すぎのこ会ひまわり 12月19日

21 栃木県 栃木大田原店 認定ＮＰＯ法人とちぎボランティアネットワークスマイルハウス 12月21日

22 栃木県 栃木佐野高萩店 NPO法人 子どものとなり佐野 12月25日

23 群馬県 群馬桐生店 社会福祉法人桐生療育双葉会 両毛整肢療護園 12月13日

24 群馬県 館林店 あかるい未来ネット 12月17日

25 群馬県 群馬吉井店 社会福祉法人 甘楽育徳会こはるび 12月24日

26 群馬県 群馬群馬町店 社会福祉法人フランシスコの町 12月24日

27 群馬県 群馬藤岡店 児童養護施設 希望館 12月24日

28 埼玉県 北越谷店 越ヶ谷こどもかふぇ ぽらむの家 12月12日

29 埼玉県 埼玉深谷花園店、岡部店、埼玉羽生店 深谷はなっこ食堂 12月14日

30 埼玉県 戸ヶ崎店、上彦名店 〇△□子ども食堂 12月21日

31 東京都 金町南口店 NPO 法人ワーカーズわくわく 12月23日

32 ⾧野県 ⾧野飯山店、中野店 社会福祉法人 飯山学園 12月21日

33 ⾧野県 ⾧野千曲店 社会福祉法人八葉会 児童養護施設恵愛 12月22日

34 新潟県 新井店、上越インター店 社会福祉法人みんなでいきる 上越市児童養護施設若竹寮 12月23日

35 新潟県 新潟東店 oh!gata~みつばちの巣箱子ども食堂 12月24日

36 島根県 安来店 安来市社会福祉協議会 12月26日

37 山口県  宇部店宇部港町店 みんにゃ食堂 12月7日

38 山口県 ⾧門店 深川るんるん食堂 12月11日

39 山口県 徳山店 地域食堂 和み 12月18日

40 徳島県 鳴門店 わくわくキッチン 12月24日

41 香川県 香川高松店 みんなのまめの木食堂 12月18日

42 香川県 高松郷東店 NPO法人ひとり親パートナーズ 12月25日

43 愛媛県 愛媛大洲店 菅田食堂 12月3日

44 愛媛県 愛媛四国中央店 みんなの食堂 12月9日

45 愛媛県 愛媛四国中央店 四国中央子ども食堂 12月25日

46 高知県 高知須崎店 うみやまごはん 12月11日

47 佐賀県 佐賀唐津店 かがみこどもプラザ 12月16日

48 熊本県 熊本⾧洲店 ⾧洲町社会福祉協議会 12月20日

49 宮崎県 宮崎三股店 りんりん食堂 12月3日

50 宮崎県 宮崎延岡店 みんなの食堂 12月9日

51 宮崎県 宮崎日南店 日南子ども食堂 12月10日

52 宮崎県 宮崎延岡店 みんなの食堂 牧 12月17日

53 宮崎県 宮崎昭栄店 一般社団法人LALASOCIAL 12月17日

54 宮崎県 宮崎西都店 西都市児童館 特定非営利活動法人さいと旗たて会 12月24日

55 鹿児島県 鹿児島伊集院店 伊集院こどもふれ愛食堂 12月11日

56 鹿児島県 鹿児島加世田店 てしおて子供食堂 12月17日

57 鹿児島県 国分店 こども食堂たらの芽会 12月18日

58 鹿児島県 鹿児島大口店 ISAこども食堂 12月24日

59 鹿児島県 鹿児島伊集院店 湯の庵ダイニング 12月25日


