特典充実！ 便利でおトクなカード

便利な
使い方

詳しくは右の
QRコードから！

この機会に dカードに入会しませんか？

dカードサイト

dポイント（期間･用途限定）

どんなサービス？

最大

クレジットカード、電子マネー
「iD」
、dポイントカード
の機能が1枚に。ご利用に応じて選べる特典もあり、
さまざまな補償もついて、万が一のときもあんしん

dカード GOLDの方は
こちらからエントリー

で便利なカードです。

選べる2種類、充実の特典！

11,000

ポイント
進呈！

要Web
エントリー

dカード
GOLD

お申込み月の翌々月末までにご入会、
ご入会月の翌々月末までに
Webエントリー＆ご利用で

ご入会日〜ご入会翌々月末までの
ショッピングご利用分
dポイント

+15％還元!

dポイント（期間･用途限定）

年会費11,000円（税込）＊2

最大

年会費永年無料

対象のドコモケータイ＊1および
「ドコモ光＊3」
ご利用料金＊4

年会費永年無料で
ポイントも割引も！

10%還元 ！
＊5

dカードの方は
こちらからエントリー

4,000
dカード

※年会費やキャッシングご利用分、
ドコモご利用料金など

ポイント
進呈！

一部対象外となるご利用があります。

進呈時期
ご入会月から
5か月後

要Web
エントリー

1,000円（税抜）ごとに税抜金額の10％還元
dカードのお支払いで

dポイント加盟店で
提示でたまる
（例）

100 円（税抜）につき1ポイント

※dポイント進呈率は各社により異なり
ます。

さらに

GOLD

dカード
なら

dポイントをつかう

1ポイント＝1円からつかえる
※各社により利用方法など条件が異なりま
す。※dポイントのご利用にはご利用者の登
録が必要です。

ご利用額に応じて選べる特典
年間のご利用額＊6＊7に応じて

最大2万円相当の選べる特典を進呈

dカードの決済でたまる

さらにおトクなdカード特約店

100 円（税込）につき1ポイント

マツモトキヨシやＥＮＥＯＳなどでの
ご利用がさらにおトクに！

※キャッシングご利用分など一部のお支払い
はポイント対象外となります。詳しくは
「d
カードサイト」
をご確認ください。

万が一のときもあんしん
ｄカードケータイ補償

万が一の紛失・盗難、修理不能
（水濡れ・全損）
を
ご購入＊8から3年間

最大10万円補償＊

※詳しくは
「dカードサイト」
をご確認くだ
さい。

国内・ハワイ空港ラウンジが無料！
あなたの旅のパートナーに。国内、ハワイの
主要空港でラウンジが無料＊9

＊あらかじめご利用携帯電話として登録された携帯電話が対象です。必要なお手続きや条件など詳しくは
「ｄカードサイト」
をご確認ください。

dカードでインターネットショッピングを楽しもう！

ｄカード 本人認証設定方法
（3Dセキュア）

dカードサイト
から

赤枠内のタブで「ワンタ 「カード有効期限」
など
イムパスワードを利用す の必要情報を入力し、
る」を選択した後、赤枠 『次へ進む』
をタップ。
のボタンからお申込み。

詳しくは
こちら▶

d払い×dカードでポイント最大三重ドリ！
d払いのお支払い方法で
dカードを設定しておくと

1.0%還元

クレジットのお支払い金額に応じて
100円
（税込）
につき1ポイント

※キャッシングご利用分など一部のお
支払いはポイント対象外となります。

d払いかつdポイント対応のお店で
dポイントカードを提示すると

1.0%還元

dポイントを
100円
（税込）
につき1ポイント

※ポイント還元率1％のお店の場合

d払い対応のお店で
d払いをつかうと

この場合

0.5%還元 2.5%
＊10＊11＊12

お買物代金に応じて
200円
（税込）
につき1ポイント

※d払いお支払い金額200円（税込）につき1ポイント

の
dポイントが
たまる！

※お店によりポイント還元率や対象となる金額が税込額・税抜額かの違いや一部対象外となる商品がございます。詳しくはｄポイントクラブサイト
「たまる・つかえるお店」
よりご確認ください。

お申込みは、便利であんしんな
ワンタイムパスワードのご利用をおすすめします。

dカードユーザーのための家計管理アプリ

本人認証サービスの 「メールアドレス」
「利用開
入力内容に問題ない 始パスワード」
「パーソナ
場合は『同意する』を ルメッセージ」を入力し、
『確認する』をタップ。
タップ。

入力内容に問題な
ければ『決定する』
をタップ。

お申込み完了。

家計・資産の
計画的な管理を
サポート
お金の出入りを
見える化

dカード利用明細
を自動反映して
食費や日用品など
に自動分類してグ

ラフ表示します。

dアカウントで
ログイン
するだけ！
dカードやdポイントなど
のドコモの金融関連サー
ビスと自動連携します。
銀行やクレジットカードも
個別に連携が可能です。

アプリの
ダウンロードは
こちら▶

基本機能は月額無料！

とことんつかいたい方向けに
プレミアムオプション
月額500円
（税込）
もあります！
詳しくは
こちら▶

お申込み後、利用開始メールが届きますので、
メールに記載のURLをそれぞれタップしアプリのダウンロード・アプリの初期設定をお願いします。

※登録できるカードはdカードを含むVisa、Master、American Express、JCBカードです。また、本人認証サービス
（3Dセキュア）
の設定されたカードが必要です。
＊1 ahamoは対象外となります。＊2 dカード GOLDはご利用にかかわらず、
年会費がかかります。＊3 ｄカード GOLDのご利用携帯電話番号をペア
回線
（
「ドコモ光」
と対になる携帯電話回線）
として設定した場合は、
進呈するポイント数はペア回線のポイント進呈率を適用して算定いたします(ペア回
線契約者がｄポイントクラブ会員に限ります)。ペア回線を設定しない場合は
「ｄアカウントのドコモ光契約ID登録」
をすることでポイント進呈の対象と
なります
（ｄアカウント保有者がｄポイントクラブ会員に限ります）
。＊4 ポイント進呈の対象となるドコモのケータイおよび
「ドコモ光」
のご利用金額は、
各種割引サービス適用後の基本使用料、通話・通信料、付加機能使用料、
ユニバーサルサービス料の金額となります
（ただし、一部のご利用金額はdポ
イント進呈の対象外となります。また、
ケータイのご購入代金、
消費税などもdポイント進呈の対象外となります）
。＊5 dカード GOLDのご利用携帯電
話番号としてご登録の携帯電話番号(もしくはdアカウント)が対象となり、
dポイント進呈先となります。dポイントクラブ会員を対象としたポイント進呈
(1%)と、
「dカード GOLD特典」
としてのポイント進呈(9%)の合計となり、
「dカード GOLD特典」
分の進呈ポイントはdポイントクラブのステージ判定
対象外となります。＊6 ご利用額累計期間
（利用日）
：12月16日〜翌年12月15日まで。電子マネーのチャージ代金
（dカード プリペイドチャージを除
く）
、金利、
再発行手数料等一部対象外あり。＊7 適用には条件があります。詳細は
「dカードサイト」
をご確認ください。＊8 新たに同一機種・同一カラ
ーの携帯電話をdカード GOLDで購入した場合が対象となります。＊9 一部対象外の空港ラウンジがあります。＊10 dカード以外のクレジットカード
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をお支払い方法に設定された場合は、dポイントの進呈対象外となります。
＊11 一部の加盟店または店舗は、dポイントの進呈対象外となります。
＊12 加盟店の商品・サービスによっては、dポイントの進呈対象外となることがあります。※ｄカード/dカード GOLDご入会には一定の審査がござい
ます。
【dカード/dカード GOLD入会&利用特典について】
※家族カードへのご入会、
家族会員からのエントリーは特典進呈の対象外です。※dポイント
（期
間・用途限定）
の有効期限は進呈日から3か月間です。※dポイントの進呈先はご利用のdカード/dカード GOLDのポイント進呈先としてご登録いただいた
「ご利用携帯電話番号」
または
「dアカウント」
をお持ちのｄポイントクラブ会員さまです。
ご利用携帯電話番号の登録がない場合や、
ｄポイントクラブ未入会・
退会の場合は特典の進呈対象外となります。※本特典はdカード/dカード GOLDをお申込み後、
お申込みの翌々月末までにご入会いただき、
ご入会の翌々
月末までに本特典サイトにてエントリー手続きをされた方が対象です。決済ポイント
［100円
（税込）
につき1ポイント］
に加えて、
対象期間中のショッピングご
利用金額の15%のポイントを進呈いたします。※年会費やキャッシングご利用分、
ドコモご利用料金など一部対象外となるご利用があります。詳細はdカード
サイトにてご確認ください。※店舗からの売り上げ情報が当社の集計日を過ぎても到着しなかった場合、
本特典の対象とならない場合があります。※iモード
からのエントリーぺージへのアクセスはできません。▶特典・キャンペーンの内容は、
予告なく変更する場合や期間を延長する場合、
繰り返し実施する場合が
あります。※最新の特典内容・ご注意事項などは、
「dカードサイト」
をご確認ください。▶dカード/dカード GOLDご入会には一定の審査がございます。
ahamoのお客さまへの提供条件については「ドコモのホームページ」または「ahamoのホームページ」をご確認ください。 ※画面はイメージです。
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