
 

 
2 0 2 3年 1月 3 1日 
株式会社 NTT ドコモ 

 

「dポイント」「d払い」加盟店が拡大 
～すたみな太郎などで利用可能に～ 

 
株式会社 NTT ドコモ（以下ドコモ）は、「d ポイント」、「d 払い®」において、街のお店やネットのお買物でポイントが 

たまる・つかえる店舗「d ポイント加盟店（街のお店）」「d 払い加盟店（ネット）」「d 払い加盟店（街のお店）」を 
拡大いたします。詳細は、下表のとおりです。 
 
＜d ポイント加盟店（街のお店）＞ 

企業名 
店舗名 

(参考：営業店舗数) 
対象 
店舗数 

ポイント進呈 開始日 

株式会社 
江戸一 

すたみな太郎 
すたみな太郎 NEXT 

喰喰 
いっとう 

(80店舗) 

80 店舗 
100円［税込み］ 
ごとに 1 ポイント 

2023年 1月 31日(火) 

 

＜d払い加盟店（ネット）＞ 

企業名 
サイト名 
(内容) 

ポイント進呈 開始日 

株式会社 NTT Sports X 

浦安 D-Rocks オンラインショップ 
(グッズショップ) 

200円［税込み］ 
ごとに 1 ポイント 

2022年 12月 26日(月) 

Club D-Rockers 
(ファンクラブ) 

200円［税込み］ 
ごとに 1 ポイント 

2022年 12月 26日(月) 

株式会社ストアフロント 
ポケットバックアップ 

(セキュリティ) 
200円［税込み］ 
ごとに 1 ポイント 

2023年 1月 5日(木) 

  

トピックス 



＜d払い加盟店（街のお店）＞ 

企業名 
店舗名 

(参考：営業店舗数) 
対象 
店舗数 

ポイント進呈 開始日 

株式会社つるや 

つるや (15店舗) 
シューズカンパニー (11店舗) 
ハートフラッター (1店舗) 
アスリートロッカー (1店舗) 

トライ (1店舗) 
SKY (1店舗) 

30店舗 
200円［税込み］ 
ごとに 1 ポイント 

2022年 12月 1日(木) 

株式会社 
遠野施設管理サービス 

赤羽根スキー場 
ロッジ赤羽根 

(1店舗) 

1店舗 
※1 

200円［税込み］ 
ごとに 1 ポイント 

2023年 1月 4日(水) 

ジェイアール東海バス 
株式会社 

ジェイアール東海バス 
（106 か所） 

106 か所 
※2 

200円［税込み］ 
ごとに 1 ポイント 

2023年 1月 11日(水) 

大一興業株式会社 

大よし 
大よし本店 

BUON GRANDE ARIA 
(3店舗) 

3店舗 
200円［税込み］ 
ごとに 1 ポイント 

2023年 1月 31日(火) 

※1 リフト券の購入に利用可能 
※2 「ジェイアール東海バス名古屋旅行センター 名古屋駅（新幹線口）窓口」2 か所、「ジェイアール東海バス静岡駅窓口 静岡駅（北口）窓口」1 か所で 

利用可能。さらにジェイアール東海バス株式会社が運行するバス車内にて運賃の支払い時に利用可能。 
 

ドコモは、「d ポイント」、「d 払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう
努めてまいります。 
 
※  記載の店舗数は、発表日現在の店舗数となります。 
※  記載の開始日は、発表日現在の予定日となります。 
＊  「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 

第一カスタマーサクセス部 営業推進担当 
pr-partner-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 

mailto:pr-partner-ml@nttdocomo.com


参考 
 
 

「dポイント」 「d払い」 「iD」 「d カード」 の事業データ 
 
■「d ポイント」 
 

契約数、取扱高等 2022年 9月末時点 

d ポイントクラブ会員数 9,170万契約 
┗ d ポイントカード登録数※1 6,045万契約 

d ポイント利用※2 1,512億ポイント 
┗ 提携先での利用※2 1,241億ポイント 

d ポイント 加盟店数※3 523社 
d ポイント 加盟店ブランド数 786 ブランド 
d ポイント 利用可能店舗数 99,849店舗 

 
※1 利用者の情報を登録することで、提携先で dポイントをためる・つかうことができるお客さまの数を記載しています。 
※2 2022年度実績（2022年 4月-9月） 
※3 街のお店は d ポイントカードのご提示で、ネットのお店は dポイントの連携で、支払い方法に関係なく、ポイントがたまる・つかえるお店です。 

 
■「d払い」 「iD」 「d カード」 

 
契約数、取扱高等 2022年 9月末時点 

金融・決済取扱高※4※5 5兆 1,800億円 
┗ d カード取扱高※5 3兆 8,200億円 
┗ d払い取扱高※5※6 9,250億円 

d カード契約数 1,623.1万契約 
┗ d カード GOLD契約数 930.2万契約 

d払いユーザー数※7 4,767万契約 
決済・ポイント利用可能箇所※8 438万か所 

契約数、取扱高等 2022年 12月末時点 

（決済・ポイント利用可能箇所） 

┗ iD決済端末 設置箇所 
 

200.9万か所 
 
※4 d カード、iD、d払い、ダイレクトキャリアビリング、ドコモ払い等の取扱高の延べ金額です。 
※5 2022年度実績（2022年 4月-9月） 
※6 d払いコード決済およびネット決済、d払い（iD）決済、ドコモ払い決済の取扱高の合計です。 
※7 d払いアプリダウンロード数と d払い（iD）会員数の合計です。 
※8 「決済・ポイント利用可能箇所」は dポイント・iD・d払い決済（コード決済およびネット決済）利用可能箇所の合計です。 


