
 

 

 

 

2 0 2 0 年 6 月 1 0 日 

株 式 会 社 ビ ッ ク ・ マ マ 

株式会社ＮＴＴドコモ 東北支社 

 

ビック・ママ/メンテナンスコラボ及びROSE DALEがｄポイント加盟店に 

～7月10日（金）からサービス開始～ 
 

株式会社ビック・ママ（以下、ビック・ママ/メンテナンスコラボ、ROSE DALE）は、2020 年 7 月 10 日（金）から、

株式会社ＮＴＴドコモ（以下、ドコモ）が提供するｄポイントの加盟店となります。 

d ポイントは、個人名義の方ならどなたでも無料でご入会いただけるドコモのポイントプログラムで、ドコモの 

回線をお持ちでないお客さま
※１

もお申込みいただけます。 

このたび、ビック・ママ/メンテナンスコラボ及び ROSE DALE では、お支払い時に d ポイントカード※２、d カード
®、d カード GOLD®、d カード プリペイド®（以下、d ポイントカードなど）をご提示いただくことで、一回のお支払い

につき 100 円（税込）ごとに 1 ポイントの d ポイントがたまります。たまった d ポイントは、d ポイント加盟店での 

お支払いなどにご利用いただけます。d ポイントのご利用には、ドコモショップや WEB による利用者情報登録が

必要です。 

 

株式会社ビック・ママは全国に「ビック・ママ/メンテナンスコラボ」を 71 店舗、ネイルサロン「ROSE DALE」を  

4 店舗展開しています。ビック・ママ/メンテナンスコラボではパンツの丈詰めなどの洋服サイズの調整、ほつれ・ 

破れ補修、デザイン変更、通園グッズ作成から、バッグ・靴・アクセサリーの修理、クリーニングまでファッション

全般のメンテナンスサービスをご提供しております。ROSE DALE では、お客様のライフスタイルやお爪の状態に

合わせて、資格を持ったネイリストが高い技術力とデザイン性をもって、一人ひとり丁寧にカウンセリングを行っ

た上で、半年後・1 年後もお客様の指先がキレイに保てるよう、ケアに力を入れております。どちらも、たくさんの

方に好評いただいております 

 

ドコモは、d ポイントの利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、たのしく、満ち足りた生活になるよう努

めてまいります。 

  

 

 

 

 



【ビック・ママ/メンテナンスコラボ及び ROSE DALE の d ポイント取り扱い概要】 

１．d ポイントサービス開始日  

2020 年 7 月 10 日（金） 

 

２．d ポイントがご利用いただける店舗 

   ■ビック・ママ/メンテナンスコラボ 

   ・青森エルム店 （青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻 517-1 エルム 1F） 

   ・盛岡工場 （岩手県盛岡市材木町 2-22-1F） 

   ・フェザン店 （岩手県盛岡市盛岡駅前通 1-44 盛岡フェザン 2FＬ） 

   ・北目町店 （宮城県仙台市青葉区北目町 6-6） 

   ・ララガーデン長町店 （宮城県仙台市太白区長町 7-20-5 ララガーデン長町 2F） 

   ・エスパル店 （宮城県仙台市青葉区中央 1-1-1 本館 1F） 

   ・セルバ店 （宮城県仙台市泉区泉中央 1-4-1 セルバ 2F） 

   ・仙台パルコ店 （宮城県仙台市青葉区中央 1-2-3 仙台パルコ B1F） 

   ・アズ店 （山形県山形市七日町 1-2-39 アズ七日町 1F） 

   ・エスパル郡山店 （福島県郡山市燧田 195 エスパル郡山 1F） 

   ・丸ビル店 （東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸ビル B1F） 

・ルミネ新宿店 （東京都新宿区西新宿 1-1-5 ルミネ新宿 1-5F） 

・新宿アルタ店 （東京都新宿区新宿 3-24-3 新宿アルタ B2F） 

・中野丸井店 （東京都中野区中野 3-34-28 中野丸井 1F） 

・千駄ヶ谷店 （東京都渋谷区千駄ヶ谷 3-35-4 CO ハイツ 1F） 

・アトレ目黒店 （東京都品川区上大崎 2-16-9 アトレ 1-3Ｆ） 

・渋谷店 （東京都渋谷区神山町 4-14 白洋舎・第三共同ビル 1F） 

・渋谷 109 店 （東京都渋谷区道玄坂 2-29-1 渋谷 109-B1F） 

・六本木ヒルズ店 （東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー ウェストウォーク 6F） 

・アトレ亀戸店 （東京都江東区亀戸 5-1-1 アトレ 3F） 

・二子玉川高島屋店 （東京都世田谷区玉川 3-17-1 二子玉川高島屋 SC 南館 1F） 

・メトロ M 後楽園店 （東京都文京区春日 1-2-3 メトロ M 後楽園 B1F） 

・錦糸町テルミナ店 （東京都墨田区江東橋 3-14-5 テルミナ 4F） 

・ルミネ北千住店 （東京都足立区千住旭町 42-2 ルミネ北千住 7F） 

・ルミネ池袋店 （東京都豊島区西池袋 1-11-1 ルミネ７F） 

・アトレ秋葉原店 （東京都千代田区外神田 1-17-6 アトレ秋葉原 1-3Ｆ） 

・アトレ恵比寿店 （東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5 本館 6F） 

・グランデュオ蒲田店 （東京都大田区西蒲田 7-68-1 グランデュオ蒲田 西館 4F） 

・アトレ上野店 （東京都台東区上野 7-1-1 アトレ上野七番街 2F） 

・ルミネ有楽町店 （東京都千代田区有楽町 2-5-1 ルミネ有楽町 1-7F） 

・錦糸町パルコ店 （東京都墨田区江東橋 4-27-14 錦糸町パルコ 2F） 

・フレンテ笹塚店 （東京都渋谷区笹塚 1-47-1 フレンテ笹塚 1F） 

・メンテナンスコラボグランエミオ大泉学園店（東京都練馬区東大泉 1-28-1 グランエミオ大泉学園 1F） 

・エミオ石神井公園店 （東京都練馬区石神井町 3-23-10） 

・アトレ吉祥寺店 （東京都武蔵野市吉祥寺南町 1-1-24 東館地下 1F） 

・メンテナンスコラボ 東小金井店 （東京都小金井市梶野町 5-1-1 nonowa 東小金井） 



・ひばりヶ丘パルコ店 （東京都西東京市ひばりヶ丘 1-1-1 ひばりヶ丘パルコ 1F） 

・ルミネ立川店 （東京都立川市曙町 2-1-1 ルミネ立川 1F） 

・八王子東急スクエア店 （東京都八王子市旭町 9-1 八王子東急スクエア 8F） 

・ルミネ町田店 （東京都町田市原町田 6-1-11 ルミネ 8F） 

・南町田グランベリーパーク店 （東京都町田市鶴間 3-3-1 グランベリーパーク ステーションコート１F） 

・新所沢パルコ店 （埼玉県所沢市緑町 1-2-1 PARCO 館 B1F） 

・ペリエ稲毛店 （千葉県千葉市稲毛区稲毛東 3-19-11 ペリエ稲毛 コムスクエア W-14） 

・アトレ川崎店 （神奈川県川崎市川崎区駅前本町 26-1 アトレ川崎１F） 

・ルミネ横浜店 （神奈川県横浜市西区高島 2-16-1 ルミネ横浜 3F） 

・日吉東急店 （神奈川県横浜市港北区日吉 2-1-1 日吉東急アベニュー本館 2F） 

・シァル鶴見店 （神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 1-1-2 シァル鶴見 4F） 

・マークイズみなとみらい店 

 （神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-5-1 マークイズみなとみらい B2F） 

・たまプラーザ東急店 （神奈川県横浜市青葉区美しが丘 1-7 たまプラーザ東急百貨店 B1F） 

・たまプラーザテラス店 （神奈川県横浜市青葉区美しが丘 1-1-2 外たまプラーザゲートプラザ B2F） 

・青葉台東急スクエア店 （神奈川県横浜市青葉区青葉台 2-1-1 青葉台東急ｽｸｴｱＮｏｒｔｈ-1-2F） 

・ラスカ平塚店 （神奈川県平塚市宝町 1-1 平塚ラスカ 4F） 

・ラスカ茅ヶ崎店 （神奈川県茅ヶ崎市元町 1-1 ラスカ茅ヶ崎 2Ｆ） 

・メンテナンスコラボ 柏高島屋ステーションモール店  

（千葉県柏市末広町１番１号 柏高島屋ステーションモール S 館 1F） 

・イクスピアリ店 （千葉県浦安市舞浜 1-4 イクスピアリ１F） 

・アトレ松戸店 （千葉県松戸市松戸 1181 アトレ松戸 5F） 

・浦和パルコ店 （埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 11-1 浦和パルコ B1F） 

・ルミネ大宮店 （埼玉県さいたま市大宮区錦町 630 ルミネ大宮 1-5F） 

・西武本川越ペペ店 （埼玉県川越市新富町 1-22 西武本川越 PePe2F） 

・ルクアイーレ店 （大阪府大阪市北区梅田 3-1-3 ルクアイーレ 7F） 

・天王寺ミオ店 （大阪府大阪市天王寺区悲田院町 10-48 天王寺ミオ プラザ館 3F） 

・京都ラクエ店 （京都府京都市下京区函谷鉾町 101 LAQUE 四条烏丸 3F） 

・京都ポルタ店 （京都府京都市下京区東塩小路町 902 番地 京都駅前地下街ポルタ 231 番） 

・ピオレ明石店 （兵庫県明石市大明石町 1-1-23 1F） 

・紙屋町シャレオ店 （広島県広島市中区紙屋町一丁目地下街 614 号） 

・エキエ広島店 （広島県広島市南区松原町 1-2 ekie2F） 

 

   ■ROSE DALE 

   ・ROSEDALE Abeille エスパル店 （宮城県仙台市青葉区中央 1-1-1 エスパル本館 1F） 

   ・Chou Chou セルバ店 （宮城県仙台市泉区泉中央 1-4-1 SELVA2F） 

   ・ROSEDALE ララガーデン長町店 （宮城県仙台市太白区長町 7-20-5 ララガーデン長町 2F） 

   ・ROSEDALE 本店 （宮城県仙台市青葉区中央 1-8-33-2F） 

 

※実施店舗が変更になる場合がございます。 



■お客さまご利用イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ お申込みには「d アカウント
®
」が必要です。 

※２ d ポイントカードは、ビック・ママ/メンテナンスコラボ、ROSE DALE をはじめｄポイント加盟店（一部店舗を除く）および全国の     

ドコモショップで配布します。 

※ 「d カード」「d カード GOLD」「d カード プリペイド」「DCMX」「DCMX GOLD」「d マーケット」「d アカウント」は株式会社ＮＴＴドコモの  

登録商標です。 

 

 

 

 

 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

株式会社ＮＴＴドコモ 東北支社 広報室 阿久津・五十嵐 TEL：022-752-5110 

株式会社 ビック・ママ 加賀 TEL：022-223-5328 

 

全国の d ポイント加盟店でのお買い物やドコモの月々の携帯電話ご利用料金、機種変更代金、 

d マーケット
®
などで利用可能 

「ビック・ママ/メンテナンスコラボ」

「ROSE DALE」でのお支払い 

「ビック・ママ/メンテナンスコラボ」「ROSE DALE」での 

お支払いに d ポイントがつかえる 

※d カード（「d カード GOLD」「DCMX
®
」「DCMX GOLD」を含む）での 

お支払なら 100 円（税込）につき 1 ポイントの d ポイントがたまるので、 

上記と合わせて合計 100 円につき 2 ポイントたまります。 

※DCMX、DCMX GOLD の方は d ポイントカードの提示が必要です。 

ドコモの d ポイントカードなどを 

ご利用のお客さま 

d ポイントカードなどのご提示で、お買上げ代金 

100 円（税込）につき d ポイントが 1 ポイントたまる 

 


