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株式会社 N T T ドコモ 

 

ahamo を含むドコモの回線ご契約者さま限定キャンペーン！ 
「d カード」、「iD」、「d払い」のお買物で総額 5億円分をポイントバック！ 

 
株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、ahamo を含むドコモの回線をご契約のお客さまを対象に、「ドコモ   

ケータイ回線（ahamo 含む）ご契約者さま限定【d カード×iD×d 払い】d ポイント総額 5 億円分ポイントバック   
キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を、2022 年 12 月 1 日（木）から 2023 年 1 月 31 日（火）まで    
開催いたします。 

 
本キャンペーンでは、WEB エントリーの上、期間中に「d カード®」、「d カード（iD 決済）※1」もしくは、お支払い  

方法を「d カード」に設定した上で「d 払い®※2」を合計１万円（税込）以上ご利用※3いただいたお客さまを対象に、
総額５億円分の d ポイント（期間・用途限定）を山分けで進呈いたします。期間中の合計ご利用金額 1 万円 
（税込）を 1口とし、応募口数によって 5億円分のｄポイントを山分けで進呈いたします。※4 

さらに、期間中に「d 払い」のお支払い方法を「d カード」に設定し対象の d 払い加盟店で「d 払い」を 5 回以上  
ご利用、もしくは「d カード（iD）」※5で 5回以上ご利用いただいた場合、山分け口数が 2倍となります。 

なお、応募口数は、お一人さまにつき 20口を上限とさせていただきます。※6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

この機会にぜひ、ドコモの決済サービスをおトクにご利用ください。キャンペーン詳細は、別紙にてご確認ください。 
ドコモは今後も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。 
 
※1 「d カード プリペイド®」および「d払い（iD決済）」は対象外です。 
※2 一部の d払い加盟店での「d払い」のご利用は対象外となります。詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。 
※3 毎月のドコモの携帯料金、年会費、各種手数料などポイント進呈の対象外のお支払いは対象外です。 

詳細は d カードサイトをご確認ください。 
※4 キャンペーンの対象者は、ポイント進呈時にドコモの回線（ahamo 含む）をご契約されているお客さまです。ドコモの回線（ahamo  

含む）契約の有無は、ポイント進呈時にのみ判定いたします。エントリー時や各種決済サービスでのお支払い時は、ドコモの回線
（ahamo含む）契約の有無は判定いたしません。 

※5  「d カード」/「d カード GOLD」のカードでのご利用は回数のカウントの対象外です。 
※6  口数が 2倍となった際もお一人さまあたりの口数の上限は 20口となります。 
* 「d カード」「d払い」「iD」ロゴ、「d カード プリペイド」「d カード GOLD」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 コンシューママーケティング部  
メールアドレス︓dcard_risoku-ml@nttdocomo.com 
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キャンペーン概要 
 

1. キャンペーン名 
ドコモケータイ回線（ahamo含む）ご契約者さま限定 【d カード×iD×d 払い】dポイント総額 5億円分ポイント
バックキャンペーン 

 
2.エントリーおよびキャンペーン期間 
 〈エントリー期間〉 

2022年 11 月 30 日（水）午後 3:00～2023年 1月 31日（火）午後 11:59 
 〈キャンペーン期間〉 
 2022年 12月 1日（木）午前 0:00～2023年 1月 31日（火）午後 11:59 
 
3.概要 
期間中に、対象のお支払い方法で、合計 1 万円（税込）以上ご利用※1 いただいたくと、合計ご利用金額  
（税込）1 万円を 1 口として、総額５億円分の d ポイント（期間・用途限定）を応募口数に応じて山分けで 
進呈いたします。キャンペーン参加にはエントリーが必要で、キャンペーン対象者は、ポイント進呈時点でドコモの  
回線（ahamo含む）のご契約者さま※2です。 
さらに、期間中に d 払いのお支払い方法を「d カード」に設定し対象の d 払い加盟店で「d 払い®」を 5 回以上  
ご利用、もしくは「d カード®（iD）」※3で 5回以上ご利用いただいた場合、山分け口数が 2倍となります。 
なお、お一人さまあたりの応募口数は 20口が上限となります。※4 

 
4.対象のお支払い方法※5※6 
「d カード」/「d カード GOLD®」/「d カード（iD）」/「d払い（d カード決済）」 

 
5.対象のお店※7 
・d カード利用可能店舗 
・d払い加盟店（街・ネット・モバイルオーダー【予約・注文】） 
・iD利用可能店舗 
 

6.キャンペーンサイト 
詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。 
http://fw.dcard.docomo.ne.jp/cp_mail/rs/5okupointbackcp/  

 
※1 毎月のドコモの携帯料金、年会費、各種手数料などポイント進呈の対象外のお支払いは対象外です。詳細は d カードサイトをご確認  

ください。 https://d-card.jp/st/services/points/shopping.html 
※2 ドコモの回線（ahamo 含む）契約の有無は、ポイント進呈時にのみ判定いたします。エントリー時や各種決済サービスでのお支払い時は、

ドコモの回線（ahamo含む）契約の有無は判定いたしません。 
※3  「d カード」/「d カード GOLD」のカードでのご利用は回数のカウントの対象外です。 
※4 口数が 2倍となった際もお一人さまあたり上限口数は 20口となります。 
※5  対象カードにひもづく ETC カードのご利用も対象となります。 
※6  「d カード プリペイド®」、「d払い（iD決済）」のご利用分は本キャンペーンの対象外となります。 
※7 一部対象外の d払い加盟店があります。 
*「d払い」 「d カード」「d カード GOLD」「iD」ロゴ、「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 

http://fw.dcard.docomo.ne.jp/cp_mail/rs/5okupointbackcp/
https://d-card.jp/st/services/points/shopping.html


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 1,512 億ポイント 

┗ 提携先での利用 1,241 億ポイント 

d ポイント 加盟店数※2 523 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 ポイントを貯める・使うことができるお客さまの数を記載しています。 
※2 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※3 5 兆1,800 億円 

┗ d カード取扱高 3 兆8,200 億円 

┗ d払い取扱高※4 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※5 4,767 万契約 

決済・ポイント利用可能箇所※6 438 万か所 

┗ iD決済端末 設置箇所 195.9 万か所 

 
※3 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。 
※4 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。 
※5 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。 
※6 「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。 

 
 


