
2022 年 12 月 16 日 
株式会社 NTT ドコモ 

 
「＜2023春＞d カード U29応援キャンペーン」 

「＜2023春＞d カード GOLD入会＆利用特典増額キャンペーン」を実施 
～入会&利用特典と合わせて最大 21,000 ポイントをプレゼント︕～ 

 
株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、新生活を迎えるすべてのお客さまを応援するため、対象期間中に

「d カード®」「d カード GOLD®」にご入会いただいたお客さまを対象に、通常の入会＆利用特典に加えて、年齢
に応じて d ポイント（期間・用途限定）を追加で進呈する 2 つのキャンペーン（以下、本キャンペーン）を実施
いたします。 
 
■実施キャンペーン 
①「＜2023春＞d カード U29応援キャンペーン」 

期間 2022年 12月 20日（火）から 2023年 5月 31日（水） 

対象 
①18歳または 19歳※1のお客さま 

②20歳から 29歳までのお客さま 

内容 

①18歳または 19歳※1のお客さま 
「d カード」にご入会※2いただいた場合、対象のショッピングご利用金額※3に応じて 
15％分ポイント還元をする利用特典の上限を最大で 2,000ポイント増額いたします。 
 
②20歳から 29歳までのお客さま 
「d カード GOLD」にご入会いただいた場合、対象のショッピングご利用金額に応じて 
15％分ポイント還元をする利用特典の上限を最大で 10,000ポイント増額いたします。 

 
② 「＜2023春＞d カード GOLD 入会＆利用特典増額キャンペーン」 

期間 2022年 12月 20日（火）から 2023年 3月 31日（金） 
対象 30歳以上のお客さま 

内容 
「d カード GOLD」にご入会いただいた場合、対象のショッピングご利用金額に応じて 
15％分ポイント還元をする利用特典の上限を最大で 5,000ポイント増額いたします。 

 
本キャンペーンにより、「d カード」新規ご入会の 18 歳または 19 歳のお客さまには、d カード 入会＆利用特

典※4 と合わせて、最大で 6,000 ポイント、「d カード GOLD」ご入会の 20 歳から 29 歳のお客さまには、d カ
ード GOLD 入会＆利用特典※5 と合わせて、最大で 21,000 ポイント、「d カード GOLD」ご入会の 30 歳以
上のお客さまは d カード GOLD入会＆利用特典と合わせて、最大で 16,000ポイントの進呈となります。 

 

トピックス 



本キャンペーンの詳細については別紙をご覧ください。 
 
ドコモは、お客さまが「d カード」「d カード GOLD」をおトクで便利にご利用いただけるよう、今後もさまざまな特

典やサービスを提供してまいります。 
 
※ 本キャンペーンの特典を適用するには、入会翌々月末までのエントリーが必要です。 
※1 お申込み日時点の契約者年齢で判定いたします。（学生の方は d カード GOLD をお申込みいただけません） 
※2 入会には審査があり、ご希望に添えない場合があります。あらかじめご了承ください。 
※3 年会費、キャッシング、ドコモご利用料金など一部対象外があります。1 ポイント未満は切り捨てです。 
※4 「d カード 入会＆利用特典」の詳細は特典サイトにてご確認ください。 

https://dcard.docomo.ne.jp/std/campaigns/202206_hs/cpn-regular_tokuten/index.html 
※5 「d カード GOLD 入会＆利用特典」の詳細は特典サイトにてご確認ください。 

https://dcard.docomo.ne.jp/std/campaigns/202206_hs/cpn-gold_tokuten/index.html 
 
＊「d カード」「d カード GOLD」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本件に関するお問い合わせ先 
【報道機関】 

株式会社 NTT ドコモ 
コンシューママーケティング部 

第一コンシューママーケティング推進担当 
dcard-campaign-ml@ml.nttdocomo.com 

【お客さま】（無料） 
ドコモの携帯電話から ︓ 151 

一般電話などから ︓ 0120-800-000 



 

「＜2023春＞d カード U29応援キャンペーン」概要 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 内容 
キャンペーン名称 ＜2023春＞d カード U29応援キャンペーン 

キャンペーン期間 
申込期間 : 2022年 12月 20日（火）～2023年 5月 31日（水） 
入会期間 : 2022年 12月 20日（火）～2023年 7月 31日（月） 

対象カード 
① d カード(本会員) 
② d カード GOLD(本会員) 

対象のお客さま 

①  

(1) 入会のお申込み日時点で d カード契約者年齢が満 18歳または 19歳 
であること 

(2)期間中に「d カード」への新規お申込みを行い、翌々月末までに入会すること 
(3)ご入会翌々月末までに「d カード入会＆利用特典」へエントリーいただくこと 

②  

(1) お申込み日時点で d カード GOLD契約者年齢が 
満 20歳以上 29歳以下であること 

(2) 期間中に「d カード GOLD」への新規お申込みを行い、 
翌々月末までに入会すること 

(3) ご入会翌々月末までに「d カード GOLD入会＆利用特典」へ 
エントリーいただくこと 

特典内容 
ご入会日～ご入会翌々月末までのショッピングご利用金額の 
15％の dポイント（期間・用途限定）を進呈 

進呈ポイント数 
①  最大 dポイント(期間・用途限定)2,000 ポイント 
②  最大 dポイント(期間・用途限定)10,000ポイント 
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特典進呈時期 ご入会月の 5 か月後 
特典有効期限 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 

キャンペーンサイト 

・18 または 19歳のお客さま向け 
https://dcard.docomo.ne.jp/std/campaigns/202212_hs/cpn-
18-19regzougaku/index.html    
 
・20～29歳のお客さま向け 
https://dcard.docomo.ne.jp/std/campaigns/202212_hs/cpn-
U29goldzougaku/index.html 

※20歳以上 29歳以下のお客さまによる「ｄカード」への新規お申し込みについてはキャンペーン対象外となります。 
 

■「入会＆利用特典」と組み合わせたポイント進呈数 
①18歳または 19歳のお客さま 
合計最大進呈ポイント 6,000ポイント※ 

＜2023春＞d カード U29応援キャンペーン︓最大 2,000ポイント進呈 
d カード 入会＆利用特典︓最大 4,000ポイント進呈 
 
②20歳から 29歳のお客さま 
合計最大進呈ポイント 21,000ポイント※ 

＜2023春＞d カード U29応援キャンペーン︓最大 10,000ポイント進呈 
d カード GOLD入会＆利用特典︓最大 11,000ポイント進呈 
※進呈する d ポイントはすべて d ポイント（期間・用途限定）となり、有効期限は進呈日から 3 か月間となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

「＜2023春＞d カード GOLD入会＆利用特典増額キャンペーン」概要 
 
 
 
 

 
 
項目 内容 

キャンペーン 
名称 

＜2023春＞d カード GOLD入会＆利用特典増額キャンペーン 

キャンペーン 
期間 

申込期間: 2022年 12月 20日（火）～2023年 3月 31日（金） 
入会期間: 2022年 12月 20日（火）～2023年 5月 31日（水） 

対象カード d カード GOLD(本会員) 

対象のお客さま 
(1)お申込み日時点で d カード GOLD契約者年齢が満 30歳以上であること 
(2)期間中に「d カード GOLD」への新規お申込みを行い、翌々月末までに入会すること 
(3)ご入会翌々月末までに「d カード GOLD入会＆利用特典」へエントリーいただくこと 

特典内容 
ご入会日～ご入会翌々月末までのショッピングご利用金額の 15％の 
d ポイント（期間・用途限定）を進呈 

進呈ポイント数 最大 dポイント(期間・用途限定)5,000 ポイント 
特典進呈時期 ご入会月の 5 か月後 
特典有効期限 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 
キャンペーン 
サイト 

https://dcard.docomo.ne.jp/std/campaigns/202212_hs/cpn-
O30goldzougaku/index.html 

 
■「入会＆利用特典」と組み合わせたポイント進呈数 
合計最大進呈ポイント 16,000ポイント※ 
＜2023春＞d カード GOLD入会＆利用特典増額キャンペーン︓最大 5,000ポイント進呈 
d カード GOLD入会＆利用特典︓最大 11,000ポイント進呈 
※進呈する d ポイントはすべて d ポイント（期間・用途限定）となり、有効期限は進呈日から 3 か月間となります。 
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