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「d 払い」、スーパー・ドラッグストアなどでのお買い物で d ポイント最大＋50％還元！
～11 月も「d 払いお買物ラリー」を開催！！～
株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）が提供するスマホ決済サービス「d 払い®」は、2020 年 11 月 2 日（月）～
11 月 30 日（月）に、複数の対象店舗で「d 払い」でお支払いした方に d ポイントを進呈するキャンペーン「d 払いお買
物ラリー」を実施します。対象となる加盟店は、スーパーやドラッグストア、ホームセンター、クリーニング店、美容院
などです。はじめて「d 払い」でお支払いされる方※1 の還元率は最大 50％で、これまでに「d 払い」でお支払いされた
ことがある方※2 は還元率が最大 30％です。
本キャンペーンでは、「d 払い」を初めて利用する方全員に、ご利用額（税込み）※3 の 30％にあたる d ポイントを進
呈します。さらに対象加盟店の中から 2 加盟店以上※4 でお買い物をすると還元率が 50％になります。
これまでに「d 払い」を利用したことがある方全員には、ご利用額（税込み）※3 の 10％にあたる d ポイントを進呈し
ます。さらに 2 加盟店以上※4 でお買い物をすると還元率が 30％になります。
期間中の進呈上限は 2,000 ポイント（期間・用途限定）です。通常の進呈ポイント（税込み 200 円につき 1 ポイント）
に加えて、キャンペーンポイントを d ポイント（期間・用途限定）で進呈します。※5 キャンペーン参加には、エントリー
が必要です。

本キャンペーンの対象店舗は、やまや、オークワ、東急ストア、サミットストア、PLANT、コープさっぽろ、フレスタ、
フジ、イトーヨーカドー、オーケー、ツルハグループ、ウエルシアグループ、マツモトキヨシホールディングスグループ、
V・ドラッグ、富士薬品ドラッグストアグループ、スギ薬局グループ、ココカラファイン、ドラッグストアモリ、サンドラッグ、
東急ハンズ、島忠ホームズ、ChargeSPOT、クリーニング店や美容院などです。※6
本キャンペーン以外にも、初めて d 払いをご利用のお客さまには街のお店でもネットのお店でも最大 2,000 円分
の d ポイントがもらえる「はじめてボーナス！キャンペーン」など、さまざまなキャンペーンを実施しています。
詳しくは「いつでもどこでも d 払い」キャンペーンサイト※7 をご確認ください。
※1
※2
※3
※4
※5
※6

2018 年 12 月～2020 年 10 月までに「d 払い」アプリで「d 払い（コード決済）」および「予約・注文サービス」のご利用履歴がない方
2018 年 12 月以降に「d 払い」アプリで「d 払い（コード決済）」または「予約・注文サービス」のご利用履歴がある方
d ポイントでのお支払い分を除きます。
利用店舗数のカウントは屋号単位です。同一屋号の複数店舗で買い物をした場合であっても 1 カウントとします。
d ポイントのお受け取りには d ポイントクラブへの登録（無料）が必要です。
一部対象外の店舗、商品、サービスがございます。また、店舗により営業時間の変更や休業などが行われる場合があります。
対象店舗はキャンペーンサイトをご確認ください。

※7

詳しくはキャンペーンサイト（ https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/ ）をご覧ください。

＊「d 払い」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先
【報道機関】
株式会社 NTT ドコモ
ウォレットビジネス部 ウォレット戦略担当
Mail：payment-analysis-ml@nttdocomo.com

【お客さま】（無料）
ドコモの携帯電話から ： 151
一般電話等から ： 0120-800-000

別紙

キャンペーン概要
1.

キャンペーン名
d 払いお買物ラリー
11 月はスーパー・ドラッグストアなど d 払いでのお支払いで d ポイント最大＋50％還元！

2.

概要
期間中にエントリーの上、キャンペーン対象のスーパーやドラッグストア、ホームセンター、クリーニング店、
美容院などにて、お買い物代金を d 払いでお支払いすると※1、d ポイントを進呈します。※2 ※3
本キャンペーンでは「d 払い」でお支払いいただいた際の通常ポイント（税込み 200 円につき 1 ポイント）に加え
て、キャンペーンポイントを d ポイント（期間・用途限定）で進呈いたします。

3.

キャンペーン期間
【エントリー期間】2020 年 11 月 2 日（月）0:00～2020 年 11 月 30 日（月）23:59
【ポイント還元対象期間】2020 年 11 月 2 日（月）0:00～2020 年 11 月 30 日（月）23:59

4.

対象者
エントリー期間中にキャンペーンサイトからエントリー※4 の上、ポイント還元対象期間中に対象の d 払い加盟店
で「d 払い（「コード決済」または「予約・注文サービス（ChargeSPOT）」でお支払いされた d ポイントクラブ会員の
方
※ChargeSPOT は ChargeSPOT アプリを利用して d 払いを選択したお支払い分も対象となります。
※「d カード®」以外のクレジットカード、d カードプリペイド®、d 払い（iD）、d ポイントでのお支払い分は、ポイント進呈対象外となります。
その他、各種条件はキャンペーンサイトをご確認ください。

5.

還元率
＜d 払い（「コード決済」および「予約・注文サービス」）をはじめてご利用された方※＞
※2018 年 12 月～2020 年 10 月までにご利用履歴のない方
・対象加盟店でお支払いいただいた方：30％
・対象加盟店の中から 2 加盟店以上※5 でお支払いただいた方：50％
＜d 払い（「コード決済」または「予約・注文サービス」）をこれまでにご利用されたことがある方※＞
※2018 年 12 月～2020 年 10 月までにご利用履歴のある方
・対象加盟店でお支払いいただいた方：10％
・対象加盟店の中から 2 加盟店以上※5 でお支払いただいた方：30％

6.

対象店舗
以下をはじめとするスーパーやドラッグストア、ホームセンター、クリーニング店、美容院などの全国の店舗※6
【スーパー】
やまや、オークワ、東急ストア、サミットストア、PLANT、コープさっぽろ、フレスタ、フジ、イトーヨーカドー、
オーケーなど
【ドラッグストア】
ツルハグループ、ウエルシアグループ、マツモトキヨシホールディングスグループ、V・ドラッグ、
富士薬品ドラッグストアグループ、スギ薬局グループ、ココカラファイン、ドラッグストアモリ、サンドラッグなど
【ホームセンター】
東急ハンズ、島忠ホームズなど
【その他】
ChargeSPOT、クリーニング店、美容院など
※詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください

7.

キャンペーンポイント進呈上限

キャンペーン期間中合計 2,000 ポイント※7（期間・用途限定）
8.

キャンペーンポイント進呈時期
2021 年 1 月上旬以降順次進呈予定

9.

キャンペーン参加方法
（1）「d 払い」アプリをダウンロードの上、利用設定
（2）「d 払い」アプリ内のキャンペーン一覧からキャンペーンバナーをタップ
（3）キャンペーンページからエントリー
（4）対象の加盟店にてお買物の購入代金を「d 払い」でお支払い

10. キャンペーンサイト
https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_rally/2011/cpn_50.html
※1
※2
※3
※4
※5
※6

ご利用金額のうち、d ポイントでお支払いいただいた分はポイント進呈対象外です。
一部、ポイント進呈対象外の商品がございます。
ポイント進呈数算出時、小数点第 1 位以下は切り捨てとなります。
エントリーには「d アカウント」が必要です。
利用店舗数のカウントは屋号単位です。同一屋号の複数店舗で買い物をした場合であっても 1 カウントとします。
一部対象外の店舗がございます。また、店舗により営業時間の変更や休業などが行われる場合があります。
対象店舗はキャンペーンサイトをご確認ください。
※7 進呈対象の d アカウントはお一人さま一つまでとさせていただきます。
＊「d カード」「d カードプリペイド」「d アカウント」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

