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前号のナビダス「まちがいさがしクイズ」の正解　A・C・G
応募総数14,608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」2020夏号ページに掲載しております。

（https://www.duskin.co.jp/ir/naviqa/）

ダスキン株主通信
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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

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。

クイズ正解者で、アンケートにもご協力いただいた方の中から抽選で、ダスキン商品を
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シッポを持つ犬「ダス犬」
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ーフ型 トマトレッド 抗菌タイプ、ステ
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特集：感染対策を考えた わが家の生活習慣
株主優待ご利用ガイド
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合計450名様にプレゼント！今回
前回よりも150名様分増

応募締切：2021年1月18日（月）



人に、社会に、
もっと喜んでいただくための活動を

　株主の皆様には、日頃より格別なご高配を賜り、厚く
御礼を申し上げます。
　日本経済は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響に
より急速に悪化しました。特に緊急事態宣言下の4月か
ら5月にかけては、個人消費が急激に落ち込む等、極め
て厳しい状況となりました。緊急事態宣言解除後は、経
済活動も徐々に平常を取り戻しつつあるものの、７月以
降、新規感染者数が再び増加に転じる動きを見せたこと
で、先行きは依然として不透明な情勢が続いています。
　当期は「中期経営方針2018」の最終年度であり、残さ
れた課題に取り組む重要な年度となりますが、コロナ禍
による経営環境の激変を鑑み、お客様と従業員の安全確
保を最優先に、当社の責務であるフランチャイズチェー
ンの維持と売上回復に全力を挙げて取り組んでおります。

中期経営方針2018の進捗状況と今後の展望
〈訪販グループ〉
　更に高まる衛生ニーズに応える新商品開発への注力、
訪販グループ統一キャンペーンの実施など、「生活調律
業」への進化と当社が展開している事業の連携強化を
ベースに活動を推進しています。
家庭市場
　現在、全国に約6万人いるお客様係が定期的にお客様
宅へお伺いしています。一方で、新型コロナウイルスの影
響や生活様式の変化等により、ネット販売のご利用件数
が顕著に伸びています。当社の流通ネットワークを活か
し、シナジー効果を生み出す企業との連携や商材の開発

等を進め、この変化に対応した「暮らしの総合窓口」
を目指し、顧客接点強化を図ってまいります。
事業所市場
　新型コロナウイルスの影響により、店舗の休業要
請等で事業所市場は厳しい状況に陥ったものの、お
客様の衛生意識は更に高まっております。衛生管理
ノウハウを総合的に提供する「ハイジーンマスター」
の増員と、お客様に対する提案力の強化を重点課題
にして業績回復に取り組んでまいります。
役務サービス
　他社の参入により競争が激化しており、さらに大
都市圏では非常に需要が多く、供給が追いつかない
状況です。市場成長率の高いケアサービス事業の現
場に、ノウハウを持つ人材を配置して需要を確実に
取り込み、ダスキンの強みを活かした顧客の囲い込
みを図ります。

〈フードグループ〉
　50周年を迎えたミスタードーナツも、新型コロナ
ウイルス対策への取り組みを行っています。コロナ禍
で再認識したのは、ミスタードーナツがお客様に選
ばれる理由は安全・安心と商品力があるということ。
そこで当期中にカフェテリア（セルフ）形式の店舗の

株式会社ダスキン
代表取締役
社長執行役員

全ショーケースに、扉を付けることに着手しました。
また「misdo meets」の価値ある商品の提供でテイ
クアウト需要を取り込み、店舗の出店・改装を継続
的に進めることで、いつでも安心してお客様にご利
用いただける場を提供してまいります。

生活様式の変化を捉え積極的に対応
　コロナ禍は、生活者のライフスタイルや働き方を
大きく変え、社会全体に意識の変革と環境整備が
求められています。当社においても、在宅勤務や時
差出勤の実施、働き方改革への対応など、積極的に
実施しています。当面は厳しい経済状況が続くと予
想されますが、創業者・鈴木清一の言葉にあるよう
に「ピンチの時こそがチャンス」と捉え、人に、社会
に、更に喜んでいただけるよう、これからも喜びの
タネまきを実践してまいります。
　株主の皆様には、引き続き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。

ごあいさつ
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純資産合計
● 「利益剰余金」が181百万円減少
● 「その他有価証券評価差額金」が1,793百万円増加

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

△5,097

△861

△152

△1,928

△1,390

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）

79,157

3,698

4,115

4,123

2,783

74,060

2,837

3,962

2,195

1,393

POINT

投資その他の資産  

● 「現金及び預金」が6,401百万円減少
● 「有価証券」が6,614百万円増加
● 「商品及び製品」が666百万円増加
● 「その他」（未収入金等）が1,346百万円増加

● 「投資有価証券」が4,128百万円減少
● 「繰延税金資産」が1,200百万円減少

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

62,195

122,963

50,360

10,922

61,680

185,158

65,217

116,966

50,289

10,325

56,352

182,184

3,022

△5,996

△71

△597

△5,328

△2,974

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

34,392
8,735
43,127
134,482
7,256
50
241

142,031
185,158

29,901
8,640
38,542
134,327
9,019
42
252

143,641
182,184

△4,490
△94

△4,584
△154
1,762
△8
10

1,610
△2,974

連結比較貸借対照表（要約）

1

2

流動負債
● 「未払法人税等」が1,239百万円減少
● 「未払金」が2,066百万円減少

3

1 3

4

2

2020年4月～9月株価推移（週足）

前期末
（2020年3月末）

当期第2四半期末
（2021年9月末）

前期末
（2020年3月末）

当期第2四半期末
（2021年9月末）

2020年3月期
第2四半期累計

2021年3月期
第2四半期累計

03 04

業績レポート 2021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

2020年

円
3,100

3,000
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フードグループ（単位：百万円） （単位：百万円）

4月 5月 6月 7月 8月 9月

売上高 利益
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●すべてのセグメントで、新型コロナウイルスの影響を受け減収減益となったものの、減少
幅は当初の想定を下回った（2020.10.29公表「業績修正に関するお知らせ」ご参照）

●訪販グループは、既存のお客様への商品のお届けや交換の延期・中止の発生、定期サー
ビスの一時休止等により、特に第1四半期に大きな影響を受けた

●フードグループは、主力のミスタードーナツにおいてテイクアウト売上は増加したもの
の、イートイン売上が大きく減少

●持分法適用関連会社である株式会社ナックの収益が改善したことで、営業外収益が改善
●第１四半期に加盟店及びその従業員に対しお見舞金を支給し、特別損益は悪化

●家庭向けダストコントロール商品の売上は減少
・第1四半期に新規のお客様を獲得する積極的な営業活動が実施できなかった
ことや既存のお客様の交換時期の延期が発生したこと等により売上高は減少
・前期、消費増税前の9月に販売を開始したお掃除セット「くらしキレイBOX」
を、当期は例年通り下期の販売とした影響も大きな減収要因となった
・「アルコール除菌剤」等の除菌関連商品の売上は増加
●事業所向けダストコントロール商品の売上も減少
・第1四半期に緊急事態宣言発出に伴う自治体からの休業要請に応じたお客
様店舗の休店によるマット等の商品交換の中止、延期が発生し、売上高は前
年同期を下回った
・空間清浄機「クリア空感」、手指消毒剤「ウエルパスマイルド」等の衛生関連商
品の売上は増加

●ケアサービスの売上も減少
・役務提供サービスにつきましても、お客様店舗の休店や個人の外出自粛等に
より定期サービスの一時休止が第１四半期に多く発生したことで全体では減収
・緊急事態宣言解除後は一時休止も減少する等、新型コロナウイルスの影響が
徐々に沈静化すると共に、除菌関連サービスは好調に推移

●レントオール事業はイベントのキャンセル等が相次ぎ、大幅な減収

●イートイン減少
・コロナ禍で一時的な休店や営業時間の短縮、ソーシャルディスタン
ス確保のために席数を減少させたことの影響は大きく、客数が大
幅に減少し、お客様売上は減少

●テイクアウト増加
・コロナ禍で持ち帰り需要が高まる
・50周年アンバサダー菅田将暉氏による数量限定のスペシャルテイ
クアウトボックスが売上増加に寄与

●「misdo meets」、季節限定商品好調
・第１四半期「抹茶の、頂シリーズ」「抹茶の、驚シリーズ」
 （パティシエ鎧塚俊彦氏、宇治茶専門店「祇園辻利」との共同開発商品）
・第2四半期「もちクリームドーナツコレクション」
 （モチクリームジャパン株式会社との共同開発商品）
・「さつまいもド」等の季節限定商品も好調に推移
●カフェテリアショーケースを扉付きに変更
・今期中にカフェテリア方式のショーケースを全て扉付きにすること
に着手

POINT

●店舗数が増加した「ベーカリーファクトリー」は増収となったもの
の、「パイフェイス」、「かつアンドかつ」は、いずれも新型コロナウイ
ルスの影響を受け減収

●「ザ・シフォン＆スプーン」は2020年７月に全店舗を閉鎖

●リース及び保険代理業のダスキン共益株式会社、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共に増収

●海外連結子会社は、当社グループ向けマスク売上を計上したこと
で増収となったものの、外部顧客に対する売上は新型コロナウイ
ルスの影響で大きく減少

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）

6,281

997

7,278

6,105

1,336

7,441

△ 176

339

162

増減

計

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高

17,231
5

17,236

15,938
3

15,942

△ 1,292
△ 2

△ 1,294

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

55,644
303

55,947

52,015
278

52,294

△ 3,628
△ 25

△ 3,653

増減

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高

2020年3月期
第2四半期累計

2021年3月期
第2四半期累計

2020年3月期
第2四半期累計

2021年3月期
第2四半期累計

2020年3月期
第2四半期累計

2021年3月期
第2四半期累計

2020年3月期
第2四半期累計

2021年3月期
第2四半期累計

※最終週のみ9月28日～30日の集計を反映



ダスキンの主な出来事
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「第2回 ダス犬 大人のぬり絵
コロリアージュコンテスト」開催

新型コロナウイルスに有効な
界面活性剤が含まれる製品
としてNITEのリスト入り

「風呂用塩素除去剤c-clear」
全国で販売開始

主力スキンケア商品「カルディ」
30周年お礼返し活動実施

「HRオリジナルクッション」
レンタル開始

浴室内のカビの元を退治
「防カビ剤 くん煙カビガード」
全国で販売開始

排水口のカビやぬめり防止「防カビ剤 
排水口カビガード」全国で販売開始

misdo meets 
「祇園辻利 Toshi Yoroizuka
抹茶の、頂シリーズ」期間限定販売

「おうちde MISDO HALLOWEEN」
期間限定販売

「台湾果茶」期間限定販売 「ポン・デ・ちぎりパン」販売 「さつまいもド」期間限定販売 50周年アンバサダーとして
菅田将暉さんを起用

50周年を記念して
「ミスド×原田治エコバッグ」
数量限定販売

「Happy Sunny Pie Face」
パイ2種期間限定販売

「夏のおすすめメニュー」
期間限定販売

春の新作パン
新商品7種販売

人気商品をアレンジした
新商品6種販売

「MSCI日本株女性活躍
指数」構成銘柄に初選定
性別多様性に優れた企業を
対象にして構築される指数。

ダスキン本社

ステイホーム期間中の4月28日～6月
30日までの約2ヵ月間で3,887作品
ものご応募をいただきました。

経済産業省所管の独立行政法人 
製品評価技術基盤機構(NITE)が
公表している、「新型コロナウイル
スに有効な界面活性剤が含まれ
る製品リスト」に、ダスキンの一部
の洗剤が登録されました。

2020 4月 7月5月 6月 8月 9月

2020年4月～9月

ミスタードーナツ

ミスタードーナツ

ヘルス＆ビューティ

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

かつアンドかつ

TBSドラマ
「私の家政夫ナギサさん」にて
家事の技術協力

サービスマスター

衛生環境づくりをサポート
「ダスキン衛生清掃パック」
受注開始

サービスマスター

サービスマスター事業
50周年

ベーカリーファクトリー

ベーカリーファクトリー

ヘルスレント

ミスタードーナツ

ゲスト審査員の増田セバスチャンさん（右）

浅草ROX・3Gショップ
オープン

パイフェイス

2020年6月23日（火）、大阪国際会
議場メインホールにて第58回定時
株主総会を開催いたしました。今年
は、新型コロナウイルス感染防止対
策として、株主の皆様には、株主総
会当日のご来場はお控えいただき、
書面またはインターネットでの事前
の議決権行使をお願いしたことによ
り、来場者数は69名でした。ご協力
いただき、ありがとうございました。
当日、会場入口ではサーモグラ
フィーカメラによる体温の測定やマ
スク着用の徹底など、受付にはアク
リルパネルを設置、案内スタッフは
フェイスシールドを着用し感染防
止対策を行って開催いたしました。

第58回
定時株主総会を開催「消臭芳香剤 ツリーコロン」

全国で販売開始

こぼれ九条ねぎのヒレかつ膳 
石臼挽き蕎麦

バターチキンカレーパン、ぶどうあんぱん、かぼちゃくりーむぱん

ミックスベリー
ジャスミン

パインマンゴー
ジャスミン

スペシャルテイクアウトボックスが数量限定で登場

グリーンアップル
の香り

ピーチ
の香り

キンモクセイ
の香り

ピンクグレープフルーツ
の香り

ミント
の香り

シャボン
の香り

シークリア
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訪販グループ活動状況

住本 和司

取締役 COO
訪販グループ担当

兼訪販グループ戦略本部長

コロナ禍におけるダスキンの「新たな価値」を提供
訪販グループ全事業の力を結集し
更なるお役立ちを推進

　新型コロナウイルスの感染拡大は長期化の様相を呈し、
先行きを見通すのは難しい状況です。その影響は顕在化
し、消費者の暮らし方や企業の事業運営に大きな変化を
もたらしています。社会環境が変化する中で、ダスキンに
対するお客様の期待も変化し、今までより大きなものと
なっていることを実感しています。それは、「清掃関係の
商品・サービス」の提供に加え、近年事業所を中心に展開
している「衛生マネジメント」のお役立ちです。これが現
在最も必要とされており、商品・サービスの提供・開発も
含めて最大限注力している分野といえます。更には在宅

化が進んだことにより「仕事や家事の効率化」「高齢者サ
ポート」などのニーズも変化しています。訪販グループは、
社会に対するお役立ちの変化を確実に捉え、暮らし・事
業運営のリズムを整える「生活調律業」への進化を実現
することで、お客様の期待にお応えしてまいります。

　訪販グループは、9月から全ての事業が連携し「訪販グ
ループ統一キャンペーン活動」を展開中です。ご家庭・事
業所の全てのお客様660万軒を対象に共通のリーフレッ
トをお届けし、コロナ禍におけるダスキンの新しい価値

機能を訴求したテレビコマーシャル

「吸着剤」「除菌剤」「洗剤」の
ウイルス減少効果を確認※

イベント衛生サービス
・共有部分の定期的な除菌処理
・衛生マットトイレ用抗菌・防臭タイプ設置
・飛沫対策アクリルパネル設置
・泡手指消毒剤設置 等ターミニックス 環境除菌サービスサービスマスター・メリーメイド お掃除＆除菌

の訴求と提案活動を実施しています。また、テレビCMや
折込チラシ、Web広告等の積極的なメディア展開を通じ
て新規のお客様獲得にも注力しております。
　生活者・事業者の衛生商品・サービスに対する品質・
効果を重視する意向が高まりを見せています。ダスキン
の基幹商品であるドライモップ・クロス・マットの吸着剤、
すっきり除菌モップの除菌剤及び洗剤について第三者機
関による試験を行った結果、ウイルス減少効果があるこ
とを確認しております※。今後も、お客様の期待にお応え
できるよう研究を行い、新しい衛生商品の開発をすすめ
てまいります。また、品質に期待が寄せられているダス
キンの除菌関連サービス（サービスマスター：衛生清掃
パック、メリーメイド：お部屋のお掃除＆除菌仕上げ、
ターミニックス：環境除菌サービス）も、高まるニーズに
積極的に対応してまいります。

お客様の期待とニーズは変化している

新しい価値と求められるサービスを届ける

ダスキンの強みを活かし新しい市場も開拓
　エビデンス(裏付け)と確かな品質を携え、衛生に関す
る商品・サービス・ノウハウをトータルに提供できること
はダスキンの強みです。その強みを活かした、新しい市
場へのお役立ちとして、エンターテインメント業界に対
し「イベント衛生サービス」を10月から全国展開してお
ります。イベント資材のレンタルを行うレントオール事業
とクリーンサービス事業（清掃・衛生用品のレンタルと
販売）、サービスマスター事業（プロのお掃除サービス）、
ターミニックス事業（害虫獣の駆除と総合衛生管理）を
パッケージ化。来場者、関係者の安全・安心を第一に考
え、衛生管理が行き届いたコロナ禍でのイベントづくり
を当社がワンストップで提供しています。
　今後も訪販グループ全事業の力を結集し、当社の新し
い価値を、生活者・事業者に提供してまいります。

※すべてのウイルスが減少するわけではありません。エンベロープ
タイプのウイルス1種で効果を検証。試験管内の試験であり、特
定商品を用いたものではありません。
　試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

サービスマスター 衛生清掃パック

1st Step

2nd Step

除菌洗浄

抗菌 防汚防カビ

ドライモップ・
クロス・マットの

すっきり
除菌モップの

©1976, 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L618007
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衛生マット・抗菌タイプ 台所用漂白剤カビ・ぬめり取り剤スタイルフロア
ララ

スタイルハンディ
シュシュ

すっきり
除菌モップ
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ミスタードーナツ活動状況

和田 哲也

取締役 COO
フードグループ担当

新しい時代のニーズをとらえ
「いつでも利用できるミスタードーナツへ」

　フードグループの主力であるミスタードーナツは、
2020年１月27日に50周年を迎えました。「ドを超える」
と銘打ち、お客様にこれまでの50年を超える取り組み、
企画の準備を進めておりましたが、新型コロナウイルス
感染拡大の影響を踏まえて、当期上半期においては、お
客様に安心してご利用いただくための取り組みを最
優先いたしました。
　従業員の入店時に健康状態チェックを実施し勤務中
のマスク着用を義務化しました。加えてお客様が使用
されるドーナツを取るためのトング・トレイは、都度洗
浄を行うことを徹底し、店内ご飲食でご利用いただく

トレイ・トング台

省人化店舗セミセルフレジ

「ポケモン」とのコラボ企画「祇園辻利×トシヨロイズカ」 「misdo meets MOCHICREAM」

ドライブスルー店舗

お客様の安心への取り組みを最優先

最高のおいしさ・価値とワクワク感を提供

コロナ禍の新しい時代のニーズを形に

　更に店舗や販売方法につきましても、「Web予約シ
ステム」や「ドライブスルー店舗」などの検証を予定。
人員不足に対応するための「省人化店舗開発」の更なる
検証などを推し進め、新しい時代のニーズをとらえ、“い
つでも利用できるミスタードーナツへ”と進化するため、
様々な取り組みを今後も積極的に行ってまいります。

　2017年から、『いいことあるぞ ミスタードーナツ』の
ブランドスローガンのもと、“最高水準の素材と技術”
をもったブランドと共同開発をした商品で、お客様へ
「最高のおいしさ・価値」と「ワクワクする気持ち」を提
供する「misdo meets」を展開、お客様からも好評を

得ております。当期は「misdo meets」初の3社共同開
発を実現。「祇園辻利」の一番摘み宇治抹茶を、京都府
宇治市出身の「鎧塚俊彦シェフ」の発想で進化させた期
間限定ドーナツ「抹茶の、頂シリーズ」「抹茶の、驚シリー
ズ」を発売しました。
　また、陳建一氏がオーナーである「赤坂四川飯店」の
看板メニュー商品をミスタードーナツのために再現す
るべく共同開発したミスドゴハンメニュー「THE 四川ス
ペシャル」、その他「モチクリームジャパン」と共同開発
の新食感スイーツ「misdo meets MOCHICREAM」
を発売する等、「misdo meets」の展開に引き続き注
力しております。
　事業創業50周年を更に盛り上げるためにアンバサ
ダーとして“菅田将暉さん”を起用。TVCMなどの広告
展開に加え、コロナ禍の影響でテイクアウト需要が増
加しているため、数量限定の「“菅田将暉さん”スペ

シャルテイクアウトボックス」を導入する等、販売促進
策にも力を注いでおります。
　年末のクリスマスシーズンは、３年目となる株式会社
ポケモンとのコラボレーション企画「ミスドでポケモン
といいことあるぞ」キャンペーンを実施。加えてラッキー
スクラッチカードキャンペーンをスタートするなど来店
動機のための話題作りも実施しております。

場合は、お席の間隔にゆとりを取っていただく等、感染
拡大を防ぐための対策も実施しております。また、お客
様自身に商品をお取りいただくカフェテリア形式店舗の
ショーケースを衛生管理向上のため全て扉付にするた
めの改装工事に着手し、当期中に完了する見込みです。

「misdo meets THE 四川スペシャル」

“菅田将暉さん”スペシャルテイクアウトボックス
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年末年始、おうちで過ごす時間が
増えるこの時期…
感染対策を考えた生活習慣に
見直してみませんか？

出典：一般社団法人日本衛生材料工業連合会、全国マスク工業会

出典：厚生労働省「感染対策の基礎知識」より

知っておきたい
感染対策の
感染はどうして起こるの？

感染対策の原則

手指を洗うことが大切なワケ

習慣化することでしっかり感染対策を

汚れを落とす場所はいつもキレイに「洗面台のお掃除」

流水とハンドソープで
ていねいに洗う

特集

感染対策感染対策を考えた

わが家の生活習慣
手が感染を媒介してしまうことも・・・！

感染成立の3要因への対策

感染制御の基本

家族が出入りし、いろいろな物や場所に触れるおうちの
中は感染リスクが高まります。感染対策は、ご家族全員
で継続して取り組むことが大切です。

感染対策においては、これらの要因のうち一つでも取り除く
ことが重要です。特に「感染経路の遮断」は感染拡大防止の
ために重要な対策となります。

感染症は、①病原体（感染源） ②感染経路 ③宿主の3つの
要因が揃うことで感染します。

生活習慣 1 基本は手指を こと

ウイルス 人の細胞カビ
約0.02～0.45μm 約10μm約5μm約1μm

細菌

こんなに
小さい！

手洗いの効果（イメージ図）

粒子の大きさの比較（イメージ図）

洗い残しやすい部分

感染成立の3要因と
感染対策

約100万個 約1万個

1/100

数百個

1/1万
1/100万

手洗いなし
流水で

15秒すすぎ

ハンドソープで
10秒もみ洗い後
流水で15秒すすぎ
を2セット

ハンドソープで
10秒もみ洗い後
流水で15秒すすぎ

（参考文献）森功次他：感染症学雑誌.80：496－500（2006）

出典：厚生労働省ホームページ「健康や医療相談の情報」より

お掃除情報

スプレーして流すだけ。
泡切れもスッキリ。
除菌もできます。

風呂・化粧室用洗剤

標準価格
※スプレー別売

※すべての菌を除菌できる
　わけではありません。

500mL

330円（税抜300円）

1 水で湿らせたメラミンフォームのスポンジで、
洗面ボウルと蛇口をこすります。

2 水をかけて汚れを洗い流し、乾いたぞうきんで
拭き取ります。

基礎知識基礎知識

しっかり洗うしっかり洗う

手のしわや
爪の間などに
入り込みます

ウイルスや
細菌の数

手のひら手の甲

病原体を持ち込まない

人は1時間に約23回顔を触り、そのうち
目、鼻、口などの粘膜に触れる割合が約
44%といわれています。知らず知らずの
うちに、手によって感染してしまうこと
が考えられます。

ウイルスや細菌は小さな厄介もの
しかも、感染の原因となるウイルスや細菌はとても
小さいので、ササッと洗う程度では手指に残ってし
まいます。

ハンドソープを使ってていねいに
洗うことでウイルスや細菌を
より減らすことができます。

常にスポンジを置いておくと便利。
水滴をこまめに拭き取ることもポイント。

感染経路
感染経路の遮断

宿主
宿主の抵抗力の向上

病原体
（感染源）

病原体（感染源）の排除

1
病原体を持ち出さない2
病原体を拡げない3 こすらないお掃除なら・・・



キレイはもちろん、清潔空間に

お部屋のお掃除＆除菌仕上げサービス

13

特集 　感染対策を考えた わが家の生活習慣

身のまわりのこんなところに感染リスクが・・・ こまめな換気を忘れずに

ご家族の手が頻繁に触れることで、
手を介して雑菌※を広めてしまうことが考えられます。

結露を防いでスッキリ「窓のお掃除」

2室(合計12帖以下)の場合

●お部屋のお掃除のみでも承ります。＜1室（6帖以下）：3,520円（税抜3,200円）＞
●除菌仕上げはお部屋のお掃除とセットでご利用ください。
●サービスは1回あたり11,000円（税込）以上で承ります。

・追加1室（6帖以下）あたり 6,160円（税抜5,600円）
標準料金

手が届きにくい、見えにくい場所を
すみずみまでキレイに

気になるお部屋を
頻繁に手が触れる箇所を除菌
ダスキンの「すっきり除菌モップ」で
床を拭き上げ

お掃除したお部屋を

2方向の窓を開ける

窓が1つしかない場合は扇風機で

まずは お掃除お掃除 除菌仕上げ除菌仕上げ

1 水に浸し固く絞ったクロスで汚れを拭き取ります。

2 アルコール除菌剤を別の乾いたクロスに
しっかり含ませます。

3 対象物が乾いていることを確認してから、　 で拭き上げます。

4 拭き上げは同一方向に進み、
後戻りしないようにします。

2

外出先では手指消毒を忘れずに

14

お掃除情報

生活習慣 2 物や場所を清潔によく手が触れるよく手が触れる 生活習慣 3 密閉しないようお部屋の を換気換気

蛇口

取手

フタ

水洗
レバー

タオル
ハンガー

トイレット
ペーパー
ホルダー

照明
スイッチ

窓の取手

椅子

テーブル

リモコン

ドアノブ

手すり

便座

結露をそのままにしておくとカビや
水ジミの原因に。水ジミはガラスの成
分が変質したもので通常の洗剤では
除去できません。水滴はこまめに拭
き取るようにしましょう。

感染対策には、お部屋を密閉しないことも大切です。
お部屋の広さに関係なく、こまめな換気を心がけましょう。

部屋のドアと窓を開ければ空気の流れが生まれます。
その際、扇風機や換気扇を併用すれば
換気の効果はさらに上がります。

空気の流れ空気の流れをつくることがポイント！

扇風機は窓の
外に向かって。

※写真・イラストはイメージです。

※雑菌・・・種々雑多な細菌などの微生物

病原体（感染源）を持ち込まない・
持ち出さない・拡げないために、
手指消毒は店舗や施設に
入る時はもちろん、
出る時も行います。

出典：厚生労働省「密閉空間にしないようこまめな換気を」より
対象物に直接スプレーで噴霧することは避けましょう。
雑菌※が舞い上がる可能性があります。

対象物が乾いてから拭き上げましょう。
水分が残っていると除菌効果が薄れます。

気がついたらこまめに「拭き上げ掃除」を
お掃除情報

アドバイス

12,320円（税抜11,200円）



ダスキン愛の輪基金

株主優待ご利用ガイド 2021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2020年6月末分は、156件、211,500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2020年6月末分は、202件、327,000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、商品券及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
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https://www.ainowa.jp

発展途上国で、日本で、
ろう者と聴者の垣根をなくしたい

活躍する海外研修派遣生

心の中のバリアを壊し
動き出す強さをくれた海外研修

ドミニカ共和国でろう者支援
日本でろう者生活向上の活動へ

　先天性のろう者として誕生。学生時代より、世界各国
の人々との交流や旅を通し、国際手話とアメリカ手話に
興味を抱く。会社員を経て、世界各国の手話を学べるス
クールを立ち上げるもののビジネスとしては低迷。
　そんな折、米国で何人かのろう者が起業し会社を経
営していることを知り、この目で現場を学ぼうと、ダスキ
ン愛の輪基金の海外研修に応募。2007年渡米、留学先

の大学やインターンシップ先の企業で、
多くのろう者と交流する1年間を過
ごす。「これまで私の心の隅に
あった『ろう者だから無理』って
気持ちが、私らしく生きる自
信と強さに変わりました」
と広瀬さん。

　帰国後、フリーランスで講演活動等を行っていた広瀬
さんに転機が訪れます。研修中に知り合った国際協力関
係者から、「青年海外協力隊として活動できないか」との
声が。高校時代から憧れていた国際協力への思いが膨ら
み、2013年にJICAボランティアとしてドミニカ共和国へ
渡り、ろう学校の教師として2年半を過ごし帰国。
　派遣期間は終えたものの継続した支援の大切さを痛
感し、その後はNGO職員として同国に渡り今も活動を
続けています。2019年にNPO法人「Yes,Deaf Can！
（ろう者でもできる！）」を、2020年に一般社団法人
「撫子寄合」を設立。
　「バリアは健常者がつくったもの。それを壊していくの
は私たち当事者です」発展途上の国で、日本で、広瀬さん
らの活動は続いています。

▲津田塾大にて「Yes,Deaf Can!」について講演▲愛の輪海外研修生として留学した頃

ダスキン障害者リーダー育成
海外研修派遣事業  第26期研修派遣生

広瀬 芽里 さん
めりひろせ

なでしこ よりあい

「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。

◀ドミニカ共和国のろう学校で(JICA派遣当時)
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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
テイコブMyカルテ

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 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  ＊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。

＊2020年12月現在の料金です。 ＊上記は東京・神奈川の料金です。
　地域により料金は異なります。
＊深夜・早朝（22：00～翌朝8：00）のサービスは別途ご相談ください。
＊東京・埼玉・大阪の一部店舗では料金体系が異なります。

＊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

319円（税抜290円）4週間標準レンタル料金

660円（税抜600円）
8週間定期補充料金

※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。

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/

軽減税率対象商品

汚れ取りも除菌もできて、
フロアはすっきりサラサラ！

2つのカビガードが
カビの元を除菌します

＊使用対象：フローリング、クッションフロア、Pタイル、畳（水拭きでき
る素材の畳に限ります）など ＊モップサイズ（全体）：約26×21cm ＊
ハンドル全長：約116cm ＊パイル素材：ナイロン、ポリエステル ＊薬
液成分：エタノール、界面活性剤、抗菌剤、消臭剤 ＊対象面積（目安）：
約12～18畳（両面使用の場合）

＊成分：イソプロピルメチルフェノール※ 
※薬用石けん・薬用歯みがき等に
　使われている成分※薬液の効果は開封後1回のみです。 ※モップに薬液が含まれた状態

でお届けします。 ＊すべての菌を除菌するわけではありません。

すべての汚れや菌が除去できるわけではありません

くん煙カビガード
防カビ剤

えん

550円（税抜500円）
8週間定期補充料金

＊成分：イソチオシアン酸アリル※ 
※ワサビの辛味成分 ＊カバーが
ない排水口には使用できません

排水口カビガード
防カビ剤
はい  すい  こう

排水口に
置くだけ！

水を入れて
置くだけ！

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

※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。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。※2年間のレンタル契約となります。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。

※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）

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）0.1MPa 
 時での比較

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 浴室用浄水シャワー

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

40％以上の節水
シャワー本体と節水器で

40％以上の節水※1 ※2

レンタル
レンタル

レンタル

it’s フェイスワン ジェル
（ピーチローズの香り）

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※2
※2：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。

※1：加水分解コラーゲン、
　　水溶性コラーゲン

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

販売価格

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）

乾燥が気になる肌も
みずみずしく、
しっとり柔らかな
お肌へと導きます。

清潔で衛生的な
ユニフォームを
お届けします

レンタルすっきり除菌モップ（1枚）

パイル拡大図

立ったままラクラク拭きそうじ

ヒアル
ロン酸
Na

Wコラー
ゲン※1

保湿成分配合

除 菌

消 臭
アレル

 物質※抑制
※ダニのフン、花粉

3つの
成分配合

しっかり拭けるハンドルで

皮脂汚れやベタつきなどが
しっかり取れる

ダスキン独自のモップ構造で

ニオイの元となる雑菌や
汚れを拭きそうじ

除菌剤を配合した洗浄成分で

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
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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

寒い季節のお掃除はおまかせ！
プロのおそうじ

緑と花のお手入れ 住まいの補修

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。
※建物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る場合があります。

5,500円～
（税抜5,000円～）

30,800円（税抜28,000円）壁穴20cmまで

壁のピンポイント補修

19

※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。※一部対応できない地域もございます。 ※渡船や連絡橋等の有料の移動手段を利用する場合は、実費を別途請求させていただきます。 ※お掃除サービ
ス、補修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。 ※写真はイメージです。

＊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/

レンジフードまたはフード付き換気扇
（幅95cm未満）１台

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

After

Before Before

After

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

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

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！

除菌
仕上げ

除菌
仕上げ

<年間契約/年2回以上の点検>
標準料金（建物外周1mあたりの月額）

<標準地は年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

Before After

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）

12月もご予約
受付中！

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）

水まわりキラピカキャンペーン
キャンペーン申込期限 2021年2月19日（金）まで サービス実施は2021年1月5日（火）～2月26日（金）

お掃除 除菌
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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

かつアンドかつ

パイフェイス モスド

ベーカリーファクトリー

ロースかつ弁当（90ｇ）

ロースかつ弁当（120ｇ）

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

ホット・セイボリーパイ
ＢＢＱフランクフルト

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2020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

118円
121円

270円
275円

140円
143円

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。
※スタジアム内及び競馬場内などの
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

イートイン
テイクアウト〔税込〕

〔税込〕

110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〕

216円 220円イートインテイクアウト〔税込〕

200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〕

1,036円テイクアウト
〔税込〕960円〔税抜〕

1,177円テイクアウト
〔税込〕1,090円〔税抜〕

■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/


