
ダイナムが学校・施設など全国55箇所へ
「光触媒コーティング作業」を実施

～普段の学校生活を取り戻すため光触媒で感染症対策～

2021年９月30日

日本航空高等学校（山梨県） 学校法人藤波学園藤波こども園（滋賀県）

見附小学校（新潟県） 増田中学校（宮城県）

報道関係者各位

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、店舗近隣に所在する学校等55施設に対して光触媒スプレーを寄贈しコーティング作業を実施
いたしました。
当社では、新型コロナウイルス感染症の拡大予防策の一環として、店舗内の様々な設備に対して光触媒コーティン
グを施工しております。この予防対策を通じて、地域の学校・施設に通う児童や生徒を感染症から守り、普段の学校
生活を送っていただきたいと考え取り組みを開始いたしました。

コーティング作業につきましては、当社従業員が中心となり、学校職員やPTAの皆様とともに、生徒の利用頻度の高
い教室の机や椅子、スイッチ類、階段の手すり、トイレなどを2～3時間かけてコーティング作業しております。2021年
5月以降、27道府県55施設（9月末時点）への寄贈を終えており、10月以降も活動を継続する予定です。

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。



階段の手すり

スプレータイプの光触媒（ナノウェア） 光触媒スプレーにて机をコーティング

廊下の窓

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

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。2021年9月現在、全国46都道府県に398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。

株式会社ダイナムジャパンホールディングス

信頼と夢を育む百年の挑戦という企業理念を掲げ、日本全国にパチンコホールを展開する株式会社ダイナムを含む3

社のパチンコホール経営会社および、その他グループ会社を保有する持株会社です。

2012年8月香港証券取引所に株式上場（香港証券取引所メインボード／証券コード：06889）

mailto:dynam_koho@dynam.co.jp


＜別紙：学校施設一覧＞

NO 都道府県 対象店舗 対象学校名 実施日

1 北海道 ダイナム深川店 深川市立一已小学校 8月28日

2 北海道 ダイナム千歳店 千歳市立青葉中学校 9月2日

3 青森 ダイナム弘前店 弘前市立東小学校 9月13日

4 宮城 ダイナム名取美田園店 名取市立増田中学校 8月26日

5 宮城 ダイナム気仙沼店 気仙沼市立新城小学校 8月24日

6 宮城 ダイナム気仙沼店 気仙沼市立月立小学校 8月25日

7 秋田 ダイナム能代店 能代市立第五小学校 8月17日

8 山形 ダイナム酒田広野店 酒田市立広野小学校 9月23日

9 茨城
ダイナム茨城古河東店
ダイナム茨城古河店

古河市立西牛谷小学校 8月18日

10 茨城 ダイナム茨城石岡店 石岡市立石岡中学校 9月19日

11 栃木 ダイナム栃木鹿沼店 鹿沼市立さつきが丘小学校 9月24日

12 群馬 ダイナム館林店 館林市立第十小学校 8月20日

13 埼玉 ダイナム埼玉深谷花園店 深谷市立花園小学校 8月17日

14 埼玉 ダイナム北越谷店 越谷市立北越谷小学校 9月24日

15 千葉 ダイナム千葉茂原店 茂原市立西小学校 8月23日

16 新潟 ダイナム糸魚川店 糸魚川市立糸魚川小学校 8月18日

17 新潟 ダイナム糸魚川店 糸魚川市立ひすいの里総合学校 8月17日

18 新潟 ダイナム見附店 見附市立見附小学校 8月26日

19 石川 ダイナム石川かほく店 かほく市立金津小学校 8月3日

20 石川 ダイナム石川金沢専光寺店 金沢市立緑小学校 8月25日

21 山梨 ダイナム山梨韮崎店 日本航空高等学校山梨キャンパス 8月30日

22 山梨 ダイナム山梨笛吹店 笛吹市立富士見小学校 9月26日

23 静岡 ダイナム静岡掛川店 掛川市立西山口小学校 9月18日

24 静岡 ダイナム榛原店 吉田町立住吉小学校 9月20日

25 静岡 ダイナム大須賀店 掛川市立大須賀中学校 9月25日

26 愛知 ダイナム愛知小坂井店 豊川市立小坂井中学校 9月23日

27 三重 ダイナム三重玉城店 玉城町立有田小学校 9月28日

28 滋賀 ダイナム滋賀高島店 高島市立安曇小学校 8月17日

29 滋賀 ダイナム滋賀高島店 学校法人藤波学園藤波こども園 8月28日

30 滋賀 ダイナム滋賀高島店 高島市立本庄小学校 8月31日

31 滋賀 ダイナム滋賀八日市店 東近江市立玉園中学校 8月18日

32 京都 ダイナム京都京丹後店 京丹後市立長岡小学校 8月19日

33 兵庫 ダイナム兵庫神戸赤松台店 社会福祉法人愛心会星の杜こども園 9月18日

34 兵庫 ダイナム兵庫神戸赤松台店 社会福祉法人愛心会小規模保育園「ステラ」 9月18日

35 島根 ダイナム安来店 安来市立島田小学校 5月29日

36 岡山 ダイナム玉野店 玉野市立荘内小学校 8月27日

37 岡山 ダイナム玉野店 玉野市立田井小学校 9月1日

38 岡山 ダイナム玉野店 玉野市立東児中学校 9月15日

39 山口 ダイナム山口平生店 平生町立平生小学校 8月16日

40 山口 ダイナム山口小野田店 小野田市立高泊小学校 8月25日

41 山口 ダイナム山口長門店 長門市立仙崎中学校 8月22日

42 山口 ダイナム山口長門店 長門市立仙崎小学校 8月22日

43 山口 ダイナム山口防府店 防府市立向島小学校 9月16日

44 高知 ダイナム高知土佐店 土佐市立高石小学校 6月5日

45 高知 ダイナム高知土佐店 土佐市高岡第一小学校 8月27日



NO 都道府県 対象店舗 対象学校名 実施日

46 福岡 ダイナム福岡田川店 田川市立伊田小学校 8月26日

47 福岡 ダイナム福岡桂川店 桂川町立桂川小学校 8月19日

48 佐賀 ダイナム佐賀上峰店 上峰町立上峰小学校 8月23日

49 佐賀 ダイナム佐賀上峰店 上峰町立上峰中学校 9月28日

50 宮崎 ダイナム宮崎昭栄店 宮崎市立港小学校 8月25日

51 宮崎 ダイナム宮崎高鍋店 高鍋町立高鍋西小学校 9月15日

52 宮崎 ダイナム宮崎高鍋店 高鍋町立高鍋西中学校 9月17日

53 宮崎 ダイナム宮崎高鍋店 高鍋町立高鍋東中学校 9月22日

54 宮崎 ダイナム宮崎高鍋店 高鍋町立高鍋東小学校 9月30日

55 鹿児島 ダイナム鹿児島笠之原店 肝付町立宮富小学校 9月24日


