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“ダスキンミュージアム”開設！

特集：レンジフード
 徹底汚れ対策

株主優待ご利用ガイド

キッチンセレクションセット

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-33
TEL 06-6821-5017（株式会社ダスキン 総務部 総務室）  水無し印刷をしています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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左右の絵の中で違う箇所が3つあります。
正解をアルファベット3つでお答えください。

メリーメイド
家事おてつだいサービス
キャラクター「メイさん」

クイズまちがいさがし

同封の専用応募ハガキのアンケートにご協力いただ
いたクイズ正解者の中から抽選で、ダスキン商品を

応募締切：2016年1月15日（金）
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます
※賞品の発送は1月下旬を予定しています
　なお、ご応募は株主様ご本人に限らせていただきます

前号のナビダス「まちがいさがしクイズ」の正解　B・D・I

合計200名様にプレゼント！

応募総数16，246通というたくさんのご応募をいただき、ありがとうご
ざいました。アンケートで頂戴いたしました貴重なご意見・ご要望等に
つきましては、今後の経営やIR活動等の参考にさせていただきます。

ナチュ高保湿
ボディソープセットBA
ナチュ高保湿ボディソープ２本・
専用ボトル１本・ボディタオル１枚

100
 セット

100
 セット

油汚れ用洗剤、台所用洗剤、台所用
スポンジ抗菌タイプ、Ｓ.Ｏ.Ｓ、レンジ
まわりふきん、エコスポンジ・ミニなど
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充実のキッチンおそうじセット。 全身保湿したような
洗い上がり。

www.duskin.co.jp
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ごあいさつ

株式会社ダスキン
代表取締役社長

　株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
　2016年3月期上半期の業績は、売上においては
前年同期に比べ減少しましたが、利益面においては
クリーン・ケアグループが大幅に増益となったことを
受け、営業利益以下、各段階利益のいずれも増益と
なりました。
　今年度は、目指すべき姿である長期ビジョン
「ONE DUSKIN」の第1フェーズとなる「中期経営
方針2015」（平成28年3月期～平成30年3月期）の
初年度です。当社グループのすべての事業がひとつ
になり、新たな仕組みや商品・サービスをお客様
にお届けし、業績を成長軌道へ乗せることを目指し
て取り組みを進めております。
　クリーン・ケアグループの家庭市場（ホームサー

ビス）においては、お客様の多様なニーズにお応え
する商品・サービスを提供できる「おうちのこと総合
サポート企業」を目指し、新たな商品・サービスの
開発や仕組みの導入を進めております。
　一方、事業所市場（ビジネスサービス）においては、
衛生管理に関する高度な専門知識を持つ「ハイジー
ンマスター」の育成を推進するなど、衛生管理での
お困り事に総合的にお応えする「衛生管理マネジメ
ント事業」への変革に着手しております。
　フードグループのミスタードーナツにおいては、
店舗の立地環境やお客様の利用動機に応じた新
タイプの店舗展開をスタートしました。その他の
フード事業においても、昨年にライセンスを取得し
たオーストラリア発祥のミートパイとコーヒーを主
力としたパイ専門店「パイフェイス」をオープンする
など、ミスタードーナツに次ぐ第2の柱となる事業
の開発に取り組んでおります。
　1963年に創業した当社は、ホコリを取る「化学ぞ
うきん」で水拭きに代わる新たな掃除文化を創出し
ました。また、1971年には本場アメリカの揚げたて

ドーナツをお届けする「ミスタードーナツ」を日本
で出店し、新たな食のスタイルを提供してきました。
この「キレイ」と「おいしい」という２つの軸で、暮ら
しに新しい喜びを提案し続けてきた当社は、10月に
一般消費者向けの展示・体験施設「ダスキンミュー
ジアム」を創業の地である大阪・吹田に開設しました。
これまでの事業活動で得た知識やノウハウなどの
一端をより多くの方々にお伝えし、これまでの感謝
とさらなるお役立ちを、ミュージアムを通じて発信
してまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも変わら
ぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。

10月1日にオープンした「ダスキンミュージアム」。一番乗りの来場者と共に
グランドオープンを祝う。
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連結比較損益計算書（要約）

クリーン・ケアグループ売上高

フードグループ売上高

その他売上高
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売上高 利益

売上高および利益の前年同期比較
（単位：百万円）

固定資産

負債合計

純資産合計

● 「現金及び預金」が3,601百万円減少
● 「受取手形及び売掛金」が1,369百万円増加
● 「有価証券」が4,024百万円減少

● 「ダスキンミュージアム」完成に伴い、「建物及び構築物
（純額）」が965百万円増加
● 「投資有価証券」が6,348百万円減少
● 「繰延税金資産」が1,060百万円減少

● 「未払法人税等」が475百万円減少
● 「賞与引当金」が379百万円減少
● 「未払金」が622百万円減少
● 「退職給付に係る負債」が338百万円減少

● 500万株の自己株式を取得し、「自己株式」が
10,505百万円減少

流動資産

流動資産 

固定資産 

 有形固定資産

 無形固定資産

 投資その他の資産

資産合計

（単位：百万円） （単位：百万円）

増減 増減

67,727

130,748

52,960

8,156

69,630

198,475

62,663

123,099

53,143

7,942

62,014

185,763

△5,063

△7,648

182

△214

△7,616

△12,712

負債合計

純資産合計
負債純資産合計

流動負債
固定負債

株主資本
その他の包括利益累計額
非支配株主持分

34,026
9,253
43,279
148,139
5,899
1,157

155,196
198,475

30,769
8,901
39,671
138,345
6,665
1,080

146,091
185,763

△3,256
△351
△3,607
△9,793
766
△77

△9,104
△12,712

連結比較貸借対照表（要約）
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2015年4月～9月株価推移（週足）

業績レポート
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前期末
（2015年3月末）

当期第2四半期末
（2015年9月末）

前期末
（2015年3月末）

当期第2四半期末
（2015年9月末）

POINT

セグメント毎の状況
クリーン・ケアグループ

● 「ｓｈｕｓｈｕ」「ＬａＬａ」「スタイルクリーナー」の3点セット
「おそうじベーシック3」は好調継続。
● 「おそうじベーシック3」以外のモップは減少。
● 主婦に人気の「台所用スポンジ」は、リニューアル後も好評。
● 事業所向けのダストコントロール商品は、高機能マットが
支持されたものの全体の売上は減少。

● 新たなお客様との接点づくりツールとして、飲み物等を
その場で手軽に購入できる「配置ドリンクサービス」を開始。

● 役務提供サービスは、引き続き順調に推移。

● ダスキン共益株式会社は減収、株式会社ダスキンヘルスケアは増収。
● 海外の連結子会社は、日本国内のペーパータオル需要増加
に、円安影響も加わり増収。

● 昨年の「ミスタークロワッサンドーナツ」と比べると、同時
期販売の「ブルックリン メリーゴーランド」は低調。

● 「コットンスノーキャンディ」も、昨年と比べると売上減少。
● 不採算店舗の閉店を進めたことによる、店舗数減少影響
も大きい。

● “NEW MISDO”の取り組みを開始。「甲子園ショップ」を
改装オープン。

● ミスタードーナツに次ぐ柱づくりに注力。店舗数が増えた
「ベーカリーファクトリー」「ザ・シフォン＆スプーン」は増収。
● 昨年ライセンスを取得したオーストラリア発祥の「パイ
フェイス」の出店準備を進める。
 ・10月27日に「ラゾーナ川崎プラザ」にテイクアウト専門店をオープン
 ・11月19日に「渋谷モディ」に旗艦店をオープン
● 既存事業では、とんかつレストラン「かつアンドかつ」は好調継続。

フードグループ

その他

売上高

増減

売上高

増減

売上高

増減

POINT

POINT

POINT

54,137 55,007 869

24,187 22,118 △2,069

5,306 5,404 97

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）＜ミスタードーナツ＞

＜その他＞

（単位：百万円）

売上高

営業利益

経常利益

税金等調整前四半期純利益

親会社株主に帰属する四半期純利益

82,530

2,681

3,432

3,108

1,962

△1,101

822

617

434

492

● 2016年３月期第2四半期累計（４月～９月）の連結業績は減収増益。

● クリーン・ケアグループは、主力のダストコントロール事業が微減と
なったがその他の事業はいずれも増収。

● ダストコントロール事業も、営業活動や効果的なテレビCM等で回復傾向。
● フードグループは、ミスタードーナツ低迷で減収。

増減

83,631

1,858

2,815

2,674

1,469

＜主な売上増減要因＞

● クリーン・ケアグループは増収効果、「スタイルクリーナー」原価の減
少、経費も減少して増益。

● フードグループは、ミスタードーナツ減収に伴う利益減少を、原価減少
と経費抑制でカバー。

＜主な利益増減要因＞

2015年3月期
第2四半期累計

2016年3月期
第2四半期累計

● 新たな販売チャネルとして、総合オンラインストアAmazon.co.jp
との連携でAmazon「リフォームストア」経由での受注を開始。

2015年3月期
第2四半期累計

2016年3月期
第2四半期累計

2015年3月期
第2四半期累計

2016年3月期
第2四半期累計

2015年3月期
第2四半期累計

2016年3月期
第2四半期累計

当第2四半期累計期間より「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月
13日）等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

2015年3月期
第2四半期累計

2016年3月期
第2四半期累計



※図はイメージです。実際とは異なる場合があります。

※体験は事前に予約が必要です。
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“ダスキンミュージアム”開設！
「キレイ」と「おいしい」を体感できる

※図はイメージです。実際とは
　異なる場合があります。
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■入館料 / 無料 ※ドーナツ手づくり体験は有料（1人500円）
■開　館 / 10：00～16：00（最終入館は15時30分まで）
■休館日 / 毎週月曜日（祝日の場合は翌平日が休館日）・年末年始
■所在地 / 〒564-0054　大阪府吹田市芳野町5-32
※詳しくはホームページをご確認ください。
　http://www.duskin-museum.jp ご案内

専用の駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用くださいますよう
お願いいたします。地下鉄御堂筋線「江坂駅」⑧番出口より、内環状線沿いに
豊中方面へ10分ほど歩き、高架手前の側道を左に入ってください　

REX
江坂店

江
坂
駅

東
急
ハ
ン
ズ

1Ｆのミスドミュージアムでは、ミスタードーナツの歴史や、おいしさ
へのこだわり、食の安全・安心について知ることができます。ドーナ
ツを自分でつくって、手づくりの「楽しさ」や、できたての「おいしさ」
を体験できる「ドーナツ手づくり体験コーナー」などがあります。

2Ｆのおそうじ館では、掃除の歴史と文化や、健康のための現代
の掃除について紹介・提案します。普段の暮らしでは目にするこ
とのできないホコリを可視化したコーナーや、ホコリの種類や場
所に合わせた掃除の体験ができます。

エントランス
ホール

ミスドキッチン おそうじヒストリー

ミスタードーナツヒストリー おいしさへのこだわり わたしのミスタードーナツショップ おそうじ豆知識すみずみおそうじ体験 ホコリの見える化体験

ミスタードーナツ
江坂芳野町ショップ

吹き抜け

1F 2F

NEWS

ダスキン創業50周年を機に、創業の地である大阪府吹田市芳野町に、掃除の歴史や未来につながる掃除文化を提案する
「おそうじ館」と、ミスタードーナツのこれまでの歩みやそのおいしさへのこだわりを紹介するとともに、ドーナツづくりが体験
できる「ミスドミュージアム」の2つのスペースで展開する「ダスキンミュージアム」を開設しました。
多くのマスコミ・媒体に取り上げられ、連日多くのお客様で賑わっています。

年代ごとの商品や店舗デザインの移り変わり、
オリジナルグッズの数々を展示

ミスタードーナツの製品づくりへの取り組み、
安全性への考え方などを紹介

1号店からこれまでに開店した店舗を写真で展示

ドーナツの手づくり体験

掃除する箇所に応じた最適な掃除方法を体験 各所の掃除でポイントとなる豆知識を展示

掃除文化の歴史・道具の数々を
展示などでわかりやすく解説

空気中に漂うハウスダストや細かなホコリを実際に
目で見る体験



2015年4月～9月の
ダスキンの主な活動をご紹介
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メリーゴーランド

ミスタードーナツ インドネシア

総合福祉展バリアフリー2015

07 08

コットンスノーキャンディ

「ポスト返却サービス」導入
お部屋で野菜を育てる「水耕生活」全国導入
DDuetありがとうキャンペーン2015を実施

ヘルスレント
総合福祉展バリアフリー2015に出展
4月16日から4月18日にインテックス大阪で開催された「バリアフリー2015
（第21回高齢者・障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展）」に出展。
ダスキンが提供する福祉関連サービスや商品をPR。

マットとIT技術が融合した
新サービス「SEND」を開発

ミスタードーナツ
「ブルックリン メリーゴーランド」を期間限定発売
“ザクザク食感”と“もっちり食感”を一度に味わえる新食感のハイブリッドスイーツ
「ブルックリン メリーゴーランド」4種類を発売。

ザ・シフォン＆スプーン
第2号店「ザ・シフォン＆スプーン 
コクーンシティ店」オープン
ミスタードーナツ
ひんやり新食感のドリンク「フラペレッソ」2種類を期間限定発売
ミスタードーナツ
ひとくちサイズの大人気ドーナツ「Dーポップ」を復刻販売
ミスタードーナツ
抹茶味の「抹茶コレクション」6種類を期間限定発売
ミスタードーナツ
「コットンスノーキャンディ」を期間限定発売
夏季限定の「コットンスノーキャンディ」7種類を発売。

インドネシアでのミスタードーナツ1号店を
首都ジャカルタでオープン
サービスマスター
「温水洗浄便座取替サービス」を導入

サービスマスター
「網戸張替サービス」を導入

「配置ドリンクサービス」を導入
Amazon「リフォームストア」でハウスクリーニング販売を開始
新たな販売チャネルとして、総合オンラインストアAmazon.co.jp（以下 Amazon）
との連携で、Amazon「リフォームストア」経由での受注を開始しました。

ミスタードーナツ
“小麦ふすま”を配合した黒糖風味のドーナツ
「ブラン」を復刻販売
ミスタードーナツ45周年記念復刻商品第3弾として「ブラン」3種類を期間限定発売。

ミスタードーナツ
「ミスターサマードーナツ」を期間限定発売
暑い夏にぴったりのしっとり軽い食感の「ミスターサマードーナツ」3種類を発売。

ベーカリーファクトリー
第3号店「Bakery Factory 豊中緑丘」オープン

ミスタードーナツ
“栗”をテーマにした「マロンドーナツシリーズ」
5種類を期間限定発売
ミスタードーナツ
スティックタイプのドーナツ「メープルスティック」を発売
外は“さっくり”、中は“ふんわり”とした食感のケーキ生地でメープルペーストを包んだ、
プレーン、シナモン、シュガーの3種類のドーナツ。
ミスタードーナツ
ザクザクとした食感が特長の「クッキークルーラー」を復刻販売
ミスタードーナツ45周年記念復刻商品第4弾として期間限定発売。

ミスタードーナツ
ミスター飲茶「陳式四川」販売
四川料理の達人、陳 健一が全面監修。四川の魅力が味わえる「とろとろ肉味噌担々麺」など5品をラインアップ。

ミスタードーナツ
新しいコンセプトの新型店舗を兵庫県にオープン

第53回定時株主総会を開催
2015年6月19日、株主様1,662名の出席のもと梅田芸術劇場メインホールにおいて開催しました。

「くらしキレイBOX  シトラス×フローラル
セレクション」数量限定発売
大掃除に役立つ洗剤や、掃除グッズの便利なセット「くらしキレイBOX」。
ハローキティのデザインを採用し、数量限定発売。

センド

ピックアップ 10ページへ

ピックアップ 12ページへ

ピックアップ 10ページへ

ピックアップ 9ページへ

ピックアップ 9ページへ

ピックアップ 9ページへ
ディーデュエット

ピックアップ 10ページへ

ピックアップ 10ページへ

ピックアップ 11ページへ

ピックアップ 12ページへ

マロンドーナツシリーズ

ミスターサマードーナツ
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ピックアップ

商品のご注文や日々に役立つ情報をお届けする会員サイト
「DDuet」。さらなる会員登録を目指して、プレミアム会員※
を対象に、4月1日から7月10日までの期間限定で、豪華賞品
が1万名に当たるプレゼントキャンペーンを実施。期間中新
たに約75,000人の会員登録があり、10月末時点で約21万
人にご登録いただきました。
※ダスキンのレンタル商品や各種サービスを定期契約いただいているお客様。

インターネット会員サイト「DDuet」で
利用拡大キャンペーン実施

4月6日に全国販売を開始したダスキン「水耕生活」は、水耕
栽培器をレンタルし、栽培キット(栽培スポンジ、種、液体肥
料)を定期的にお届けする新しいサービスです。
「摘みたてで新鮮な無農薬野菜が安心して食べられる」「子ど
もの食育にも役立つ」など、ただ今ご利用者拡大中です。

野菜を育てる楽しさと健康を
「水耕生活」で提案

コンパクトな冷蔵ショーケースを事業所に無償で貸与し、利
用状況に応じて定期的に、飲料・菓子・カップ麺などの商品
をお届けする新サービスが、6月22日より全国で順次開始。
新たなお客様との接点をつくるサービスとして、積極的に取
り組んでいます。

事業所向けの新サービス
「配置ドリンクサービス」

モップのお届けはご自宅のポストへ、使用したモップは郵送で
返却いただく「ポスト返却サービス」を開始。
夫婦共働きや単身世帯の増加など生活スタイルの変化に伴い、
「日中不在がちだけれど、商品を使いたい」というお客様のニーズ
の高まりにお応えするため、レンタルシステムの多様化に取り
組み実現しました。今後取り扱い地域は順次拡大していきます。

スマートフォンなどのモバイル端末を利用したO2O（※）インフラ
の企画・運営などを手掛ける株式会社インフォアクトと共同で、
マットとIT技術を活用した新サービス「SEND（センド）」を開発し
ました。「SEND」は、専用のアプリをダウンロードしたモバイル端
末で、マットをスキャニングすることで、あらかじめ設定された
Web上のコンテツへつなげる日本初のサービス。店頭や売場だけ
では表現しきれない、 Web上の豊富な情報への入口として活用
できるほか、訪日外国人に対する“おもてなしツール”として、提携
サービスの拡大を進めていきます。
※（＝Online to Offline）実店舗での購入につなげるためにネット上で行われ
る、販売促進やマーケティング活動。

世界に向けた“おもてなしツール”新サービス「SEND」を開発

清掃・害虫駆除・家事代行などの役務サービスにおいて、今まで
のサービス提供にプラスして、商品の取替・点検・取次を組み合
わせる新サービスがスタートしました。
順次取り扱うサービスを増やし、お客様へのさらなるお役立ち
を目指します。

「取替・点検・取次」サービスをスタート

不在がちなお客様のニーズに応える「ポスト返却サービス」

端末

サーバー

マット

店舗情報
クーポン
商品情報

スキャン

URL

1

マット情報
＋

端末情報

2
3

4

10

ディーデュエット

網戸張替サービス 温水洗浄便座取替サービス

センド
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ピックアップ

NEW 食を通じて新しい感動をお届けするために。ダスキンでは、すでに皆様にご愛顧をいただいている既存事業
の多店舗展開を積極的に進める一方で、新しい食文化を提案するフード事業の開発を進め、フランチャイズ展
開を視野に継続的に取り組んでいます。

立地環境や多様化するお客様のニーズに応え、常においしさ、
楽しさ、ワクワクを提供する新型店舗の展開をスタート。
「甲子園ショップ」（兵庫県西宮市）が9月10日に
リニューアルオープンしました。

素材のおいしさや安
全・安心にこだわった、
とんかつ専門レスト
ラン。11月末現在、大
阪府、兵庫県、奈良
県、京都府で10店舗
を展開。ご家族皆様に
多彩なメニューをご
提供しています。

「オリジナル低温熟成
生地」や「自家製種」を
使用した約100種類
の焼きたてパンが楽
しめる郊外 型 大 型
ベーカリー。7月大阪
府豊中市に3店目が
オープンしました。

ミスタードーナツに次ぐ新たなフード事業の開発

おいしい感動をお届けする新店舗、続々オープン！

25店

「かつアンドかつ」
2府2県で展開

“ひとつ、ひとつ、
お店で手づくり・で

きたて。”を伝える

「ザ・シフォン&スプーン」
2号店を出店

「ベーカリーファクトリー」
3店目オープン

「パイフェイス」渋谷モディに
旗艦店オープン

お客様自身でひとくちドーナツを
楽しく選んで詰められる！ 
　　　　　    　 ドーナツポップ

モーニング、ランチ、
カフェメニューが豊富に

5店

ふんわり超しっとり食
感と、スプーンで食べる
という新しいスタイル
で話題のシフォンケー
キ専門店。4月に待望の
2号店がさいたま市大
宮区のコクーンシティ
にオープン。新しいおい
しさは、多くの方の注
目を集めています。

オーストラリア・シド
ニー発祥のパイ専門店
「パイフェイス」。昨年10
月に日本展開のライセ
ンスを取得し、東京・渋
谷に旗艦店となる「渋
谷モディショップ」を11
月19日に、テイクアウト
専門の「ラゾーナ川崎プ
ラザショップ」を10月27
日にそれぞれオープン。

23店 35店
定番ドーナツほか
オリジナルメニューいろいろ

オープンキッチン

時間に合わせた
楽しみ方ができる こだわりメニュー

選ぶ楽しさを演出
した

ベーカリースタイ
ルのディスプレイ

12

出店目標
（平成30年3月末までに）

出店目標
（平成30年3月末までに）

出店目標
（平成30年3月末までに）

出店目標
（平成30年3月末までに）

JR甲子園口駅からすぐの立地

ミスタードーナツでしか味わえないおいしさを。
新しいコンセプトで提供する新型店舗を開発！



特集

空気の流れをつくり、調理中に発生する油煙、ニオイや熱などを集めて
外に出してくれるのが、レンジフードの役目です。

キッチンのベタベタ汚れの正体は“油煙”
キッチンのベタベタ汚れは、調理中の油ハネだけでなく、油煙が大きな
要因です。揚げ物や炒め物をする際、油と水蒸気が混ざったものが立ち
上ります、これが油煙。キッチンに広がった油煙は空気中のホコリと
混ざり合って、やがてやっかいなベタベタ汚れになります。

油煙やニオイを排出するのが
レンジフードの役目

油煙を吸い込むレンジフード、その内部は汚れています。

油やホコリで

油煙をダクトへ送るので

レンジフードクリーニング
18,360円標準料金

webで検索 ダスキンレンジフードクリーニング 検索

（税抜17,000円）

シロッコファン

金属フィルター

レンジフードの表面だけをキレイにしたのでは不十分です！

油煙が吸い込まれにくく、キッチンの壁が油煙でベタベタ！
フィルターが目詰まりして、お部屋にニオイがこもる！

※構造は機種により異なります。

13 14

油煙汚れも細部まで
しっかり落とします。
フード内側も隅々まで
洗浄します。

めんどうなレンジフードお掃除、プロに頼めばラクラク

レンジフードまたはフード付換気扇（幅95cm未満1台）

部品を取り外してこびりついた汚れを徹底洗浄

幅15cm増えるごとに2,160円（税抜2,000円）プラス

Before

After

レンジフード
徹底汚れ対策

もう“苦手”だなんて
言わせません！ キッチンの壁やテーブルの上のベタベタ汚れ、

お部屋のニオイが気になりませんか？

それは、レンジフードの汚れが原因かもしれません。

油煙・ニオイ

レンジフード
どうして汚れる？

徹 底　　　 解説

空気と一緒に吸い込まれた油煙は、レンジフード内を
通り外へ排出されます。金属フィルター、シロッコファン
など、レンジフード内部のほとんどの部品は、吸い込ん
だ油煙などにより汚れます。こまめにお掃除しないと、
汚れが蓄積されてしまいます。

蒸気

レンジフードの
構造イメージ

ホコリ

油煙

内部が汚れたままだと…



特集 　レンジフード  徹底汚れ対策

こびりついた油汚れは
割りばしで削り取ってお
きましょう。

浸け置き液は「酸素系漂白剤」に
「台所用洗剤（中性）」を混ぜたもの
を用意します。外したものが完全
に浸かるように入れてください。

汚れが残っている場合は
スポンジで汚れをこすり、
水で洗い流します。

そのあとよく乾燥させてから、
元のように取り付けます。

浸け置く大きな容器がない
場合はシンクに厚めのポリ
袋（ゴミ袋）を
敷いて、その中
にお湯を入れ、
浸け置きをして
ください。

アドバイス

せっかくフィルターを取り付
けても、フィルターの目が大き
すぎて油煙がそのまま通過し
たり、すぐに目詰まりすること
があります。
フィルターは目詰まりしにくい
ものを使用し、定期的にメン
テナンスすることが重要です。

アドバイス

ひどい汚れになる前にこまめに拭き取っておくと、
大掃除がラクラクに。軽い汚れがある場合は、ペー
パータイプのキッチン用お掃除クロスで拭きます。

アドバイス

台所用漂白剤（酸素系）
486円（税抜450円）

漂白・除菌・消臭効果で清潔に。

標準価格

450g

目詰まり

アドバイス

油

ホコリ

「ついでおそうじ」で、らくらく汚れ落とし

上手な換気の方法

webで検索 ダスキンレンジフードフィルター 検索

ダスキンのレンジフードフィルターを取り付けて油煙をキャッチ

15 16

汚れにズバリ！
レンジフード 徹 底
レンジフードの内部をキレイにすることで、キッチンやダイニングの空気、ベタベタ汚れが変わってきます。
そのお掃除のコツをダスキンからお届けします。

シロッコファンと金属フィルターをはずし、浸け置きます

フード部分はスポンジで

汚れをあらかじめ
落としてから

スポンジのソフトな面に洗剤をつけて洗います。

※こすりすぎると汚れ
と一緒に塗装がはが
れることがあるの
で、力を入れすぎな
いようにご注意を。

1 40℃～50℃のぬるま湯に
10分～15分浸け置く

2

水で汚れや
漂白剤を洗い流す

3 乾いたクロスで
水気を取る

4

レンジフードフィルター
ガラス繊維タイプ

レンジフードフィルター
不織布タイプ

594～1,296円
（税抜550～1,200円）

4週間定期補充料金
（1枚につき）

388～864円
（税抜360～800円）

4週間定期補充料金
（1枚につき）

油 を たっぷ り
取っても目詰ま
りしにくく、イヤ
なニオイがこも
りません。

油煙をたっぷり捕集するダスキンのレンジフードフィルター
目詰まりしにくい特殊構造で、
油煙をしっかりキャッチ

8g
＋

酸素系漂白剤
お湯2Lに対して

調理後の余熱で温かいうちに、水に浸し固く絞ったぞうきんで、フード
の外側・内側、フィルターの枠や表面など、手の届く範囲を拭きます。

お掃除でキレイにしたら、レンジフードフィルターを
取り付けましょう。油煙の中の油や空気中のホコリ
などが内部に侵入するのを防げます。

近くの窓は閉め、レンジフードと対角線上にある、
なるべく遠くの窓を開けます。

お料理する5～10分前にレンジフードのスイッチを
入れます。

キッチンの空気を入れ替えます。

1 早めに換気を始める

2 空気の流れをつくる

3 調理後もしばらく換気する

掃除

ティースプーン1～2杯
台所用洗剤（中性）

ポイント

ゴミ袋

空気の流れちょっとした
換気のコツで、

効率よく油煙を排出する
ことができます！



株主優待ご利用ガイド

配布基準日：3月31日および9月30日現在の株主様

保有株式数100株以上300株未満の株主様 株主ご優待券 
保有株式数300株以上の株主様 株主ご優待券 

2016年6月30日
※ご使用期限後は無効となります。

商品・サービス・お近くの店舗など、詳細は
ダスキンコールセンターまでお問い合わせください。

●その他のお問い合わせ
　株式会社ダスキン 総務部 総務室 ：

●商品・サービス・お近くの店舗などは、
　ホームページでもご覧いただけます。

※モスバーガーの店舗などはモスフードサービス
　お客様相談室にお問い合わせください。※株主ご優待券ご利用の旨を、必ずお伝えください。

www.duskin.co.jp/yutai/

TEL 06-6821-5017

社会貢献寄付制度

当社が展開している全ての商品・サービス
（介護保険対象商品は除く）

全国のモスバーガーショップ（一部の店舗を除く）
※モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスと当社は、
　資本・業務提携契約を締結しています。

当社の社会貢献活動に賛同いただける株主様からご返送いただき
ました株主ご優待券の相当額を、当社が株主様に代わって、社会
貢献活動団体へ寄付させていただきます。右記の寄付先団体より
お選びいただけます。寄付方法は、優待券の入った封筒に同封し
ております「社会貢献寄付制度のご案内」をご覧ください。

寄
付
先

公益財団法人 ダスキン愛の輪基金
障がいのある方の自立と社会への完全参加、平等を願い、主に
障がい者リーダー育成のための海外研修への派遣や、アジア
太平洋地域の障がい者リーダー育成を行っています。
＜ご使用期限2015年6月末分は、185件、223,000円でした。＞

日本赤十字社　東日本大震災義援金
日本赤十字社を通じ、東日本大震災で被災された方に義援金
として寄付します。
＜ご使用期限2015年6月末分は、145件、218,500円でした。＞

ミスタードーナツ  反省と感謝の日

http://www.ainowa.jp

当社では、株主の皆様への感謝のしるしとして、「株主優待制度」を実施しております。

この「ガイド」をご覧のうえ商品・サービスをご利用いただき、

当社の事業内容をより深くご理解いただく契機となれば幸甚でございます。

24時間
年中無休

「公益財団法人 ダスキン愛の輪基金」の主な事業として、地域社会のリーダーとして社会貢献を
願う障がいのある日本の若者に海外研修を提供する「ダスキン障害者リーダー育成海外研修派
遣事業」と、アジア・太平洋地域の自国のリーダーとして社会貢献したいと願う障がいのある若
者を日本に招き学んでいただく「ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業」があります。

ご優待内容

ご利用いただける商品とサービス

ご使用期限

＜株主優待券ご利用の際のご注意＞

1,000円分（500円券2枚）
2,000円分（500円券4枚）

0120-300-900 （http://mos.jp/)

　ダスキン創業者・鈴木清一がミスタードーナツ事業の導入
を決意した日の1月27日を「反省と感謝の日」としてミスター
ドーナツ全店が、地域の皆様への感謝の気持ちを込めて、
早朝からショップ周辺の清掃活動を行っています。そして
この日を「愛の輪活動1日チャリティ」として売上の一部を
毎年愛の輪に寄付しています。この特別の日、1月27日は
ぜひお近くのミスタードーナツをご利用ください。

ダスキン愛の輪基金

●株主優待券1枚のご使用限度額は、消費税を含んだ金額で500円です。一度に複数枚ご利用いただけます。  ●差額のつり銭はご容赦ください。  
●現金、商品券およびジェフグルメカードとのお引替えはできません。  ●クレジットカード、代金引換払い（但し、当社販売員が直接に金銭を受領
する場合を除く）を利用される場合は、ご利用いただけません。  ●お取替え、再発行はできません。また、ご寄付いただく場合も使用期限内にお送
りください。  ●商品・サービスの内容は、予告なく変更させていただく場合があります。  ●地域によってはご利用いただけない商品・サービスが
あります。詳しくはダスキンコールセンターまでお問い合わせください。

1月27日は愛の輪活動1日チャリティ
お近くのミスタードーナツをご利用ください

　1981年、創業10周年を迎えた翌年、ミスタードーナツは
これまでお世話になった地域の皆様や社会への感謝の気持ち
と、くしくも国際障害者年と巡り合ったことから、障がい者の
自立と社会との共生をお手伝いしようと「財団法人 広げよう
愛の輪運動基金」を設立（2011年12月に公益財団法人に
認定され「公益財団法人 ダスキン愛の輪基金」に名称変更）。
日本から海外での研修に参加した若者達、アジア・太平洋の
国や地域から日本での研修に参加した多くの若者達は、さま
ざまな分野のリーダーとしてそれぞれ活躍しています。
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ミスタードーナツ創業10周年の
記念事業として「愛の輪」がスタート

「ありがとう」をお伝えしたい
1月27日は特別な1日です

ミスタードーナツの清掃活動



この機会にダスキンの商品・サービスを体験しませんか。
株主優待券を使ったダスキンの商品・ サービスのご利用例を紹介します。

ダスキンのすべての商品・サービスでご利用いただけます。 ※介護保険対象商品は除く

・エアコンクリーニング
・フロアクリーニング
・キッチンクリーニング
 など

・お掃除おまかせサービス
・家事おてつだいサービス
・おかたづけサービス
 など

お客様のご家庭や職場を定期訪問して、
キレイで快適な環境づくりをお手伝い。

ドリンク関連商品の
レンタルと販売

ナチュラルミネラ
ルウォーターや
コーヒーなどの定期
お届けサービス。

心もからだも健康
で、いきいき美しい
毎日をサポート。

自然派化粧品と
健康食品の販売

清掃・衛生用品のレンタル＆販売 プロのお掃除
サービス

便利な家事代行
サービス

・家庭用害虫駆除
 定期サービス
・シロアリ駆除 ベイト工法
 など

・認知症のケア
・身体介助 ・移動介助
・排泄介助 ・夜間の見守り
・食事作り、掃除、洗濯
 など

・お庭をキレイにサービス
・樹木の年間お手入れ
 サービス
・芝生の年間お手入れ
 サービス
 など

害虫獣の駆除＆
予防管理

庭木のお手入れ
サービス

※公的介護保険適用外のサービスです。

イベントイメージ

※株主優待券のご利用については制限がございます。

ご高齢者の
暮らしのお手伝い

清潔で着心地の良
いユニフォームを
お届けします。

車いすや介護ベッド
など約3,500点のレ
ンタル商品をご用意。

介護用品・
福祉用具の
レンタルと販売

株主優待ご利用ガイド

※株主優待券はヘルスレントのレンタル商品および
介護保険対象の福祉用具・介護用品にはお使い
いただけません。

歩きやすさを重視した
ソールなどを採用
ライフウォーカー

6,264円
（税抜5,800円）

販売価格

＜ヘルスレント＞

必要な時だけ
気軽にレンタル

＜レントオール＞

摘みたて野菜を1年中
ご自宅で楽しめる
水耕生活（水耕栽培サービス）
初年度標準価格（4週間）

2,678円（税抜2,480円）
※2年目以降は1,058円（税抜980円）

汚れを洗い落とし、
からだのうるおいを逃がさない
nachu 高保湿ボディソープ
（400ml）
標準価格
1,080円（税抜1,000円）

楽インパックボトル
（400ml・ポンプ付き）（別売）
標準価格
421円（税抜390円）

600円（税込）3点セット4週間おためし

柔らかくして、うるおす
かかと用クリーム
ソフト＆モイスチュア 
クリーム〈フット＆ヒール〉
（50g）

756円（税抜700円）

イベント用品レンタル・
設営・運営のお手伝いや
ベビー・トラベル用品な
どのレンタルサービス。

イベント用品や
日用品などのレンタル

ユニフォームの
リース・販売と
クリーニング

https://dduet.duskin.jp/about/

※「おそうじベーシック3」では、シュシュとララの色の組み合わせは、
レッドとレッド、グレーとグレーのみになります。

※現在使用中または1年以内におためしされた場合はご遠慮願います。
※おためし時にはスタイルクリーナー紙パック1枚が含まれています。

掲載の商品・サービスは一例です
詳しくはホームページをご覧ください。
www.duskin.co.jp/yutai/

株主優待券

500円分

サービスマスター

ターミニックス

メリーメイド

トゥルグリーン

ドリンクサービス

ヘルス＆ビューティ

レントオール

ホームインステッド

ユニフォームサービス

ヘルスレント

ダストコントロール

家事がラクになるアイデアや会員限定の
キャンペーン情報などを定期的にお届けす
るダスキンの会員サイト。おトクで便利な、
楽しいコンテンツが満載です。

dduet 検索

スタイル
クリーナースタイルハンディ 

シュシュ

スタイルフロア
ララ

毎日のおそうじをもっと手軽に ＜ヘルス＆ビューティ＞

19 20

らく

ナチュ

ダストコントロール

ダスキン インターネット会員サイト「ディーデュエット」サークルベッド・ベーシック
ベビーベッド

1,836円（税抜1,700円）1ヵ月レンタル料金

株主優待券

2,000円分
4,264円
ご利用いただけます

で

株主優待券

500円分
256円
ご利用いただけます

で

株主優待券

1,500円分
1円
ご利用いただけます

で

100円
ご利用いただけます

で 株主優待券

1,500円分
336円
ご利用いただけます

で

株主優待券

2,000円分
678円
ご利用いただけます

で

合計 1,501円（税込）



資本・業務提携先ご案内お好きなミスタードーナツ商品をお楽しみいただけます。

全国のモスバーガーショップ
でも、「ダスキン株主ご優待
券」がご利用いただけます。
※大学構内および競馬場内などの店舗
ではご利用いただけません。

270円（税抜250円）

ミスド
ブレンドコーヒー

194円（税抜180円）

ミスタークロワッサンドーナツ
チョコ＆カスタードホイップ

140円（税抜130円）
ポン・デ・リング 合計

604円（税込）

株式会社ダスキン 企業情報  www.duskin.co.jp/corp/

お手続き・ご照会の内容

●単元未満株式の買取のご請求
●届出住所のご変更
●配当金の受領方法・振込先のご変更

●支払期間経過後の配当金に関するご照会
●郵送物（配当金関係書類等）の発送に
　関するご照会
●株式に関するその他のお問い合わせ

①
証券会社に口座をお持ちの株主様

株主様の口座がある証券会社

株主名簿管理人

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部

＜平日9：00～17：00
（銀行休業日を除く）＞

＜平日9：00～17：00
（銀行休業日を除く）＞

②
特別口座の株主様

（証券会社に口座をお持ちでない株主様）
お問い合わせ先

株主名簿管理人

特別口座の
口座管理機関

0120-782-031

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
0120-782-031

お知らせ

1. 2014年以降の上場株式等の配当等に係る
 源泉徴収税率について
2014年1月1日以降に、個人の株主様がお支払いを受ける
上場株式等の配当等には、原則として20.315％※の源泉徴収
税率が適用されます。
※所得税15％、復興特別所得税0.315％、住民税5％。なお、株主様に
よっては異なる税率が適用される場合もございます。詳細につきまして
は、最寄の税務署、税理士等にお問い合わせください。

2. 少額投資非課税制度口座（NISA口座）に
 おける配当金のお受け取りについて
新規に購入された当社株式をNISA口座でご所有される場合、
配当金につき非課税の適用を受けるためには、口座管理機関（証券
会社等）を通じて配当金を受け取る方式である「株式数比例配分
方式」を、お選びいただく必要がございます。NISA口座に関する
詳細につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

株式に関するお手続きは、以下の表をご参照のうえ、該当の窓口にお問い合せください。①証券会社に口座をお持ちの株主様と、
②特別口座の株主様（証券会社に口座をお持ちでない株主様）で、お問い合わせ先が異なる場合がありますのでご注意ください。

株主名簿管理人・特別口座管理機関

三井住友信託銀行株式会社
  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

 ： 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
  三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

◇郵便物送付先 ： 〒168-0063
  東京都杉並区和泉二丁目8番4号
  三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

◇電話照会先 ： フリーダイヤル 0120ー782ー031（平日）
  ＜受付時間  9：00～17：00（銀行休業日を除く）＞

※取次事務は同銀行の本店および全国各支店で行っております。

三井住友信託銀行ホームページ
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

株式に関するお手続きについて

※特別口座に関する手続き用紙は三井住友信託銀行のホームページからも入手いただけます。

株主の皆様へ

フリーダイヤル

フリーダイヤル

掲載の商品・サービスは一例です 詳しくはホームページをご覧ください。　www.duskin.co.jp/yutai/

ドーナツとコーヒーのセットで
おいしいひとときを。

ダスキンのすべての商品・サービスでご利用いただけます。

カフェオレとベニエのお店
ニューオリンズが
育んだ、おいしい
ひとときをお楽し
みいただけます。

定番のドーナツはもちろん、その他多彩な
メニューを取り揃えております。

※ショップにより、取り扱い品目や価格が異なる
場合があります。

手づくりのバラエティ豊かなドーナツ

例えば

2221

◇株主名簿管理人
　事務取扱場所

ミスタードーナツ

パイ専門店シフォンケーキ専門店とんかつレストラン

モスバーガーとの
コラボレーション

どんぶり専門店
新鮮食材にこだわる
和食のお店。

オーストラリア発祥の
パイとコーヒーのお店。

こだわりのおいしさを
ご家族で楽しめます。

大型ベーカリーショップ
低温熟成生地・自家製種
のパンが約100種類。

超しっとり食感の
シフォンケーキ。

アイスクリームショップ
バラエティ豊かな大粒
具材のアイスクリーム。

ドーナツとハンバーガー
がセットで楽しめます。

おひつご飯のお店
海鮮を中心とした
メニューが楽しめます。

※2015年11月関西国際空港
ショップオープン

かつアンドかつ パイフェイス ザ・どんザ・シフォン＆スプーン

ベーカリーファクトリー モスド おひつ御膳 四季五感アイス・デ・ライオン

カフェデュモンド

株主優待券

500円分
104円
ご利用いただけます

で


