
くらしキレイBOX

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。

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：2020年1月17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2月初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　A・G・I

合計300名様にプレゼント！

応募総数14,766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。夏号のアンケート結果をダスキンホームページ内の株主通信
「ナビダス」2019夏号ページに掲載しております。

BA
風呂・化粧室用洗剤、カビ・ぬめり取り剤、トイ
レ用除菌・洗浄・消臭剤、台所用スポンジ トマ
トレッド 抗菌タイプ、びっくりすきまピカピカ、
くらしキレイBOX100％活用BOOK

モップのようなフサフサの
シッポを持つ犬「ダス犬」

けん

まちがいさがしダス犬の

（1,000円分チャージ済）
ミスタードーナツカード
全国のミスタードーナツで利用できる
プリペイド式カードに1,000円分を
チャージしてプレゼント

※カードのデザインは変更になる場合があります

〒564-0051  大阪府吹田市豊津町1ー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。

DK191108

https://www.duskin.co.jp

合計300名様の内訳 インターネットご応募計260名・ハガキご応募計40名
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（https://www.duskin.co.jp/ir/naviqa/）

ダスキン株主通信

応募はインターネットかハガキどちらかお一人様1回のみです

証券コード 4665

ダ ス キ ン の「 い ま 」と「 こ れ か ら 」を ナ ビ ゲ ー ト
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人にしかできない「強み」で磨きをかけ、
常に新しいチャレンジを

　株主の皆様には平素より、格別のご高配を賜り、厚く御礼
を申し上げます。
長期戦略「ONE DUSKIN」の第2フェーズ「中期経営方針
2018」（2019年3月期～2021年3月期）の2年目となり、少子
高齢化や人口減少、消費増税など、厳しい経済環境の下、ダス
キンでは、お客様の多種多様なライフスタイルや、ニーズの変
化に適合し、新たな価値をお届けできるよう、日々チャレンジ
を続けております。

『中期経営計画２０１８の進捗状況』
<訪販グループ>
　ダスキンのことをもっと知っていただきたい、皆様の生の
声を直接聞き、お役立ちの糧にしたいとの思いで2018年よ
りスタートした「ダスキン暮らしのファンミーティング」を全国
9地域で開催いたしました。更に、お客様の生活に、より密着
したテーマで、セミナーやワークショップなどを開催し、対話
を通して新しい商品やサービスのアイディアを創出する拠点
として、2019年5月大阪に「ダスキンラボ」を開設。ここから
新たな喜びのタネを生み出せればと考えております。
　創業以来、清掃用品のレンタルをはじめ、プロのおそうじや
家事代行、介護用品・福祉用具のレンタルと販売など幅広い
分野でプロの専門知識と技術で質の高いサービスの提供を
目指してまいりました。引き続きお客様の暮らしを豊かにす
る商品・サービスを提供できるよう邁進してまいります。

<フードグループ>
　2017年よりスタートした「misdo meets」、「ミスドゴハン」
の定着化を目指し、「いいことあるぞmister Donut」のブラン

ドスローガンの下、ワクワク感のある品揃えに注力してまいり
ました。春には祇園辻利との共同開発商品や季節感を取り入れ
たパスタメニューへ改定、夏にはタピオカドリンク、コットンス
ノーキャンディ、堂島ローナツなどを次々と展開し、お客様から
は一定の評価をいただきました。様々なご意見を反映させ、常
にお客様の満足を高めていく、おいしい商品とホスピタリティ
溢れるサービスを提供してまいります。
　その他フード事業におきましては、2019年3月期に分社化し
た、とんかつレストラン事業「かつアンドかつ」を始めとし、お客
様の多種多様なニーズへ対応した事業展開を進めてまいります。

ダスキンの商品・サービスを注目の舞台で
　6月末には、日本で初開催のG20大阪サミット2019の会場
へのペットボトル持ち込みが禁止になったことを受け、ダスキ
ンのウォーターサーバーを提供いたしました。また、日本初開
催のラグビーワールドカップ2019において、レントオールのイ
ベント用品が使用されました。更に、東京2020オリンピック・
パラリンピック、大阪・関西万博などを見据え、様々な取り組
みを進めております。

対話の充実を目指し、成長の機会を作り続ける
　在宅率の低下や少子高齢化による人口動態の変化、インター
ネットによる取引市場の拡大などにより、ダスキンが創業以来
大切にしてきたお客様との対話の機会が減少しております。し
かしこのような時だからこそ対話からの迅速な対応が大切で
あると考えております。対話は単なる受け応えではなく、相手を
気遣い、相手の気持ちを大切にすること。AI・IoT技術等だけで
はなく、ダスキンの強みである人間力を大切にしながら他社の
追随を許さないリーディングカンパニーに成長してまいります。
　株主の皆様には、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、
お願い申し上げます。

株式会社ダスキン
代表取締役
社長執行役員

ごあいさつ
業績レポート

ダスキンの主な出来事

活動状況
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活躍するアジア研修修了生

毎年お困りのあの場所は
「準備とコツでラクラク大掃除」

2020年3月期 第2四半期累計 業績の概要

・訪販グループ活動状況
・ピックアップ：ヘルスレント
・ピックアップ：メリーメイド30周年
・ミスタードーナツ活動状況
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ごあいさつ

2020年3月期
以降の配当方針について

当社は株主に対する利益還元を経営
の重要課題と位置付け、持続的な成長
と企業価値向上のための投資や様々
なリスクに備えるための財務健全性と
のバランスを考慮した上で、業績に応
じた利益配分を行うことを基本方針と
しております。連結配当性向50％を目
処に毎期の配当額を決定することと
し、且つ安定的な現金配当を継続して
行ってまいります。

2019年4月～9月



純資産合計
● 「利益剰余金」が1,743百万円増加
● 「自己株式」を2,676百万円取得
● 「その他有価証券評価差額金」が1,006百万円減少

4

連結比較損益計算書（要約）
（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

805

△679

△1,157

△970

△610

増減

訪販グループ売上高
フードグループ売上高
その他売上高

営業利益 経常利益

親会社株主に帰属する
四半期純利益

税金等調整前四半期純利益

売上高および利益の前期比較 （単位：百万円）

78,351

4,378

5,272

5,094

3,394

79,157

3,698

4,115

4,123

2,783

POINT

固定資産

● 「受取手形及び売掛金」が2,074百万円増加
● 「有価証券」が4,401百万円減少

● 「その他」（ミスタードーナツ店舗システム等入替等）が
1,784百万円増加

● 「投資有価証券」が4,983百万円減少

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）

※記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

増減 増減

63,948

130,275

48,604

10,556

71,114

194,223

62,120

127,303

50,271

10,143

66,888

189,423

△1,827

△2,971

1,666

△412

△4,225

△4,799

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
新株予約権
非支配株主持分

34,330
10,009
44,339
138,954
10,673
18
237

149,884
194,223

31,809
9,714
41,524
138,021
9,609
31
237

147,899
189,423

△2,520
△294
△2,815
△933
△1,064

12
0

△1,984
△4,799

連結比較貸借対照表（要約）

1

2

負債合計
● 「未払金」が1,955百万円減少
● 「関係会社清算損失引当金」が251百万円減少
● 「その他」（保険料等預り金等）が572百万円減少
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1

3
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2019年4月～9月株価推移（週足）

＜主な売上増減要因＞
●訪販グループの中心であるダストコントロール商品の売上は、５月連休が例
年以上の日数だった影響を大きく受けて減少

●ケアサービス、レントオール、ヘルスレントは引き続き好調
●ミスタードーナツは、引き続き不採算店舗のクローズを進めた結果、店舗数
は減少したものの新商品がヒットし、稼働店１店当たりのお客様売上は大幅
に増加。全店お客様売上も前期を上回る
＜主な利益増減要因＞
●消費税の増税対応費用等、経費増加を主因として営業利益が減少
●前期の下期に関連会社となった株式会社ナックの上期収益を初めて取り込
んだ結果、営業外損益が悪化し経常利益も減少

前期末
（2019年3月末）

当期第2四半期末
（2019年9月末）

前期末
（2019年3月末）

当期第2四半期末
（2019年9月末）

2019年3月期
第2四半期累計

2020年3月期
第2四半期累計

03 04

業績レポート 2020年3月期 第2四半期累計 業績の概要

セグメント毎の状況
訪販グループ

2019年

円
3,100
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フードグループ（単位：百万円） （単位：百万円）
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売上高 利益
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●家庭向けダストコントロール商品の売上は微減
・主力のモップ商品売上は減少
・例年より早く第2四半期から販売を始めたお掃除セット「くらしキレ
イBOX」の売上が寄与
・使用期限到来で切替時期にあたった消火器売上も寄与
●事業所向けダストコントロール商品の売上は微減
・高度な衛生管理ノウハウを持つ「ハイジーンマスター」の育成・増員に
注力
・総合的な衛生管理の提案を積極化

POINT

●「misdo meets」が好調
・祇園辻利「抹茶スイーツプレミアム」
・モンシェール「堂島ローナツコレクション」
●季節感の先取りや流行を取り入れたその他の商品も好調
・「タピオカドリンク」
・「MISDO HALLOWEEN PARTY」
・「さつまいもド」

●2019年3月期に分社化した、とんかつレストラン「かつアン
ドかつ」は店舗数が減少したものの、既存店が好調を維持
し、売上高は前期を上回る

●「ザ・シフォン＆スプーン」「ベーカリーファクトリー」「パイフェ
イス」等はいずれも減収

●海外連結子会社は、2019年3月末をもってミスタードーナツの
全店舗を閉鎖したミスタードーナツ上海が減収となったこと等
により海外全体の売上高は減少

●リース及び保険代理業のダスキン共益株式会社は減収
●病院施設マネジメントサービスの株式会社ダスキンヘルスケアは増収

POINT

＜ミスタードーナツ＞

＜その他のフード事業＞

その他

POINT

（単位：百万円）

6,232

1,181

7,414

6,281

997

7,278

49

△184

△135

増減

計

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高

16,998

4

17,003

17,231

5

17,236

232

0

233

増減

計

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高

計

55,120

361

55,481

55,644

303

55,947

523

△ 57

465

増減

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高

2019年3月期
第2四半期累計

2020年3月期
第2四半期累計

2019年3月期
第2四半期累計

2020年3月期
第2四半期累計

2019年3月期
第2四半期累計

2020年3月期
第2四半期累計

2019年3月期
第2四半期累計

2020年3月期
第2四半期累計



ダスキンの主な出来事

05 06

G20大阪サミット2019に協賛ダスキンラボ開設

ONE DUSKIN DAY 「くらしキレイBOX」
数量限定販売

misdo meets 
「祇園辻利 抹茶スイーツ
プレミアム」期間限定販売

ミスタードーナツ×モスバーガー
「子育てママのファンの集い」
広島県にて開催

「オールドファッション」と
「チョコレート」をリニューアル

「コットンスノーキャンディ
プレミアム」季節に合わせた
素材で順次限定販売

misdo meets 
「堂島ローナツコレクション」
期間限定販売

「タピオカドリンク」
期間限定発売

ハロウィーンをテーマにした
商品を期間限定販売

「夏フェア」開催親子パン教室開催
（吹田紫金山）

30周年感謝キャンペーンを実施するとともに、定期顧客
へ調律BOOKや30周年感謝クーポンなどをお届けする
「生活調律訪問活動」を全店で実施しました。

生活者、社外パートナーと連携し、企業や組
織の枠を超えて新たな事業や産業を創出
するための共創の場として開設しました。

6月28日、29日に開催されたG20大阪サミットに、天然
水「森のひとしずく」（大朝の天然水）と天然水サーバー
「アクアウイング」を飲料水として提供しました。

「セールストークより
ガールズトーク。」編

「ドは、ドキドキのド。」編

加盟店・本部が共にお客様
に会いに行く活動を全国で
実施しました。

2019 4月 7月5月 6月 8月 9月

2019年4月～9月

ミスタードーナツ

ミスタードーナツ

ミスタードーナツ ミスタードーナツ ミスタードーナツ

ミスタードーナツ

パイフェイス

メリーメイド

ダスキン本社

かつアンドかつ

ダスキンのお客様向け
プレゼント
キャンペーン開催

DDuet大感謝祭
DDuetアプリ限定
プレゼントキャンペーン実施

ダスキンミュージアム
来館者20万人突破

株主様懇談会

メリーメイド30周年

「MISDO HALLOWEEN 
PARTY」期間限定販売

ミスタードーナツ

「パスタ、飲茶秋冬メニュー」
期間限定販売

ミスタードーナツ

「さつまいもド」期間限定販売
ミスタードーナツ

「生シフォン」販売
ザ・シフォン＆スプーン

ベーカリーファクトリー

ミスド
ファンミーティング

ダスキン 暮らしの
ファンミーティング

企業広告

【7月 ： 千葉県   9月 ： 広島県】

11月14日（木） 東京 京王プラザホテルにて、
個人株主様に向けた初めての試みとして開催しました。

【4月 ： 埼玉県   6月 ： 兵庫県】



ピックアップ
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執行役員  藤岡 利義

訪販グループ活動状況

人々が集う「場」と「コミュニケーション」を大切に
くらしのリズムを整える「生活調律業」へ進化し
お客様に寄り添うダスキンの真価を発揮

福祉用具の提供をはじめシニア層の快適な暮らし全般を
サポートできる「ダスキンヘルスレント」へ！

定期訪問活動を推進
　訪販グループは、2018年４月に「生活調律業」への進
化を宣言し、その過程を歩み始めました。マット・モップの
レンタル事業を始め、プロのお掃除、サービスマスター
などグループ16事業のつながりを強め「お掃除のダス
キン」から、お客様に生涯寄り添い、くらしのリズムを整
える「生活調律業」のダスキンという、新しい価値創造
を目指して進化しております。進化の過程で大切にし
ていることは、人と人のつながり。人々が集う「場」と
「コミュニケーション」を大切にし、お客様との接点強化
を進めてまいります。
　第一歩として、2019年5月に新たな共創の場「ダスキ
ンラボ」をオープンいたしました。ここは、生活者・外部
企業（団体）・加盟店・社員などのいろいろなご意見を基
に、専門家の知見などを融合させ、企業や組織の枠を
超えて「生活調律」を創出する場にしたいと考えており
ます。オープン以来すでに多くの方にお越しいただき、
生活調律についての話し合いやワークショップを実施し
ております。

　また、新たなチャレンジとして、日々の生活の中で洗
濯に費やす時間や労力を削減し、お客様の家事の負担
を軽減させる新事業「ダスキンウォッシュ」の検証を開
始いたしました。「ダスキンウォッシュ」は、ご家庭の水
洗いの洗濯物を専用バッグでお預かりし、洗浄・乾燥・
たたみまでを行って返却する洗濯代行サービス事業で
す。検証店においてはコインランドリーを設置し、店内
には“洗濯DIY”のスペースを設け、プロ仕様のアイロン、
しみ抜き台、高機能ミシンを自由に使ってお客様自身で
大切な衣類のお手入れを行うことができます。また、店
内で洗濯に関するワークショップを定期的に開催する
ことで「ダスキンウォッシュ」がサービスを提供するだけ
でなく、地域コミュニティの場としての機能を持った施
設になることを目指し、新たな価値を提供できるよう取
り組み・検証を進めてまいります。
　今後もますます女性の社会進出・高齢化が進む社会
にむけて、「生活調律業のダスキン」として進化を重ね、
お客様に寄り添い、ご要望に一つひとつ丁寧にお応えし
てまいります。

　ヘルスレント事業はシニア層をサポートするビジネスを目指し、北海道から沖縄まで全国154店舗（2019年9月末
日現在）で、介護用品・福祉用具のレンタル及び販売を展開しております。

　商品をご利用いただいているお客様への３ヵ月に１回の定期訪問活動を継続して推進することで、より適切な
福祉用具の提供に努めております。引き続き定期訪問活動を通じて、ご利用者様への安全・安心で適切な商品の
ご提供と、ご紹介いただいているケアマネジャーへの情報提供を強化し、ご利用者様とケアマネジャーのさらなる
期待にお応えします。

専門性の高い相談員を育成
　福祉用具のご提供だけでなく、ダスキンだからこそお役に立てる家事代行やお掃除代行等の商品・サービスの
お知らせを通じて、ご利用者様に寄り添うダスキンならではの福祉用具専門相談員の育成を目指します。定期的な
集合研修やインターネットを通じたプログラムによる人材教育・研修に注力し、サービスの専門性・質の向上を図り
ます。すべてはご利用者様、お一人おひとりのお身体に合った商品・サービスの提供を目指し、前進し続けます。

ビジネスの拡大を目指して
　高齢者人口の増加に伴い、2019年3月期も介護保険内外の利用拡大に向けたweb広告を強化。ホームページの
訪問数も前期比＋71％となり、ダスキンコンタクトセンターへのお問い合わせも増えております。
　私たちヘルスレント事業が、より一層お役立ちできる事業となるために、全国・全地域でのサービス提供事業者と
なり、シニア層をサポートできるビジネスへと成長してまいります。

訪販グループ戦略本部長

ダスキンラボ

ダスキンウォッシュ
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ミスタードーナツ活動状況

市場変化に対応し成長
　昨今のライフスタイルの変化や、女性の社会進出に伴いお掃除や家事代行市場は拡大を続けております。また
高齢化社会の進展に伴い、日常清掃や片付け等の家事を負担に感じるご高齢者の割合も増加傾向にあります。
このような市場環境の下「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」などの
メニューを基本に、お客様のご要望に合わせたメニューをご提供することで2019年3月期にはお客様売上高111億
円を計上いたしました。

選ばれ続ける存在に
　反面、市場成長に伴い新規参入事業者も相次ぎ、競争の激化も予測されております。ダスキンとしてこれまで築き
上げてきた多くのお客様との信頼関係を礎に、生活に欠かせない家事を行うチームの一員としてメリーメイドを
選んでいただける努力が不可欠です。
　メリーメイド事業は最高レベルの家事代行サービスを提供すると共に、その先のお客様の笑顔あふれる充実した
暮らしを支えられる存在でありたいと考えております。これからもお客様の声を大切にして、サービス技術と心を
磨き、暮らしのリズムを整えるダスキンの家事代行サービスへ進化を続けてまいります。

お客様のご要望に合わせたメニュー提供で
成長し続けた30年・・・
暮らしのリズムを整える、
「ダスキンメリーメイド」へ！
　家事代行サービスのパイオニア企業としてスタートし、2020年3月期に事業開始30年の節目を迎えた「メリーメ
イド事業」。単に掃除や家事を代行するだけではなく、その先にあるお客様の笑顔と、豊かな時間をお届けしたいと
いう思いから、「手にしてほしいのはあなたの時間」をコンセプトに事業を展開しております。

創業50周年の節目を迎え
『いいことあるぞミスタードーナツ』の
実現に向け、より一層の邁進を

　ミスタードーナツは2020年1月27日に、創業50周年
の節目を迎えます。創業者鈴木清一は本場アメリカで
ドーナツを食したときにとても感動し、「こんなにおいし
いドーナツを、ひとりでも多くのお客様に食べてもらお
う、そしてひとりでも多くの人々に喜んでもらおう」とい
う願いのもと事業をスタートしました。その願いを今に
継承して事業を展開しております。
　商品展開では、人気定番ドーナツにおいて、よりご満
足いただけるように風味や食感を改良しました。また、最
高水準の素材と技術をもったブランドとの共同開発商品
「misdo meets」では、京都宇治茶専門店 祇園辻利の
宇治抹茶を使用した「抹茶スイーツプレミアム」やクリー
ムに定評のある堂島ロールで有名なMoncher（モン
シェール）との「堂島ローナツコレクション」、歴史ある老
舗洋食レストラン 新宿中村屋監修の「新宿中村屋THEグ
ルメパイ」を。さらに、ミスタードーナツで食事がしたい
というお客様のニーズにお応えする軽食メニュー「ミス

ドゴハン」を充実させると共に、話題のタピオカドリンク
などを発売いたしました。また、季節感のある「ホットタ
ピオカドリンク」や前期ご好評いただきました「ポケモ
ン」との楽しいコラボ企画を今期も実施しており、お客様
にお喜びいただいております。
　お客様の利便性を高めるために、郊外主要駅の駅ナカ
への新規出店にも取り組み、郊外のロードサイドの独立
店や都市部向けの新たな業態についても検証を実施して
まいります。居心地の良い店舗空間をご提供するために、
既存店の改装を促進すると共に、より便利でお得にご利
用いただくために、スマホ決済サービス「au PAY」、新た
なポイントカードの「ｄポイント」、セミセルフレジの導入
を開始し、レジでお客様をお待たせしている時間の短縮
を図り、店舗の人手不足対策としても寄与いたします。
　私たちが目指している、お客様お一人おひとりにとって
『いいことあるぞミスタードーナツ』の実現に向けて、こ
れからもさらに邁進してまいります。

「新宿中村屋 THE グルメパイ」「堂島ローナツコレクション」

駅ナカへの新規出店「ポケモン」とのコラボ企画

「ホットタピオカドリンク」

執行役員  和田 哲也
ミスタードーナツ事業本部長
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お困りのあの場所、今年こそ大掃除

でキレイにしませんか？

必要なお掃除ツールをきちんと準備

して、コツをおさえれば効率よくお掃

除できますよ。

あきらめてしまいがちな網戸の汚れや窓のくもり、
便利な道具を使えばキレイになります。

お掃除ツー
ル準備リス

ト
網戸

□ マイクロファイバークロス（数枚）※
 （以下クロス）
 超極細の合成繊維（ポリエステル・ナイロン）で
 作られた拭き取り用のクロスです。

□ 住まいの洗剤 ※
□ ガラス用洗剤 ※
□ サッシブラシ
□ 毛先の柔らかい洗車用ブラシ
□ 窓用ワイパー
□ ゴム手袋 ※
□ バケツ
□ ハンディモップ ※
□ 掃除機+すき間用ノズル

準備のポイント
途中で「あら、洗剤がなくなっちゃった」
ではせっかくのやる気もトーンダウン。

洗剤や掃除用具を準備してからスタートしましょう。

スタート

まずはサッシのレールから
サッシにたまったホコリが
水で濡れるとベタベタした
汚れに。乾いた状態でホコリ
を取り除きましょう！

ハンディモップを網戸と平行にし、
少し回転させるように軽く動かします。

水に浸し固く絞ったクロスで拭いてから、
水に浸しゆるく絞ったクロスに住まいの
洗剤をスプレーしてこすります。

水に浸し固く絞ったクロスで汚れと洗
剤を拭き取り、乾いたクロスで水気を
除きます。

乾いたクロスやサッ
シブラシで汚れを
かき出し、掃除機で
吸い取ります。

網戸を外せる場合

2枚ではさみ、
タテ・ヨコ・ナ
ナメにお掃除。

※ダスキンでも取り扱っております。

窓ガラス

「ガラス用洗剤」をガラス面にスプ
レーし、窓用ワイパーで拭きます。

最後に残った水分を拭き取ります。

二度拭きいらずで
お掃除カンタン！
除菌もできる

374円（税抜340円）標準価格
※スプレー別売

ガラスと住まいの洗剤
260mL

クロスを下で
受けておくと
周囲の汚れ防
止に。

ひと拭きごとに
ワイパーについ
た洗剤分を乾い
たクロスで拭き
取ります。

窓用ワイパーで一気に拭く

網戸張替サービス
面倒な網戸の張替えはプロにおまかせ！ ベーシッ

クタイプ

プライバシ
ー保護タ

イプ

防虫・防汚
タイプ

標準料金

ベーシックタイプ面積/1枚

2㎡未満
（掃き出し窓）

1㎡未満
（腰高窓）

プライバシー
保護タイプ
7,040円

（税抜6,400円）

5,280円
（税抜4,800円）

11,000円
（税抜10,000円）

10,010円
（税抜9,100円）

4,730円
（税抜4,300円）

3,520円
（税抜3,200円）

防虫・防汚タイプ

※サービスは1回あたり11,000円(税抜10,000円)以上で承ります。この料金は加盟店によって異なる場合があります。
※ロール網戸やアコーディオン網戸、アルミ枠以外の木枠や特殊素材の網戸、また幅900mmを超える網戸には対応しておりません。
※フレームが歪んでいる場合など、張り替えができない場合があります。
※サービス時に有料駐車場を利用した場合、別途料金をご負担いただきます。

便利な
道具を

使って

手際よ
く

1 ハンディモップでホコリを取る

2 クロスで汚れを取る

3 クロスで拭き取る

特集 毎年お困りのあの場所は

準備コツ準備
ラクラク大掃除

コツと で

水に浸した洗車用ブラシに住まい
の洗剤をスプレーし、両面をタテ・
ヨコ・ナナメに
こすります。

水で十分にすすぎ、乾いたクロスで
水気を拭き取ります。

2 洗車用ブラシでこする

3 乾いたクロスで拭き取る

3種類の張替網をご用意！
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特集 　準備とコツでラクラク大掃除

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ります。

□ 酸素系漂白剤 ※
□ 油汚れ用洗剤 ※
□ 台所用洗剤(中性) ※
□ ナイロンの大袋（2枚）
□ ゴム手袋 ※ 
□ クロス（数枚）※
□ 台所用スポンジ ※やブラシ
□ 工具（ドライバーなど）
□ 水切りネット ※
□ ヘラ、または
 不要になったプラスチックのカード
□ ドライヤー・新聞紙（あると便利）

お掃除ツー
ル準備リス

ト

まずは浸け置き準備
シンクに2重にしたナイロンの大袋を敷き、
40℃～50℃のお湯を入れます。

酸素系漂白剤を表示どおり溶かし※、さらに
台所用洗剤をティースプーン1～2杯ほど加
えます。 ※お湯2Lに対して酸素系漂白剤8gが目
安です。

はずしたネジはなくさ
ないよう、水切りネット
に入れておきます。

毎日の「ついでそうじ」を習慣に

シンク

シンクが傷つかないようにクロスを敷きます

ナイロンの大袋

洗剤の液がたれるので、ガスレン
ジの上に新聞紙などを敷きます。

※ダスキンでも取り扱っております。

14

ダスキンのレンジフードフィルター
レンジフード内部のキレイをキープ！

手間や
時間を

なるべ
く省い

て

フィルター
4週間定期補充料金（1枚につき）

605円～（税抜550円～）
アルミ枠使用料（1枚につき）

※初回のみ
660円～（税抜600円～）

レンジフードフィルター 
ガラス繊維タイプ

定期補充難燃加工済

シロッコファンと金
属フィルター

ネジ部分が汚れで固
まりはずしにくい場
合は、ドライヤーの
温風をあてると効果
的です。

調理後の余熱でレ
ンジフードが温か
いうちに、水に浸
し固く絞ったクロ
スで手の届く範囲
を拭きましょう。
頑固な汚れになる
のを防げます。

こびりついた汚れは、ヘラや不要
になったプラスチックのカードで
削り取ります。

1 パーツを取りはずす

2 汚れをあらかじめ落とす

浸けた後ブラシやスポンジで
こすり、汚れを落とします。
水で洗い流し、よく乾燥させて
から取り付けます。

4 ブラシやスポンジでこする

3 10～15分浸け置く

水切りネットに
入れたネジをそ
のまま入れます。

レンジの五徳、
受け皿なども
一緒に入れる
と同時にお掃
除できます。

シロッコファン

金属フィルター

フード部分

台所用スポンジのソフトな面に油
汚れ用洗剤をつけて洗います。水
に浸し固く絞ったクロスで洗剤分
を拭き取り、よく乾燥させます。

洗剤で洗う

効率よく換気するポイントを紹介！

除菌・消臭効果があり、
手肌にもおだやかです。

495円（税抜450円）標準価格

台所用漂白剤（酸素系）450g

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換えます。

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を続ける

風量は強めにする
ほうが油煙を効率
よく排出できます。

厚みのある立体構造で油煙をしっかりキャッチ

通気性がよく、室内にニオイがこもりにくい

燃えにくい難燃加工済なので安心

空気の流れ

素材によっては黒っぽく変色したり塗装がはがれてしまう場合が
あるので、目立たないところで確かめてからお掃除をしてください。

安全のために電源をOFFにします。
手をケガしないようゴム手袋をはめます。

※レンジフードの機種により、数枚のアルミ枠・フィルターが必要な場合があります。

汚れと一緒に塗装がはがれてしまう
場合があるので、目立たないところで
確かめてからお掃除をしてください。



株主優待ご利用ガイド 2020年6月30日
※ご使用期限後は無効となります。

商品・サービスの詳細や、店舗所在地等は
ダスキンコンタクトセンターまでお問い合わせください。

※株主優待券ご利用の旨を、必ずお伝えください。

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。

※長期保有株主様とは、同一株主番号で3月31日及び9月30日の株主名簿に連続7回以上記載または記録され、且つ同期間の保有株式数が継続して100株
　以上である株主様といたします。

当社の社会貢献活動に賛同いただける株主様は、株主優待券をご返送
ください。ご返送いただきました株主優待券の相当額を、当社が株主様
に代わって、社会貢献活動団体へ寄付いたします。寄付先は、右記の団
体よりお選びいただけます。詳しい寄付方法は、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2019年6月末分は、170件、228,000円でした。＞

日本赤十字社
災害が発生した時に、ただちに現地へ医療救護班を派遣したり
救援物資等をお届けするために活用されます。
＜ご使用期限2019年6月末分は、210件、320,500円でした。＞

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。
この機会に当社の商品・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けましたら幸いです。
なお、2018年3月31日現在の保有株主様への贈呈分より、以下のとおり長期保有株主優遇制度を導入いたしました。

8：00～20：00
年中無休

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）

●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（ただし、当社販売員が直接金銭を受領す
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。  ●お取り替え、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、予告なく変更する場合があります。  ●地域によってはご利用できない商品・サービスがあります。詳しくは
ダスキンコンタクト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・サービスの詳細や店舗所在地等は、
　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等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。

https://www.duskin.co.jp/yutai/

TEL 06-6821-5017

0120-300900
（https://www.mos.jp/)

3年以上（長期保有株主様※）3年未満

100株以上

300株以上

100株以上

300株以上

保有継続期間

保有株式数に応じた
ご優待内容

基準日 年2回（毎年3月31日及び9月30日）

株主ご優待券

2,000円分
（500円券4枚）株主ご優待券

1,500円分
（500円券3枚）株主ご優待券

2,500円分
（500円券5枚）株主ご優待券

ダスキン愛の輪基金
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https://www.ainowa.jp
「公益財団法人 ダスキン愛の輪基金」の主な事業のひとつとして、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」を1999年に開始。20周年
を迎える今年度までに、約28ヵ国・137名のアジア研修修了生を輩出してまいりました。
（2019年11月30日時点）

地域でみんなが活動すること
それが社会を変えていく力に

活躍するアジア研修修了生

日本での体験が原動力となり
台湾初の自立生活センターを設立

障がい者への偏見や無理解を
変えていくのは私たちの行動
　研修を終え帰国したリンさんは台湾の各地をまわり、い
ろいろな人に声をかけて仲間を増やす活動を精力的に推
進。2007年に台湾初の自立生活センターを設立。昨年ま
でに5つの地域で自立生活センターが立ち上がった。地域
でのみんなの活動は、社会の仕組みを少しずつ変え、介助
制度やサービスの制定、自立生活センターの運営に国の
予算があてられるなど、めざましいものがある。
　「制度やサービスができても、内容はまだまだ不十分。
障がい者に対する偏見も多い。障がい者の権利擁護のた
めの活動が必要です」とリンさん。日本の研修での驚きか
ら始まったリンさんの活動は、仲間と支援者の力を得て大
きな広がりを見せている。

ダスキン・アジア太平洋障害者リーダー
育成事業  第6期研修生

〈台湾〉リン・チュン・チェさん

◀愛の輪研修修了式
　でのリンさん

▲台湾初の自立生活センターを設立
▲障がい者の権利擁護活動を
　推進するリンさん

▲体験と感動がいっぱいの
　日本での研修

　2004～05年の日本での研修は、リンさんにとって初め
ての体験と驚きの連続だった。電動車いすと介助サービス
のおかげで、こんなに自由にいろんなことができるんだ！
障がいがあってもお酒を飲んだりおしゃれをしたり、生活
を楽しむことができるんだ！台湾の障がい者の立場を変え

たい…。10カ月間の研修を通してリン
さんが得たものは、障がい者が地
域で自立して生活できる社会
の仕組みの大切さだった。

リンさんへのインタビューは、すべて日本語で行いました。
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it’s フェイスワン ジェル コンパクト
立ちベッド・
ツーオープン

公的介護保険を使用しない

在宅介護のお手伝い くすり整理キープケース

ヘルスレントライフケア

ヘルス＆ビューティ

〈美容ジェル〉

ダスキン インターネット会員サイト「ディーデュエット」

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

森のひとしずく

ユニフォームサービス

優待券は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

使う期間が短いから
レンタルが便利！ 
ハイタイプだから
ラクな姿勢で
お世話ができます。

小さなお薬も取り出しやすい
お薬の整理箱。
1日4回×1週間のお薬を
整理できます。

お客様のお困りごとがサービスメニューです！
身体介助・生活支援、認知症の方の
お世話など、住み慣れたご自宅で
ご家族に代わってお手伝いします。

標準価格

2,808円
（税抜2,600円）

レンタル基本料金（1ヵ月）

3,080円（税抜2,800円）

＊内容量：11L×2ケース ＊サイズ：幅25.5×奥行24×高さ
25cm/ケース ＊分類：ナチュラルミネラルウォーター

11L（2ケース）

天然水

会員登録していただくと、ログインするだけで24時間いつ
でもご注文いただけます。洗剤やスポンジ等一部の販売
商品は宅配便お届けも可能です。詳しくはホームページへ。

＊地域により料金は異なります ＊夜間・早朝（22：00～翌朝8：00）の
サービスは別途ご相談ください ＊上記は東京・神奈川地域の料金です

＊サイズ：幅25×奥行22.8×高さ8.2cm
＊重さ：545g ＊材質：ABS樹脂

※株主優待券のご利用については
　介護保険対象商品は除きます

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

モップのカラーは
レッドまたはグレー

4週間標準
レンタル料金

ロボットクリーナーSiRo
4週間優待
レンタル料金

※2年間のレンタル契約が条件となります。ご契約後、2年未満の途中解
約の場合、違約金が発生します。2年間のレンタルは26回となります。※
ロボットクリーナーを含むご契約の場合、レンタル料金は原則クレジット
カード決済のみのお取り扱いになります。※単品でのご契約の場合、4週
間標準レンタル料金は2,970円（税抜2,700円）となります。

※優待レンタル料金の適用
は、ダスキンモップ【フロア・ハ
ンディ 770円（税抜700円）以
上/4週間】とセットでのご契約
を条件とさせていただきます。

※スタイルクリーナー専用紙パックを別途お買い求め
ください。※「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
レーのみとなります。

お部屋をまるごとキレイに！

1,925円
（税抜1,750円）

2,200円
（税抜2,000円）

240種類以上のデザインから選べる玄関マット

残留塩素を除去し、
お肌や髪をいたわるシャワー

※1）遊離残留塩素が1ppmの水道水にて測定
※2）ダスキン従来シャワー（節水器なし）との比較

880円（税抜800円）
1,100円（税抜1,000円）

4週間標準レンタル料金

部材・取付費（初回のみ）

おそうじベーシック3

※表示料金（価格）は消費税率10％を含む総額表示です（一部軽減税率対象商品は、消費税率8％を含む総額表示です）。※消費税の円未満の端数処
理により、表示料金（価格）と領収金額が異なる場合がございます。※商品・サービスは、予告なしにデザインや仕様、料金（価格）の変更や販売を中止
することがございますので、ご了承ください。※地域によっては一部の商品・サービスがご利用できない場合がございます。※写真はイメージです。

軽減税率対象商品

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

https://www.duskin.co.jp/yutai/

＊サイズ：約60×90cm
　（約55×75cmのサイズも一部取り揃えております）
＊素材：パイル/ナイロン・ゴム/合成ゴム
＊厚み：約10mm（約8mm仕上げも可能） ＊吸着剤加工

心も体も健康で、いきいきと美しく年齢を
重ねていく毎日をサポート

自然派化粧品と健康食品の販売

イベント用品レンタル・設営・運営のお手伝いや
ベビー用品等のレンタルサービス

介護用品・福祉用具の
レンタルと販売
車いすや介護ベッド等約３千点
以上のレンタル商品をご用意

心に寄り添い暮らしを
支える介護サービス
独自の研修制度により質の高い
サービスをお届けしています

ユニフォームの
リース・販売と
クリーニングレントオール

1つで5役の
オールインワンジェル

標準価格

2,860円（税抜2,600円）
基本料金（月8時間以上） 
1回2時間（8:00～22：00）7,700円（税抜7,000円）
サービス移動費
（1回訪問につき） 550円（税抜500円）

あなたの肌に
時短美容

標準価格

1,320円（税抜1,200円）
＊内容量：60g 
＊ノンパラベン・ノンアルコール・合成色素不使用・無鉱物油
　アレルギーテスト済み
※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

清潔で衛生的な
ユニフォームを
お届けします

※オーダーメイドタイプのご契約は、3年以上とさせていただきます。ご
契約後3年未満の途中解約の場合は、違約金が発生します。ご解約後、
マットはご返却いただきます。※マットのデザインや、書体・文字種・文字
位置によって、表現できる文字数が変わります。※絵柄に文字がかかる場
合は、文字を入れることができないものがあります。※1枚ずつ違うデザ
インでオーダーされた場合、4週間ごとに各デザインを交互にお届けしま
す。※印刷と実際の商品の色や柄の出方は多少異なる場合があります。

家庭用玄関マット オーダーメイドタイプ

北欧、フラワー、アニマルなど
お好みで選べるデザイン

4週間定期レンタルで
お手入れ不要

靴裏の土砂ボコリを
しっかりとる

脱臭効果のある
特殊活性炭を使用

標準価格506円
（税抜460円）

冷蔵ぶぎょう
標準価格396円

（税抜360円）

冷凍ぶぎょう
標準価格418円

（税抜380円）

野菜ぶぎょう

○補充用374円
　（税抜340円）
※「冷蔵ぶぎょう」「冷凍ぶぎょう」「野菜ぶぎょう」の補充用がそれぞれ
1個ずつセットになった、ぶぎょう補充用セット891円（税抜810円）
もございます。

○補充用264円
　（税抜240円）

○補充用286円
　（税抜260円）

◀背面クリップは
　冷蔵ぶぎょう
　のみになります。

浴室用浄水シャワー

冷蔵室用 冷凍室用 野菜室用

化粧水 乳液 美容液

パック 化粧
下地

残留塩素を
80％以上除去
残留塩素を
80％以上除去

シャワー本体と節水器で

約40％の節水
シャワー本体と節水器で

約40％の節水※1 ※2

4週間標準
レンタル料金 1,210円（税抜1,100円）各

家庭用玄関マットの
設置例や詳しい商品
内容はこちらから

レンタル

レンタル
レンタル レンタル
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優待券は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

シロアリ駆除 ＜ベイト工法＞ 樹木の年間お手入れサービス害虫駆除・総合衛生管理

補修標準料金 
1ヵ所

害虫駆除・総合衛生管理

手間がかかる水まわり、プロにまかせてみません か？
プロのおそうじ

緑と花のお手入れ 住まいの補修

レンジフードまたはフード付き換気扇
（幅95cm未満）１台

2ヵ所以上のセットがおトク！（各1ヵ所ずつの組み合わせに限ります）

プロの水まわりお掃除 新春キャンペーン！

床面の頑固な湯アカも

すっきりキレイに！

天井やタイルの黒カビまで、キレイになると評判のプロの技術。

こびりついた油汚れも

すみずみまでキレイに！

しつこい油汚れを逃さず、プロの技術で　分解洗浄。 キッチンの様々な汚れにプロの技術。 たまった汚れにていねいなプロの技術。

標準料金

19,800円（税抜18,000円）
浴室（床面積4m2・高さ2.4ｍ未満）1室

＊床面積1m2増えるごとに4,620円
 （税抜4,200円）プラス

標準料金

19,800円（税抜18,000円）

18,700円（税抜17,000円） 18,920円（税抜17,200円）

＊幅15cm増えるごとに2,310円
 （税抜2,100円）プラス

ファン フード内側 本体

洗面所（床面積4m2未満）1ヵ所+トイレ（床面積2m2未満）1室

4,092円（税抜3,720円）
132円（税抜120円）

※ベイト工法は、セントリコンTM（シロアリ防除システム）を採用。 
TMが付記された表示は、デュポン、ダウ・アグロサイエンスもしく
はパイオニアならびにこれらの関連会社または各所有者の商標です。
※内部にシロアリの生息が確認された場合、別途追加料金が必要と
なる場合があります。 ※建物外周がコンクリートの場合は穴あけ費用
［1ヵ所2,200円（税抜2,000円）］が必要となります。 ※現場の状況により、
使用する資器材や年間の点検回数が異なります。（年2回以上）

5,500円～
（税抜5,000円～）

30,800円～（税抜28,000円～）

サービス実施期間 2020年1月6日（月）～2月28日（金）（お申し込みは2020年2月14日（金）受付分まで）
詳しくはダスキンコンタクトセンター0120-100100までお問い合わせください（年中無休 8：00～20：00）

壁穴20cmまで

12月もご予約
受付中！

壁のピンポイント補修

19

※写真はイメージです ※料金は標準的な金額を記載しております。機種・素材・ご要望によって料金は変動する場合がありますので、ご了承ください。 ※料金は予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。 ※表示
料金（価格）は消費税率10％を含む総額表示です。※お掃除サービスでは一部対応できない地域もございます。 ※お掃除サービスでは一部完全に除去できない汚れやカビもあります。また場合によりサービ
スできないことがございますので、あらかじめご了承ください。 ※サービスカーの駐車スペースのご用意をお願いします。駐車できない場合は有料駐車場を利用するため、駐車料金をご負担いただきます。

After

Before Before

After

＊壁紙が必要な場合は別途壁紙代がかかります。

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

https://www.duskin.co.jp/yutai/

標準料金

＊間口：加熱調理器、調理台、流し台の合計幅
＊キッチン間口1m増えるごとに2,310円（税抜2,100円）プラス

＊洗面所クリーニングは、床面積1m2増えるごとに2,310円（税抜2,100円）プラス　
＊トイレクリーニングは、便器1台増えるごとに4,620円（税抜4,200円）プラス

標準料金
キッチン（間口3m未満）1ヵ所

<年間契約/年2回または6回以上の点検>
標準料金（建物外周1mあたりの月額）

<年7回・寒冷地は
年6回ご契約の場合>

標準料金（1回あたり）

少量の薬剤で、巣ごと根絶するベイト工法。
定期的な点検管理で家屋を守ります。

肥料やりから病害虫の防除まで、
年間を通じて樹木の健康を管理。

壁のキズや穴を、ほぼ元通りの状態に復元
します。

初月（初回）
ステーション設置料
＋管理料として
2ヵ月目以降
ステーション使用料
＋管理料として

レンジフードクリーニングレンジフード キッチンクリーニング クリーニングキッチン浴室クリーニング浴室

Before After

壁面のカビ ドアのゴムパッキン 排水口

こ
ん
なと

ころも！

こ
ん
なと

ころも！
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優待券は
各お店でご利用いただけます
ミスタードーナツ

パイフェイス モスド

かつアンドかつ ザ・シフォン＆スプーン

ベーカリーファクトリー

ロースかつ膳
（120ｇ）

ザ・シフォン 
プレーン

ポン・デ・リング チョコファッション

ミスド ブレンドコーヒー
おかわり自由

セイボリーサンド・ドーナツ
ハムタマゴ

ドーナツポップ 8個入り

笑顔が集う
とっておきのしあわせな時間に

＊ショップにより取り扱い品目、価格、サービスが異なる場合がございます。 

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

https://www.duskin.co.jp/yutai/

※商品によっては予告なく変更・終了することがございますので、ご了承ください。  ＊商品・価格は2019年12月1日時点のものです。 ※写真はイメージです。

1斤

北海道十勝産の
小麦を使用した、
ふんわりもち
もちの食感です

十勝小麦のふわもち食パン

108円
110円

270円
275円

140円
143円

Lサイズやわらかくてジュワッとうま味が
ひろがる美味しさ

ミンチビーフを
数種類の香辛
料で味付けした
ミートパイ

ドーナツと
ハンバーガー
がセットで
楽しめます

株主の皆様へ

資本・業務提携先ご案内

全国のモスバーガーショップ及
びモスカフェ、モスクラシック、
モスプレミアムでも、「ダスキン
株主優待券」がご利用いただ
けます。
※スタジアム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

クラシックミンスビーフ モスドセット

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
　配当金領収書払（郵便振替）を証券口座または
　銀行口座振込に変更する場合等
●マイナンバーに関するお届出・お問い合わせ

●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
●マイナンバーに関するお届出・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

マイナンバー制度に関するお手続きについて
市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係
のお手続きで必要となります。

■株式関係事務におけるマイナンバーの利用目的
法令に定められたとおり、支払調書に株主様のマイナン
バーを記載し、税務署に提出いたします。このため、株主
様からお取引のある証券会社等へ、以下のとおりマイナン
バーを届け出いただく必要がございます。

● 証券会社の口座で株式を管理されている株主様
お取引の証券会社までお問い合わせください。

● 証券会社とのお取引がない株主様
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部までお問い合わ
せください（本ページ下記にお問い合わせ先を記載してお
ります）。

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わせください。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
https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

株式に関するお手続きについて

お知らせ

※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

フリーダイヤル

フリーダイヤル

◇株主名簿管理人
　事務取扱場所

■本誌ナビダスの記載内容に修正が生じた場合は、下記ウェブサイトに掲載いたします。
株式会社ダスキン 株主・投資家情報  https://www.duskin.co.jp/ir/

イートイン
テイクアウト〔税込〕

〔税込〕

100円〔税抜〕

イートイン
テイクアウト〔税込〕

〔税込〕

130円〔税抜〕

イートイン
テイクアウト〔税込〕

〔税込〕

250円〔税抜〕

270円
275円イートイン

テイクアウト〔税込〕
〔税込〕

250円〔税抜〕

172円 176円イートインテイクアウト〔税込〕

160円〔税抜〕

378円テイクアウト
〔税込〕

350円〔税抜〕 421円
429円イートイン

テイクアウト〔税込〕
〔税込〕

390円〔税抜〕

1,287円イートイン
〔税込〕1,170円〔税抜〕

1,080円テイクアウト〔税込〕

1,000円〔税抜〕

Sサイズ

378円テイクアウト〔税込〕
350円〔税抜〕


