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パートナー ＝ 
もっとお得 
もっと楽しい 
もっと便利 



2015年12月1日スタート！ 



自動移行！ 

※ 2015年4月以降獲得分（2015年11月移行処理時点保有分） 

ドコモポイント 

※ 



5,400万人のドコモのお客さま  

+ 
キャリアフリーで誰でも使える！ 

ドコモプレミアクラブ 



5,400万人の 
ドコモのお客さま 
＋キャリアフリー 

日本最大級のポイントサービス 

「ドコモポイント」からの 
移行ポイント 



普段の生活で 
お得 

ドコモの決済で 
もっとお得 

ドコモのご利用で 
お得 

たくさんためて 
さらに特典がお得 

お得にたまる・使える 



2015年12月1日から 
全国のドコモショップ、 
パートナー企業の店頭で 
無料で配布開始！ 
 

「ドコモポイント」は自動移行！ 

ため方・使い方が拡大！ 

お買物の際に提示するだけで 
dポイントが1％たまる 



約1,600万 

約200万 

約10年間で 

8倍増 

2006年度 2015年度上期 

※ 

※ DCMX mini含む 



2015年11月20日 
受付開始！ 

dポイントカード + クレジット機能 
一層dポイントがたまる 



dポイントのお得の仕組み 

提示で 
  

たまる 
決済利用で 

  

たまる 
決済利用で 

  

割引 

1%～3% 
（キャンペーンを含む） 

0.5%～11% 
（キャンペーンを含む） 

3% ※ 

※ 2015年12月1日 サービス開始時の数値として 

※ 
※ 





ローソンでの 
DCMX利用が 
 

2.2倍に！ 

3％割引 さらに 1% ドコモポイントがたまる 

との取組み 

※1 

※2 

※1 ポイント進呈はDCMX mini利用時は除く 
※2 DCMXとDCMX(iD)の合算利用額 



最大 5％ 相当のお得 

3％割引 さらに 1% ポイントがたまる 1% ポイントがたまる 

※1 dカード mini利用時は0.5％のポイント進呈 
※2 dカード mini/DCMXをご利用の方はdポイントカードのご提示が必要 

※1 ※2 

との取組み 



最大 6％ 相当のお得 

3％割引 さらに  ポイントがたまる 3％割引 さらに 2% ポイントがたまる 1% ポイントがたまる 

※1 dカード/DCMX利用時は1%、dカード mini利用時は0.5％のポイント進呈 
※2 dカード mini/DCMXをご利用の方はdポイントカードのご提示が必要 
※3 2015年11月12日～2016年3月31日のキャンペーン適用時 

※1 ※2 

※3 

との取組み 





最大 5％ 相当のお得 

マクドナルドとの取組み 

3％割引 さらに 1% ポイントがたまる 1% ポイントがたまる 

※1 dカード mini利用時は0.5％のポイント進呈 
※2 dカード mini/DCMXをご利用の方はdポイントカードのご提示が必要 

全国約3,000店舗対象： 都内約100店舗から順次： 

※1 ※2 



マクドナルドとの取組み 

3％割引 さらに  ポイントがたまる  ポイントがたまる 

全国約3,000店舗対象： 都内約100店舗限定： 

※1 ※2 

最大 8％ 相当のお得 
※1 dカード mini利用時は0.5％のポイント進呈 
※2 dカード mini/DCMXをご利用の方はdポイントカードのご提示が必要 
※3 2015年12月1日～2015年12月31日のキャンペーン適用時 

※3 

3％割引 さらに 2% ポイントがたまる 3% ポイントがたまる 



マクドナルドとの取組み 

※ 2015年12月1日～2015年12月31日のキャンペーン実施時の数値 

割引 

進呈 

  

￥15 

25ポイント 





との取組み 

1% ポイントがたまる 

国内線航空券の購入で最大 3％ 

※ 

※ パッケージツアーは除く 

2% ポイントがたまる 



 ポイントがたまる 3% ポイントがたまる 

最大 4％ 国内線航空券の購入で
※1 パッケージツアーは除く 
※2 2015年12月1日～2016年3月31日のキャンペーン適用時 

※1 

※2 

との取組み 

1% ポイントがたまる 



dポイントクラブ会員なら 
どなたでも相互交換が可能に！ 

JALのマイル 

との取組み 



との取組み 

※ 2016年春に加盟予定。ご利用可能店舗は羽田空港から順次拡大予定 

空港内の店舗「BLUE SKY」でのお買物でも 
  

たまる・使える 

2016年春から ※ 



お得にたまる・使える 

※ イオンシネマ・オリックスレンタカー・ルネサンス・伊達の牛たん本舗・タワーレコードは2016年春に加盟予定 



普段の生活で 
お得 

ドコモの決済で 
もっとお得 

ドコモのご利用で 
お得 

たくさんためて 
さらに特典がお得 

お得にたまる・使える 
ドコモのご利用で 

お得 



1％たまる
 

（dデリバリーは100円につき0.5～10%のポイント進呈） 

ドコモの主なサービスの利用 



10%たまる
 

dカード GOLDをお持ちなら 

毎月のケータイ 
およびドコモ光の利用料金 

1%たまる
 

（1000円につき100ポイントを進呈） 

（1000円につき10ポイントを進呈） 

月額制サービスも！ 



ドコモの端末や付属品に利用 

毎月のケータイの 

利用料金に充当 

ドコモのサービスで使える 



ソーシャルギフトサービス 



1 2 3 

  

ギフトを購入して 
メッセージを書く 

バーコード等を表示 
してギフトを受け取る 

少額ギフトチケット 

SNSやメールで 
専用URLを送る 



がたまる・使える！ 

2015年12月1日サービス開始 



サービス開始キャンペーン 

先着10万名様 
ローソン プレミアムロールケーキを 
無料でお友達に贈れる！ 

2015年12月1日から 



がたまる・使える！ 

2016年春頃 
Eggsポイント導入予定 



普段の生活で 
お得 

ドコモの決済で 
もっとお得 

ドコモのご利用で 
お得 

たくさんためて 
さらに特典がお得 

お得にたまる・使える 

ドコモの決済で 
もっとお得 



DCMX／DCMX(iD) 

dカード・dカード(iD)（DCMX/DCMX(iD)）決済で、 

一層ポイントがたまる 

d カード(iD) 



全世界 3,960万 店舗 
  

dカード（DCMX）の決済利用で 1％ たまる 

※「The Nilson Report」2015年6月号より抜粋・引用 

※ 



全国 13,000 店舗以上 
+ 

300 社のネットショップ 
  

dカード（DCMX）の決済利用でさらにポイントがたまる 



dカード（DCMX）の決済利用でさらにポイントがたまる 

 
ポイントがたまる 

dカードの決済で 
電気料金をお支払いただくと 

 
ポイントがたまる 

dカードの決済で 
給油をすると 

1％ + 1％ 1％ + 1％  
※ 



dカード（DCMX）の決済利用でさらにポイントがたまる 

 
ポイントがたまる 

dカードの決済で 
電気料金をお支払いただくと 

 
ポイントがたまる 

dカードの決済で 
給油をすると 

※ 2015年12月1日～2016年3月31日のキャンペーン適用時 

1％ + 1％ 1％ + 1％  
2015年12月1日～2016年3月31日 

キャンペーン期間中 

最大  4％ 

2015年12月1日～2016年3月31日 
キャンペーン期間中 

最大  3％ ※ ※ 



2015年12月1日スタート 



ドコモ ケータイ払い 

電話料金合算払い 

電話料金合算払い 

dカードをはじめとする 
クレジットカードでのお支払い 

dポイントがたまる 

dポイントが使える 

ネットショッピングの購入代金を 
月々のケータイ料金と一緒に 



さらに 1% たまる 

1%  
ポイントがたまる 

※ 2016年1月から順次サービス開始予定 

※ ※ 

※ 

※ ※ 



  
ポイントがたまる 

10%  
ポイントがたまる 

最大 11％        たまる 

※1 

※1 

※1 2015年12月1日～2016年1月31日のキャンペーン適用時 
※2 2016年1月からサービス開始予定 

※2 



普段の生活で 
お得 

ドコモの決済で 
もっとお得 

ドコモのご利用で 
お得 

たくさんためて 
さらに特典がお得 

お得にたまる・使える 
たくさんためて 
さらに特典がお得 



※ dポイント獲得数、ドコモ継続利用期間、またはdカード/DCMX契約のいずれか上位のステージを優先します 

600pt未満 

レギュラー 

600pt以上 

dカード/DCMX 
契約 

継続利用 
10年以上 

ブロンズ 

3,000pt以上 

継続利用 
15年以上 

シルバー 

10,000pt以上 

dカード GOLD/ 
DCMX GOLD契約 

ゴールド 

ためるほどお得な 

※ 

長期利用者は上位ステージに 

継続利用 
10年以上 

継続利用 
15年以上 



レギュラー 

ブロンズ 

シルバー 

ゴールド 

レギュラー 

ブロンズ 

シルバー 

ゴールド 

すべての会員へ魅力的な特典をご提供 

レギュラー 

ブロンズ 

シルバー 

ゴールド 

dポイントクラブクーポン スペシャルクーポン プレミアムクーポン 



保有ポイントやステージ情報が 
一目でわかる 

dポイントクラブアプリ 



クーポンやキャンペーン情報をお届け 

2015年12月スタート 



総額1億円分！ 
      プレゼントキャンペーン！ 

10,000名様に10,000ポイントが当たる！ 

入会と利用で最大6,000ポイントがもらえる 
さらにGOLDなら1万円分のiDキャッシュバック 

dカード入会＆利用キャンペーン 

もれなく100～1,000ポイントがもらえる 
dポイントカード登録&利用キャンペーン 

抽選で3,000ポイントがもらえる 
dマーケット利用キャンペーン 

dケータイ払いプラスご利用で 
10%ポイントがもらえる 

ケータイ払い利用キャンペーン 

dカード(iD)ご利用でポイントが2倍もらえる 
dカード/dカード GOLD利用キャンペーン 

        
先着30万名様 

新 黄金チキンがもらえる！キャンペーン 
 ※ローソン様主催  

dポイント3倍キャンペーン 
マックフライポテトS無料券進呈キャンペーン 



10％以上の 
ポイント進呈も 

ためるほど魅力的な 
特典が満載 

ケータイ料金で 
たまる・使える 

たまる・使える もっとたまる ＋ 割引 

dカードなら、 街ナカで 



日本一ワクワクするポイントを皆様へ 



本資料に記載されている会社名・サービス名は各社の商標または登録商標です。 
商標または登録商標、注釈については別途、弊社報道発表資料をご確認ください。 
サービス及び端末の仕様・デザイン、サービス開始予定日、画面内容などは 
予告なしに変更する場合があります。掲載されている画面はすべてイメージです。 
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