
CSR S 社会 お客様

Social

　当社グループでは「顧客第一主義」の経営方針のもと、お客様視点に立った商

品・サービスを提供し、お客様を最優先に考え行動しています。パチンコホー

ル運営においても、遊技台のご利用や様々なサービスを通じて「楽しい」「居心

地が良い」と感じていただける取り組みの実践が、お客様にとっての経験的価

値となり、地道に継続することで長期的な価値創造につながると認識していま

す。地域のインフラとして、誰もが楽しく快適に楽しめる“日常の娯楽”を提供

することをめざし、お客様にとっての価値を創造していきます。

誰もが楽しく、快適に、安心・安全に。

「パチンコ＝日常の娯楽」という価値を創造するために。

「パチンコを“日常の娯楽”にする」ことへの挑戦
　理想とするパチンコホールの姿は、多額の費用をかけず楽しめ、魅力ある遊技機が揃い、従業員教育が行き届いた

居心地の良い店舗です。パチンコをする時間そのものを楽しめる―「パチンコ＝日常の娯楽」へと変えていくことは、

将来にわたり事業を継続していくために重要と考えています。私たちは「人」にフォーカスをテーマにしたCS活動、

従業員教育、遊技空間の改善・向上、そして安心・安全に遊技していただける環境づくりなどに取り組んでいます。

取り組みの方向性

�「人」にフォーカスした営業�

　店舗においては、「人」にフォーカスした数多くの行動を起こす取り組みを日々実践しています。価値創造の起点＝お客様が望む

「価格、品質、居心地の良さ」を全従業員が常に考え、価値創造の主体＝営業現場が実行に移します。成果につながる優れた取り組み

については情報を共有し、別の店舗でも実践し、グループ全体としての価値創造につなげています。

■ お客様第一主義の基本に立ち返り、 

　 お客様が望む「価格、品質、居心地の良さ」を追求

　日々の業務を通じて得た「気づき」「アイデア」をもとに、常にお客様第一主義の原点

を忘れず「価格、品質、居心地の良さ」について従業員一人ひとりが考え、望ましい接客

やサービスを考案し、議論し、実行しています。改善項目は各店舗できめ細かく設定し、

体系化し、PDCAを回すことでマネジメントしています。
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■ 営業現場と本部が一体となった取り組み

　「人にフォーカス」した営業は、営業現場だけで完結されるものではありません。

本部においても、効果的な現場支援を推進し、営業現場と一体となって様々な取り組みを

実施しています。例えば、社内イントラネットを活用した成功事例の共有やコンクール

の開催、講演会開催、キャンペーン開催などの施策で、店舗と連携し、営業現場を支援

しています。

�関連法規の遵守

　当社グループでは、提供するサービスにかかわる健康、安全、広告、ラベリング、プライバシーに関し、日本国内における関連

法規を遵守しています。
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　当社グループには、お客様獲得、お客様との会話（対話）、

営業現場でのコミュニケーションに対する手段やプロセス

が多彩に蓄積されています。多くの従業員の知恵と工夫、そ

れを共有し実践できる仕組みを持つことは、当社グループに

とっての「強み」です。これは、当社グループが長年築き上げ

てきた企業文化に根差した仕組みであり、目に見えない資本

として、他社が容易に真似ることのできない、当社グループ

特有のコアコンピタンスとなっています。パチンコそのも

のの価値にプラスされる、「人＝従業員」が生み出す価値とし

て確実に積み重なっていくものであり、当社グループが継続

的に発展していく上での成長の源泉となっています。

�お客様満足（CS）向上に向けた取り組み

■ 接客教育

　日々の業務を客観的に見つめ直し、「人にフォーカス」した接客の質をさらに高め

るために、外部の専門家や経験豊富で一定の資格を有する従業員による接客教育を

実施しています。知識の習得だけでなく、学習した内容を営業現場で実践することを

重視しOJTと連動させた教育を行っています。

■ グループ企業間の人事交流を通じたシナジー効果

　（株）ダイナムと（株）夢コーポレーションとの間で、お互いの営業店舗に従業員を派遣する人事交流を実施しています。

各企業が長年培ってきた接客や業務ノウハウの良い点を持ち寄り、両社がシナジー効果を高め、より質の高いサービスを

お客様に提供できるよう取り組んでいます。

■ カスタマーサービスデスク

　お客様起点のサービス向上を目指すうえで、お客様の声は大切です。各店舗での

接客を通じて従業員が直接お話しをお伺いするのみならず、「カスタマーサービス

デスク」を設置し、電話、手紙、電子メールなどを通じて広くご意見・ご要望をお聞

きし、お客様満足の向上に役立てています。

■  「人にフォーカス」報告会の開催

　「人」にフォーカスした全国の取り組みの中から、優れた事例について発表・共有する

ための報告会を定期的に開催しています。事例は多岐にわたり、女性視点を採り入れ

た施策、お客様を巻き込んだプロモーション、景品を通じたお客様との絆づくりなど、

新たな価値創造に向けた発見や気づきを得られる機会となっています。

　（株）ダイナムでは、パチンコを「誰もが気軽に楽しめる“日常の娯楽”」として提供することを目的に、2006年よりメー

カー企業と協同でＰＢ機の開発を進めています。

　2018年1月、ダイナム本社にて都内店舗の会員様および、プレス関係者を

招待した新ブランド発表会を開催し、プライべートブランド（PB）パチンコ

機の新ブランド『ごらく』を発表しました。店舗のお客様にＰＢ機につい

て知っていただくことはもちろんのこと、お客様の「生の声」を今後の製

品開発に活かしていくことを目的にイベントを実施しました。今後も、お

客様に最も近いホール企業として、遊技機データを活かし、顧客視点に

立った製品を開発し提供していきます。

プライべートブランド（PB）パチンコ機の新ブランド『ごらく』を発表

顧客視点に立った遊技機の開発
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CSR S 社会 お客様

Social

�低貸玉営業の推進

�店舗における遊技空間の改善・向上

　日常の娯楽をめざす取り組みの柱の一つが低貸玉営業の推進です。低貸玉営業とは、貸玉を1円、貸メダルを5円などとすること

で利用者の遊技金額を抑え、過度な負担を強いることなく楽しんでいただけるようにするもので、他社に先駆けて推進しています。

　ご来店くださったお客様にとって、店舗が楽しく居心地の良い空間と感じてもらえるように、「ソフト」と「ハード」の両面に

おいて改善・向上を行い、遊技空間としての価値を高めていきます。
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　2017年12月末現在、低貸玉機（パチンコ）の台数比率は全国平均で47.2％でした。

一方、当社グループは2018年3月末時点で71.1％まで普及させています。

※1,2,3： ホール運営子会社３社の集計値をもとに算出

2018年3月末 2018年3月末 2018年3月末99.3% 60% 71.1%
低貸玉機

導入店舗比率※1

低貸玉機

設置台数比率※3

低貸玉

営業店舗の比率※2

　「健康」や「安心」といった地域社会の期待に応えられるよう、「ダイナム信頼の森」などを通じた新しい価値提供により、

これからの地域社会で必要とされる新しいパチンコホールの姿を模索していきます。

全席禁煙、完全分煙店舗として26店舗を展開

　当社グループは「ダイナム信頼の森」24店舗、「ダイナムゆったり館」2店舗の

計26店舗を全席禁煙の完全分煙店舗として展開しており、受動喫煙対策を積

極的に推進しております。

　「ダイナム信頼の森」はパチンコの概念を変える店舗として2009年に初出店。

「１円パチンコ・５円スロット」中心の「気軽さ」、100種類以上の機種、豊富な景

品から選べる「楽しさ」を提供。店内の空気環境に徹底的にこだわり、細菌を

99％無力化する空気浄化システムも設置しています。

店舗施設のユニバーサルデザイン化
　高齢者やお身体の不自由な方のために全店舗でユニバーサルデザインを推進。

バリアフリートイレ、車いすのまま利用可能な着脱式の椅子などを設置。

お客様の身体的ストレス低減
　店舗の音環境改善に向けて、防音材を使用。また、風よけパネルや肘掛けを

設置するなど、きめ細かい改善を継続することで快適な環境を実現。

憩いの空間の提供
　レストスペースを用意するほか、漫画・雑誌、地域情報を掲示するコーナーも

設置。地域コミュニティのふれあいの場、憩いの場としての環境をご提供。

一般景品の品揃え充実
　コンビニ並みの豊富な景品を揃えており、さらに、カタログから好きな景品を

選べるようなサービスも展開。季節イベントに合わせ様々な景品も企画。

空気浄化システムによるクリーン環境
　店舗内におけるウイルスや細菌を99％無力化する空気浄化システムを設置。

お客様がクリーンな空気でお楽しみいただける店内空間を整備。

分煙環境の整備
　安心・安全な環境で遊技していただくことをめざし分煙環境を整備。遊技台間

に分煙ボードを設置。店内各所に集塵機を設置。全席禁煙店舗を24店舗展開。

【主な実施事例】

26店舗
全席禁煙、完全分煙店舗

新しいパチンコホールへの挑戦



お客様

�安心・安全に遊技していただくための仕組みづくり

　パチンコを誰もが気軽に楽しめる“日常の娯楽”にするために、お客様が常に安心・安全に遊技していただくための環境を整え、

その仕組みを進化させていきたいと考えています。
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■ 救急対応（ＡＥＤの設置）

　「ダイナム」ではすべての店舗にAED

を設置。また、発見から救急搬送まで

をシミュレーションした訓練も実施し

ています。

■ 車内放置対策

　当社グループは、車内放置を発生させ

ない管理体制を構築し、駐車場の巡回

をしているほか、ポスターやのぼり、

店内放送などで注意を促しています。

2018年３月期においても、社内放置事故

の発生件数は引き続きゼロ件でした。

■ 大規模災害時の避難誘導

　2011年3月に発生した東日本大震災

を踏まえ、大規模災害時の避難誘導

ガイドを作成、定期的に避難誘導訓練

を実施しています。
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　当社グループでは、グループ会社の経営トップを筆頭に依存問題対策検討会

を定期的に開催し、依存問題に関する知識の習得や、店舗における対策のため

の協議を行っています。また、この検討会には、アドバイザーとしてリカバリー

サポートネットワーク※の西村代表理事を招聘し、専門的な見地からの意見を

得ることで、実効的な体制を敷いております。

※  「認定特定非営利活動法人ぱちんこ依存問題相談機関リカバリーサポート・ネットワーク」では、問題の深刻化

を防ぐための無料電話相談や回復支援サービスを行っています。当社グループでは、一般社団法人信頼の森を

通じて支援協力を行っており、当該問題への対処解決方法の模索や、活動支援に取り組んでいます。

依存問題に対応する社内体制

　業界団体である「パチンコ・パチスロ産業21世紀会」より依存問題に対応するためのガイドライン

が提示されています。当社グループでは、当該ガイドラインに基づく施策を漏れなく実施し、過度

なのめり込みを予防するための下記のようなお客様への注意喚起と社内外に向けての周知活動を

行っています。

① 営業CM 、折込チラシ、DM 、配布用ティッシュへの共通標語「パチンコ・パチスロは適度に楽しむ遊びです。

のめり込みに注意しましょう。」を記載し注意喚起。

② リカバリーサポート・ネットワークの連絡先を告知するポスターやステッカーの掲示。

③ 自己申告プログラムの導入。

④安心パチンコ・パチスロアドバイザーの設置。 告知ポスター

ガイドラインに基づくお客様への働きかけ

　外部専門家を招いての講演会や勉強会を定期的に開催し、全従業員が「依存問題」を正しく理解し、最重要課題として

適切な対処ができるよう社内教育に取り組んでいます。

教育体制および啓発活動

　当社グループが加盟する「一般社団法人パチンコ・チェーンストア協会」、「一般社団法人パチンコ・トラスティ・ボード」

で開催される勉強会、研究部会の中でも「依存問題」解決への対応に取り組んでいます。

業界団体をあげての取り組み

 「依存問題」への取り組み



�地域に必要とされる日常の娯楽として

　当社グループは、中核事業のパチンコホールの運営を通じて地域に必要とされる日常の娯楽を提供するとともに、本業を通じて、

雇用促進、高齢化対策などといった地域課題の解決をめざしています。

■ 均衡のとれた地域の発展

　日本の娯楽産業を地域別の分布で見ると、地域間の人口構成や経済格差などから、娯楽施設は大都市圏に数が集中する傾向

にあります。大都市圏と比べて娯楽施設が限定される地方において、「日常の娯楽」としてのパチンコホールの役割は大きい

と考えられます。当社グループはチェーンストア経営の一環としてサバーバン戦略をとっており、日本国内の特定の地域に

偏らない出店を実現しています。

■ 高齢者の自律支援に配慮した取り組み

　日本国内の各地域で高齢化が急速に進展していくなか、パチンコホールの運営業者として高齢者福祉の観点から地域社会

の要請に応えるための取り組みを始めています。当社グループはパチンコを通じて高齢者の方々の生き生きとした人生を

サポートしていきたいと考えています。

　ダイナムでは、社会貢献活動の一環として、2016年から「トレパチ！」を使

⽤したパチンコ体験会を実施しています。パチンコ体験会に⽤いられる遊

技機「トレパチ！」は福祉利⽤向けに豊丸産業株式会社が開発した専⽤機です。

パチンコによる認知症予防の効果が認められつつあり、⽟を⽬で追ったり⾳楽

を聴いたり、楽しみながらトレーニングを⾏うことができます。「トレパチ！」

の一連のゲームには、リハビリ効果を促進する「やる気」や「楽しさ」が期待でき、

各領域の鍛錬に集中しやすい配慮などが盛り込まれています。開催した施設

の利⽤者やスタッフの方からは好評の声をいただいています。

　今後もパチンコを通じた娯楽を提供し地域社会に貢献できるよう、店舗の周

辺地域の介護施設においてパチンコ体験会を開催していきます。

CSR S 社会 地域社会

Social
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　パチンコホール運営事業を通じた企業姿勢を象徴する言葉として、「街と生きるパチンコ」を標榜しています。

街の発展なくしては、当社グループの発展は実現しないと考えるからです。当社グループは、地域のインフラとして

パチンコを誰もが安心して楽しめる「日常の娯楽」となるよう改革し、街に「憩いの場」を提供できるよう様々な取り

組みを行ってきました。

　地域のインフラとして寄り添い、本業を通じた社会貢献を通じて、地域のみなさまとの共生をめざします。

地域のインフラとして寄り添いながら、

本業を通じて、地域のみなさまとの共生をめざします。

本業を通じた社会貢献
　中核事業であるパチンコホールの運営を通じて、「日常の娯楽」としての社会的な価値の提供や、地域雇用を創出す

るなど、地域に合った貢献のかたちを創造しています。

取り組みの方向性

高齢者施設におけるパチンコ体験会の開催



�地域における雇用促進

�災害対応と被災地の復興支援

　当社グループはチェーンストア経営の一環としてサバーバン戦略をとっており、日本国内の特定の地域に偏らない出店を実現し

ています。

　出店を通じ広く雇用の機会を提供し、少しでも地域の人々の安定した生活に貢献することは、当社グループが果たすべき大切な

役割だと考えています。

　日本国内では近年、巨大地震をはじめとする大規模自然災害が頻繁に発生しています。国内各地域においては、災害への事前

の備えの他、災害発生後の早期復興が大きな課題となっています。日本全国の各地域に店舗を構える当社グループにとって、

地域に根差した活動を通じて被災地の復興を支援することは必要不可欠となっています。

　当社グループでは、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などの巨大地震をはじめとする幾多の自然災害を経験しました。

これらの経験を踏まえ、「物資支援」「ボランティア活動」「義援金活動」を主な柱とし、災害発生直後から迅速な支援を行い、地域に

根差した活動を長期にわたり継続しています。

■ 地域雇用への貢献

　日本国内の特定の地域に偏らない出店を通じて、各地域における雇⽤創出に貢献しています。

■ 勤務地限定社員

　当社グループでは、店舗の従業員を勤務地限定社員として雇⽤する制度を設けています。出店地域で雇⽤された従業員が

自宅から通勤し、その後も転居を伴う異動もなく働き続けることを可能にする制度で、地域に根差した雇⽤を実現しています。

■ 高齢者の雇用延長

　高齢者の方々が社会参加を通じて生き生きと暮らせる地域社会をめざし、2016年8月、クルー社員の雇⽤年齢を65歳から

70歳までに引き上げ、勤務延長制度の上限についても75歳までとしました。ホール、駐車場整理、事務など様々な職種で高齢

者の方が活躍されています。

地域社会
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地域のインフラとして
　当社グループの全国の店舗が、地域にとって欠かせないインフラとして貢献できるよう、人的・経済的支援などを

通じて、地域社会の発展につながる活動を継続していきたいと考えています。

取り組みの方向性

　当社グループは、認定特定非営利活動法人「桜ライン311」の活動に協力しています。

　桜ライン311では、2011年3月11日に発生した東日本大震災の被災地である岩手県陸

前高田市内の約170kmに渡る津波到達ラインに10mおきに桜を植樹し、ラインに沿っ

た桜並木を作ることで、後世の人々に津波の恐れがあるときにはその並木より上に避難

するよう伝承していく活動を⾏っています。

　当社グループでは、この活動の趣旨に共感し、毎年春と秋の年二回⾏われる植樹会に

ボランティアとして参加しています。地域の一員として、東日本大震災が風化すること

のないよう桜が育つのを今後も見守っていきます。

認定特定非営利活動法人「桜ライン 311」への協力



�地域に密着した活動を通じた信頼関係構築

　地域の人々と良好なコミュニケーションを育み、地域のために役立つ活動を地道に継続することで、地域社会と連携や協調

を重視しています。

�スポーツ振興支援

　当社グループは社会貢献の一環として、スポーツ文化の発展をサポートしたいと考えています。

■ それぞれの地域に密着した取り組み

　全国の店舗周辺の地域清掃、祭りや花火大会の運営ボランティア、景品の社会福祉協議会などへの寄贈、店舗駐車場を活⽤

した献血事業への協力などを⾏っています。

■ スカッシュへの協賛

　多くの人にスカッシュの楽しさを知ってもらうために、（株）ダイナムを通じ、公益

社団法人日本スカッシュ協会のオフィシャルパートナーとして冠協賛しています。

■ 地域住民との対話

　地域住民と直接対話する「店長座談会」を開催。店舗に関するご意見をお聞きするとともに、地域情報をご提供いただき、

店舗運営に活かしています。

■ 地権者との関係構築

　出店⽤地に関する地権者との交渉・契約では、立地開発を担う専門部署のスタッフが当社グループの理念や事業内容などに

ついて丁寧に説明しています。

■ フィギュアスケートへの協賛

　選手たちの努力や、演技のハイレベルな完成度をめざす姿に共感した（株）ダイナムは、

夢と感動をあたえるフィギュアスケートの発展を応援しています。

主な協賛実績
2018年 3月期

2017年10月 ISUフィギュアスケートグランプリシリーズ ロシア大会

2017年11月 ISUフィギュアスケートグランプリシリーズ フランス大会

�地域への寄付・寄贈を通じた経済的支援

　当社グループでは、出店地域の自治体や慈善団体への寄付・寄贈、スポーツ協賛等を通じた経済的支援を行っています。

社会貢献支出※1   2018年3月期

152百万円
※1 指定寄付金およびスポーツ協賛金

　夢コーポレーション（株）の社会貢献活動の一環として設立された基金。『公益

財団法人公益推進協会』の「マイ基金制度」を通じ、子供の健全育成、環境保全、災

害援助、発展途上国など、支援を必要としている人々にお届けしています。

 夢屋基金
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主な協賛実績
2017年9月 ダイナムCUP SQ-CUBE OPEN 2017 in 新横浜

2018年2月 ダイナムCUP SQ-CUBE OPEN 2018 in さいたま

■ サーフィンへの協賛

　夢コーポレーション（株）は、一般社団法人 日本プロサーフィン連盟が主催するサー

フィン大会に冠協賛しています。

開催実績
2018年 3月期

2017年7月
「JPSA×WSL JAPAN co-sanction event
夢屋サーフィンゲームス 田原オープン




