
                       ２ ０ １ ９ 年 １ １ 月 ２ ０ 日 

株 式 会 社 Ｎ Ｔ Ｔ ド コ モ 

 
 

ハワイのｄポイント提供開始１周年を記念したおトクなキャンペーンを実施！ 
～海外ｄポイント加盟店でのお買い物で、最大３，０００ポイントをプレゼント～ 

 

株式会社ＮＴＴドコモ（以下、ドコモ）は、海外でのお買い物がより楽しく便利になるよう、海外のｄポイント加盟店を拡大

しており、２０１９年１２月１日（日）に海外のｄポイント加盟店が１００店舗※１を突破いたします。 

さらに、ハワイにおけるｄポイントの提供開始１周年を記念して、海外旅行の需要が高い１２月以降、海外でおトクに 

ｄポイントをご利用いただけるキャンペーンを実施します。 

 
＜キャンペーンサイトイメージ＞ 

 

ハワイやグアムのｄポイント加盟店でｄポイントを利用して※２お買い物をしていただくと、もれなく最大３，０００ポイント

（期間・用途限定）がもらえるキャンペーン「ｄポイントめぐりキャンペーン」や、ＤＦＳハワイでご利用いただける「ＤＦＳハワ

イ限定！ダブルポイントキャンペーン」、ハワイを周遊する路面バス「ＪＴＢ ＨｉＢｕｓ」（アラモアナルート）のｄポイント会員

向け無料乗車キャンペーンをご利用いただけます。 
 

キャンペーン名称 地域 概要 キャンペーンイメージ 

「ｄポイントめぐりキャンペーン」 
ハワイ 

グアム 

ハワイ・グアムのｄポイント加盟店、２店舗
以上で１回当たり１０ドル以上お買い物を
し、ｄポイントを１，０００ポイント以上つか
う、または１０ポイント以上ためると、対象者
全員に利用店舗数に応じたｄポイントをプレ
ゼントいたします。 ＜キャンペーンサイトイメージ＞ 

「ＤＦＳハワイ限定！ 

ダブルポイントキャンペーン」 
ハワイ 

ＤＦＳハワイ（Ｔギャラリア  ハワイ  ｂｙ   
ＤＦＳおよびＤＦＳハワイ  ダニエル・Ｋ・   
イノウエ国際空港店）でダブルポイントキャ
ンペーンを実施いたします。 

＜Ｔ ギャラリア ハワイ ｂｙ ＤＦＳ＞ 

「ｄポイント会員向け無料バス」 ハワイ 

ハワイを周遊する路面バス「ＪＴＢ ＨｉＢｕｓ」
（アラモアナルート）乗車の際、ｄポイントの
会員証をご提示いただくと、無料でご乗車
いただけるキャンペーンを実施いたします。 

＜ＪＴＢ ＨｉＢｕｓ＞ 

今後もドコモは、積極的に海外のｄポイント加盟店拡大を進めてまいります。各種キャンペーンの詳細は、別紙をご覧  

ください。 

海外ｄポイントに関する詳細はホームページでご確認ください。（https://www.docomo-kaigai.com/kaigaidp/） 

 
※１ 海外ｄポイント加盟店は７８社１０１店舗です。（２０１９年１２月１日時点） 詳細は以下の通りです。 
    （ハワイ：６４社７８店舗、グアム：６社１２店舗、ニューヨーク８社１１店舗） 
※２ ｄポイントの利用には、ｄアカウント®が必要です。 
＊  「ｄアカウント」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 

  

トピックス 

https://www.docomo-kaigai.com/kaigaidp/


 

「ｄポイントめぐりキャンペーン」の概要 

 

１． キャンペーン内容 

本キャンペーンにエントリーの上、キャンペーン期間中に、ハワイ・グアムのｄポイント加盟店、２店舗以上で１回当た

り１０ドル以上買い物をし、ｄポイントを１，０００ポイント以上つかうまたは、１０ポイント以上ためると、ご利用店舗数

に応じて対象者全員にもれなく、ｄポイント（期間・用途限定）をプレゼントいたします。 

 

２． キャンペーン期間 

２０１９年１２月１日（日）０時～２０２０年３月３１日（火）午後１１時５９分＜ハワイ・グアムの現地時間＞ 

 

３． キャンペーン対象 

以下の全ての条件を満たした方 

・ｄポイントクラブ会員の方 

・期間中に本キャンペーンにキャンペーンサイトからエントリーされた方 

・期間中にハワイ・グアムのｄポイント加盟店で、 ｄポイントを１０ポイント以上ためた、または１，０００ポイント以上

つかった方※１ 

 

４． 進呈内容 

   利用店舗数に応じて下記の通りｄポイント（期間・用途限定）を進呈いたします。※２※３ 

ｄポイント利用店舗数 ｄポイント（期間・用途限定）プレゼント 

５店舗以上 ３，０００ポイント 

４店舗 ２，０００ポイント 

３店舗 １，０００ポイント 

２店舗 ５００ポイント 

 

５．キャンペーンホームページ 

https://docomo-kaigai.com/kaigaidp/cp/hawaii1stanniv/ 

 

※１ 対象店舗におけるご注文、ご購入を取り消された場合は、当該取消分については本キャンペーンの対象外となります。 

※２ 進呈ポイントは、お会計時に提示したｄポイントカード／モバイルｄポイントカード／ｄカード ＧＯＬＤ®／ ｄカード®／ ｄカード プリペイド®がひも付く   

ｄポイントクラブ会員に、２０２０年５月末までに進呈予定（２０２０年１０月３１日（土）まで有効） 

※３ キャンペーンポイント進呈時点で、ｄポイントクラブの退会、および利用されたｄポイントカード／モバイルｄポイントカード／ｄカード ＧＯＬＤ／ｄカード／ 

ｄカード プリペイドの利用登録の削除をされている場合、キャンペーンポイントは進呈されません。 

＊「ｄカード ＧＯＬＤ」「ｄカード」「ｄカード プリペイド」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。  

別紙１ 

https://docomo-kaigai.com/kaigaidp/cp/hawaii1stanniv/


 

「ＤＦＳハワイ限定！ダブルポイントキャンペーン」の概要 

 

１． キャンペーン内容 

ＤＦＳハワイ（Ｔ ギャラリア ハワイ ｂｙ ＤＦＳおよびＤＦＳハワイ ダニエル・Ｋ・イノウエ国際空港店）でためら

れるｄポイントについて、通常２ドルにつき１ポイントのところ、キャンペーン期間中は２ドルにつき２ポイントたま

ります。※１※２※３ 

 

２． キャンペーン期間 

２０１９年１２月１日（日）～２０２０年３月３１日（火）＜ハワイ時間＞ 

 

３． キャンペーン対象 

ｄポイントクラブ会員のお客さま 

 

【Ｔ ギャラリア ハワイ ｂｙ ＤＦＳ】 

住所：３３０ Ｒｏｙａｌ Ｈａｗａｉｉａｎ Ａｖｅ、Ｈｏｎｏｌｕｌｕ、ＨＩ 

営業時間：午前９時３０分～午後１１時 

定休日：年中無休 

 

【ＤＦＳハワイ ダニエル・Ｋ・イノウエ国際空港店】 

   住所：３００ Ｒｏｄｇｅｒｓ Ｂｌｖｄ．、Ｈｏｎｏｌｕｌｕ、ＨＩ 

   営業時間：フライトスケジュールに合わせて営業 

   定休日：年中無休 

 

４．キャンペーンホームページ 

https://docomo-kaigai.com/kaigaidp/cp/hawaii1stanniv/ 

 

 

※１ キャンペーン期間中のお会計に対し、ご購入時に進呈するｄポイントが通常時の２倍進呈されます。 

※２ ２倍たまるポイントは通常ご購入時に進呈するｄポイントと同時に進呈されます。 

※３ ポイント進呈前にｄポイントクラブを退会された場合、またはｄポイントでのお支払いをキャンセルされた場合は、ｄポイントは進呈されません。 

  

別紙２ 

https://docomo-kaigai.com/kaigaidp/cp/hawaii1stanniv/


 

 

 

「ｄポイント会員向け無料バス」の概要 

 

１． キャンペーン内容 

ハワイを周遊する路面バス「ＪＴＢ ＨｉＢｕｓ」（アラモアナルート）乗車の際、ｄポイントカード、ｄカード、モバイル

ｄポイントカードなどｄポイントの会員証をご提示いただくと、無料でご乗車いただけます。 

 

２． キャンペーン期間 

２０１９年１２月１日（日）～２０２０年１月５日（日）＜ハワイ時間＞ 

 

３． キャンペーン対象 

ｄポイントクラブ会員のお客さま 

 

４．運行ルート 

  

※ ③ハワイ・コンベンションセンターに停車するルートでの運行は２０１９年１２月５～７日、９日の期間のみです。 

 

５．キャンペーンホームページ 

https://docomo-kaigai.com/kaigaidp/cp/hawaii1stanniv/ 

 

６．ＨｉＢｕｓ詳細情報 

https://www.oliolihawaii.com/root_alamoana 

 

  

別紙３ 

https://docomo-kaigai.com/kaigaidp/cp/hawaii1stanniv/
https://www.oliolihawaii.com/root_alamoana


主なハワイｄポイント加盟店 

ショッピング 

店舗名 ロゴ 概要 

Ｔ ギャラリア ハワイ ｂｙ  ＤＦＳ 

（Ｔ Ｇａｌｌｅｒｉａ ｂｙ ＤＦＳ， Ｈａｗａｉ

ｉ） 

 

 

世界のトップブランドがそろうワイキキ唯一の公認免税店。 

時計・ジュエリー、ファッション、日本未発売のコスメやハワイのお土産

も豊富に取りそろえている。 

季節ごとのプロモーションやセールなども実施しているため、最新情報

をキャッチしてから訪れてみよう。 

グッド フィーリングス 

（Ｇｏｏｄ Ｆｅｅｌｉｎｇｓ） 

 
 

メイド・イン・ハワイにこだわったアイテムをそろえたセレクトショップ。  

サンゴ礁に無害な日焼け止めをはじめとしたコスメやヘルシーで     

ユニークなスーパーフード、レディース＆メンズアパレルなど幅広い    

ラインアップ。 

コンプリートキッチン 

（Ｔｈｅ Ｃｏｍｐｌｅａｔ Ｋｉｔｃｈｅｎ） 

 
 

カラフルで使い勝手のよいキッチン用品がそろうカハラ・モールの    

人気店。アメリカ本土やヨーロッパから取り寄せた逸品や、ハワイ柄   

キッチンタオルなどのショップ・オリジナルグッズ、パンケーキミックスや  

１００％ハワイ産コーヒーなど、調理器具から食品まで数千点を超える

充実度！  

サブライム（ＳＵＢＬＩＭＥ） 

  

日本では未販売のハワイローカルの人たちによって作られている厳選

されたアイテムがそろう、ワイキキの中心にあるギフトショップ。オーガ

ニックアイテムやスーパーフードに加え、アメリカや日本で注目されて

いる成分カンナビジオール（ＣＢＤ）アイテムなど、豊富な品ぞろえ。 

ベルヴィーハワイ 

（Ｂｅｌｌｅ Ｖｉｅ Ｈａｗａｉｉ） 

 
 

数々の女性誌やガイドブックに掲載されているセレクトコスメ店。日本  

未入荷のハワイで作られたコスメやサプリメントをはじめ、ヘルシーアイ

テムが豊富にそろう、日本の芸能人にも人気のショップ。ハワイの植

物を原料として作られたベルヴィー独自開発の自然派スキンケア商

品「ハワイアン・ボタニカルス・シリーズ」がとても人気。  

マキシ ハワイアンジュエリー 

（Ｍａｘｉ Ｈａｗａｉｉａｎ Ｊｅｗｅｌｒｙ） 

 
 

「永遠なる想い」をブランドコンセプトにハワイの伝統的な柄に現代的

な要素を加えた新スタイルのハワイアンジュエリー専門店。古き良き

伝統を現代的なデザインに昇華させたファッション性の高いデザイン

は必見。一つひとつ丁寧に彫りが施されたジュエリーは男女ともに使

えるアイテムも多く、種類も豊富で価格帯も幅広い。 

 

 

別紙４ 



レストラン 

店舗名 ロゴ 概要 

アイスモンスター ハワイ 

（ＩＣＥ ＭＯＮＳＴＥＲ ＨＡＷＡＩＩ） 

 
 

世界一のかき氷とも称される、台湾発のアイスモンスター。同店で使

われる氷は、フルーツや紅茶などをそのままの味で再現した「フレーバ

ーアイスブロック」。きめ細かく折り重なり、ふわふわの食感と優しい口

当たりに魅了される。人気Ｎｏ．１のメニュー「マンゴーかき氷」をはじ

め、ハワイでしか食べられない味が次々登場中！   

アロハテーブル 

（ＡＬＯＨＡ ＴＡＢＬＥ） 

  

日本で３０店舗以上展開するハワイアンレストラン「アロハテーブル」の

本店。日本人の味覚に合うようにアレンジされた本店オリジナルのメ

ニューが豊富で、特に自慢なのがハワイ州観光局が後援するアワー

ドのロコモコ部門１位に輝いた神戸ビーフのプレミアムロコモコ。神戸

ビーフのハンバーグにマッシュルームとオニオンのデミグラスソースをか

けた、不動の人気メニュー。 

イーティングハウス  １８４９  ア

ット インターナショナル マーケ

ット プレイス 

（ＥＡＴＩＮＧ  ＨＯＵＳＥ  １８４９ 

ＡＴ  ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ  ＭＡ

ＲＫＥＴ ＰＬＡＣＥ） 

 

 

ワイキキの中心にある同店のオーナーシェフは、ハワイのレストラン業

界をけん引するロイ・ヤマグチ氏。ハワイらしさを追求するリージョナ

ル・キュイジーヌをカジュアルに楽しめるレストランとして人気。ハワイ

のパニオロ（カウボーイ）たちの食文化をルーツに、五つの異なったカッ

トが楽しめる直火焼きステーキは必見。 

エッグスンシングス 

（Ｅｇｇｓ＇ｎ Ｔｈｉｎｇｓ） 

 
 

創業１９７４年の老舗、ふわふわ生地に山盛りホイップクリームがのっ

たパンケーキでおなじみ、ハワイパンケーキブームを巻き起こしたお

店。コンセプトは“ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ  ＡＬＬ  ＤＡＹ”なので、１日中パンケ

ーキやオムレツも味わうことができる。 

クルクル アラモアナシロキヤ店  

（ｋｕｌｕ ｋｕｌｕ） 

  

「街のケーキ屋さん」をコンセンプトにしたハワイ在住の日本人やロコ

に人気のお店。経験豊富な日本人シェフによって、丁寧に作られたケ

ーキは甘さ控えめで毎日食べても飽きのこない優しい味。定番のショ

ートケーキ、シュークリームをはじめ、月替わり限定の「マンスリー・ス

ペシャル」や行事ごとの限定ケーキも見逃せない。 

シェフ チャイ 

（Ｃｈｅｆ Ｃｈａｉ） 

 
 

ハワイでは知らない人がいないといわれるシェフの一人、チャイ・チャオ

ワサリー氏がオーナーシェフの同店は、ハワイの食材をふんだんに使

用したパシフィック  リム料理を中心に、フレンチのテクニックやアジア

ンテイストを巧みに取り入れた創作料理が楽しめる。数々の受賞歴を

持つチャイ氏の料理は、味はもちろん、見た目も芸術品のように美し

い。また、ベジタリアンやグルテンフリーのメニューも用意されているの

で、健康志向の人にもうれしいレストラン。  



ビルズ ワイキキ 

（ｂｉｌｌｓ Ｗａｉｋｉｋｉ） 

 
 

オーストラリア・シドニー発のオールデイダイニング。朝食からディナー

までシンプルで健康的なメニューがそろい、ローカルの食材を使って作

るハワイ限定メニューも要チェック。 

 

ダイニングエリアには自然光が降り注ぐ開放的な空間が広がってお

り、ワイキキの喧騒からは一線を画した雰囲気を感じることができる。  

フレスコ・イタリアン・レストラン 

（Ｆｒｅｓｃｏ  Ｉ ｔａｌｉａｎ  Ｒｅｓｔａｕｒａ

ｎｔ） 

 

 

イタリアンとハワイアンの長所を掛け合わせたオリジナルメニューが堪

能できる。明るい窓に囲まれた店内は、アロハスピリットを感じられる

たたずまいで、席数は１７０席以上とゆったり。エグゼクティブシェフを

務めるロデル・アイベイ氏の理念は材料の味を最大限生かすこと。そ

のこだわりを存分に楽しむには、コースメニューがオススメ。  

Ｂ ＆ Ｔ テラスダイニング 

（Ｂ＆Ｔ Ｔｅｒｒａｃｅ Ｄｉｎｉｎｇ） 

 
 

Ｂ＆Ｔテラスダイニングは、オープンエアーのリゾート感あふれるテラス

レストランです。滝の流れとトーチの火がハワイの雰囲気を満たしてく

れます。気心知れた人たちと集い語り合う、居心地の良い空間はゲス

トの皆さまもリラックスしてお過ごしいただけます。イタリアンフュージョ

ンのシーフードとステーキをカジュアルなテラス席で楽しんでいただけま

す。 

ロイズ ワイキキ 

（Ｒｏｙ＇ｓ Ｗａｉｋｉｋｉ） 

 
 

パシフィックリム クィジーンを世に広めたロイ・ヤマグチ氏の名店。定

番のお通し「ガーリック枝豆」から始まる、アペタイザー、メイン、デザー

トはどのメニューも味も見た目も楽しめる逸品ぞろいで見逃せない。新

鮮な食材を使った日替わりメニューも。心地よいオープンテラスバーで

は、気軽にアペタイザーと飲み物が楽しめるのもうれしい。  

ロッキー ジャパニーズステーキ

鉄板レストラン 

（ Ｒ Ｏ Ｃ Ｋ Ｙ  Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ Ｅ Ｓ Ｅ    

ＳＴＥＡＫ  ＴＥＰＰＡＮ  ＲＥＳＴＡ

ＵＲＡＮＴ） 

 

 

鉄板焼きの父と言われるロッキー青木のコンセプトレストランがオープ

ン。熟練のシェフによる鮮やかなナイフさばきと手品のような鉄板焼き

のパフォーマンスは必見。毎日入荷される新鮮な旬な野菜のほか、ス

テーキやチキン、ロブスターなどの鉄板焼き材料も厳選されたものば

かり。エンターテインメントと極上の鉄板焼きは、ハワイの特別な思い

出になること間違いなし。 

 

 

 

 

 

 

 

 



アクティビティー 

店舗名 ロゴ 概要 

アバサ ワイキキ スパ 

（ａｂｈａｓａ Ｗａｉｋｉｋｉ Ｓｐａ） 

 
 

すがすがしく心地よいハワイならではの空気を体感しながら、極上のエ

ステで身心ともにリラックスできるスパ。日中のガーデンでのエステでは、

鳥のさえずりを聞きながら爽やかな風と緑に囲まれ、身心ともにリフレッ

シュ。夕方からはキャンドルの灯のともるロマンティックな雰囲気の中、

優雅にリラックス。どちらもまさに心と体の癒やしのエステ。 

ネイルラボ（Ｎａｉｌｌａｂｏ）  

  

１９９５年にワイキキ初のネイルサロンとしてオープンしたネイルラボ。オ

ススメはもちろんハイビスカスアート。同店が元祖とまでいわれているハ

イビスカスアートは、デザインサンプルだけでも３００種類を超え、さらに

色を変えたり、ラメやストーンでアレンジすればバリエーションは数え切れ

ないほど。 

ハレハナワイキキ手作り体験

教室  

（Ｈａｌｅ Ｈａｎａ Ｗａｉｋｉｋｉ） 

 

 

手作りの楽しさをシェアできる場所として誕生したハレハナ・ワイキキ。こ

ちらで体験できるワークショップはサンドアートで作るジェルキャンドルや

ドリームキャッチャーの他、天然石で作るアクセサリーなど種類も豊富。

また、約１時間で出来上がるので、当日そのまま持ち帰れるのもうれし

いポイント！  

マップルアクティビティ 

（ＭＡＰＰＬＥ Ａｃｔｉｖｉｔｙ） 

 

 

旅をさらに盛り上げてくれる現地アクティビティーの予約ができる「まっぷ

るマガジン」や「ことリっぷ」の昭文社が運営するラウンジ。 

ツアー購入のお客さまには無料Ｗｉ－Ｆｉやベビーカーの無料レンタルな

ど充実の特典も。滞在中のスケジュールやレストラン予約の相談など、

日本人スタッフが丁寧に対応してくれるので安心！ 

 

ヨガアロハ ハワイ 

（Ｙｏｇａｌｏｈａ Ｈａｗａｉｉ） 

 
 

ワイキキ中心部にスタジオがあり、初級〜上級レベルに合わせたクラス

があるので、誰でも気軽にレッスンが楽しめる。ヨガマット無料貸し出しで

長期滞在の方には、チケットやパスのご利用がお得。また、ヨガ講師の

ライセンスを短期間で取得できる養成コースもあり。ヨガで心身ともにデ

トックスして、ハワイ滞在をエンジョイしよう。  

ワンズレンタカー 

（Ｏｎｅ＇ｓ Ｒｅｎｔ ａ ｃａｒ） 

 
 

日本で３００店舗以上展開しているワンズレンタカーのハワイ店は、日本

と同じサービスで、複雑な手続き一切なし。ご予約から貸し出し・トラブ

ル時の対応まで日本語でＯＫ。店舗はワイキキの中心部と空港店の２

店舗が使えるので、ご旅行のプランに合わせて利用できる。 

 

 


