
 

 

 

プレスリリース 2023 年 2 月 6 日 

NTT レゾナント株式会社 

OCN モバイル オンラインショップで d ポイントプレゼントキャンペーンを開始 

～対象端末の購入＆d アカウント連携で最大 17,000pt の d ポイントを進呈～ 

https://onlineshop.ocn.ne.jp/category/CP_DP17000/ 

 
NTT レゾナント株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：楠木 健、以下 NTT レゾナント)

は、「OCN モバイル オンラインショップ」において、対象端末のご購入等の条件を満たす方に最大

17,000 ポイントの d ポイントを進呈するキャンペーンを、2023 年 2 月 6 日(月)11 時から 2023 年 3

月 28 日(火)11 時まで開催します。 

あわせて、「OCN モバイル オンラインショップ」にて「Zenfone 9」と「edge 30 

pro(8GB/128GB)」を本日販売開始します。両機種は販売開始と同時に本キャンペーンの対象端末とな

ります。 

 

1. キャンペーン概要 

キャンペーン期間中、「OCN モバイル オンラインショップ」で「OCN モバイル ONE」(音声対応

SIM のみ)の SIM と対象端末をセットでご購入の方のうち、下記の条件をすべて満たしたお客さま

に、最大 17,000 ポイントの d ポイントを進呈します。 

 

(1) キャンペーン期間 

2023 年 2 月 6 日(月) 11:00 ～2023 年 3 月 28 日(火) 11:00 

※キャンペーンは予告なく変更や終了する場合がございます 

(2) ポイント進呈時期 

お申込みされた対象商品に係る OCN ID と d アカウントの連携が完了した月の翌月末まで 

※d ポイントの進呈は予告なく遅れる場合がございます 

 (3) 進呈ポイント 

 最大 17,000 ポイント(通常ポイント) 

 進呈ポイントは対象商品ごとに異なるため、詳細は下記の「対象商品一覧表」をご確認ください。 

(4) 条件 

① 当キャンペーン期間中に、以下に記載の「対象商品」をお申し込みされた方 

https://onlineshop.ocn.ne.jp/category/CP_DP17000/


 

 

② ①によりお申込みされた「OCN モバイル ONE」が「音声対応 SIM」であり、かつ新規電話番

号にてお申込みされた方 

※データ通信専用 SIM、SMS 対応 SIM、および音声対応 SIM による MNP でのお申込みは、キャンペーンの対

象外となります。 

③ ①のお申込みにて払い出された OCN ID と d アカウントを当キャンペーン期間中に連携された

方 

なお、上記条件を満たしていても、キャンペーン対象とならない場合があります。詳細は下記

キャンペーンページよりご確認ください。 

d ポイントプレゼントキャンペーン：https://onlineshop.ocn.ne.jp/category/CP_DP17000/ 

※d アカウント及び d ポイントは株式会社 NTT ドコモが提供するサービスです。d アカウントの登録は無料です。 

【対象商品一覧表】(*1) 

商品名 価格(税込) 進呈ポイント 

iPhone 12 mini 64GB ¥90,310 16,000pt 

iPhone 12 mini 128GB ¥94,710 17,000pt 

iPhone SE (第 3 世代) 64GB ¥57,310 10,000pt 

iPhone SE (第 3 世代) 256GB ¥81,510 14,000pt 

AQUOS sense7 ¥48,200 8,000pt 

Xiaomi 12T Pro ¥94,695 17,000pt 

Zenfone 9 ¥96,499 17,000pt 

edge 30 pro 8GB/128GB ¥83,499 15,000pt 

 

2. 販売開始するスマートフォンの概要 

(1) 販売開始 2023 年 2 月 6 日(月) 11:00 

(2) 対象商品(*1) Zenfone 9、edge 30 pro(8GB/128GB) 

   

左：Zenfone9、右：edge 30 pro(8GB/128GB) 

https://onlineshop.ocn.ne.jp/category/CP_DP17000/


 

 

(3) 価格 

①Zenfone 9 

通常価格 96,499 円(税込) 

他社からの乗り換え時(MNP)  77,799 円(税込) 

詳細はこちら：

https://onlineshop.ocn.ne.jp/category/ANDROID/NEWZRS00ZENFONE91280000.html 

② edge 30 pro(8GB/128GB) 

通常価格 83,499 円(税込) 

他社からの乗り換え時(MNP)  64,799 円(税込) 

詳細はこちら：

https://onlineshop.ocn.ne.jp/category/ANDROID/NEWZRS000EDGE30P1280000.html 

(4) 販売店舗 

 OCN モバイル オンラインショップ： https://onlineshop.ocn.ne.jp/ 

※本商品はドコモショップではご購入いただけません。 

(5) 端末スペック 

【Zenfone 9】 

機種名 Zenfone 9 

型番 ZF9-BK8S128/ZF9-BL8S128 

カラー ミッドナイトブラック/スターリーブルー 

サイズ 

 (高さ x 幅 x 厚さ) 
約 146.5mm x 約 68.1mm x 約 9.1mm 

質量 約 169g  

OS Android™ 12 (ZenUI) 

CPU 
Qualcomm® Snapdragon™ 8+ Gen 1 

オクタコア 3.2GHz 

メモリ 
RAM：8GB 

ROM：128GB 

外部メモリ - 

ディスプレイ 

約 5.9 インチ 

2,400×1,080 (フル HD+)〔1〕 

AMOLED ディスプレイ 

バッテリー 4,300mAh 

コネクタ USB Type-C 

アウトカメラ 広角 5,000 万画素 + 超広角 1,200 万画素 

インカメラ 広角 1,200 万画素 

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 

https://onlineshop.ocn.ne.jp/category/ANDROID/NEWZRS00ZENFONE91280000.html
https://onlineshop.ocn.ne.jp/category/ANDROID/NEWZRS000EDGE30P1280000.html
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Bluetooth® Bluetooth® 5.2 

NFC 対応 

Felica 対応 

SIM nanoSIM/nanoSIM 

通信方式 

5G：n1/2/3/5/7/8/12/20/28/38/77/78〔2〕 

LTE：

B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/42 

3G：B1/2/4/5/6/8/19 

GSM：850/ 900/1,800/1,900MHz 

生体認証 指紋認証/顔認証 

防水/防塵〔3〕 IP65/IP68 

本体付属品 
USB AC アダプターセット〔4〕/SIM イジェクトピン/専用ケース/ 

ユーザーマニュアル/製品保証書 

〔1〕 リフレッシュレートは「設定」から、自動/120Hz/90Hz/60Hz を選択可能です。アプリによっては、高リフ

レッシュレートに対応していない場合があります。 

〔2〕 5G 通信可能なエリア内において、待ち受け時は「5G」の表示となりますが、データ通信中は「4G」となる

場合があります。 

〔3〕 防水・防塵性能は永久的に維持されるものではなく、通常使用や経年劣化によって性能が低下する可能性があ

ります。 水濡れによる破損は、製品保証対象外となります。製品保証の詳細に関しては、同梱されている「製

品保証書」をご確認ください。 

〔4〕 USB AC アダプターセットには、USB チャージャー、USB Type-C ケーブルが含まれています。 

【edge 30 pro(8GB/128 GB)】 

機種名 motorola edge 30 pro 

型番 PASS0049JP 

カラー コスモブルー 

サイズ 

(高さ x 幅 x 厚さ) 
約 163.06mm x 約 75.95mm x 約 8.79mm (最薄部) 

質量 約 196g 

OS Android™ 12 

CPU 
Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 

オクタコア 3.0GHz + 2.5GHz + 1.8GHz 

メモリ 
RAM：8GB 

ROM：128GB 

外部メモリ - 

ディスプレイ 

約 6.7 インチ 

2400 x 1080 (フル HD+) 

有機 EL 

バッテリー 4,800mAh 

コネクタ USB Type-C 

アウトカメラ 約 5,000 万画素 + 超広角約 5,000 万画素 + 約 200 万画素 



 

 

インカメラ 約 6,000 万画素 

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz/6GHz〔5〕)  

Bluetooth® Bluetooth® 5.2 

NFC 対応 

Felica - 

SIM nanoSIM/nanoSIM〔6〕 

通信方式 

5G：n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 

LTE：

B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/

41/42/43/48/66 

3G：B1/2/4/5/8 

GSM：850/900/1,800/1,900MHz 

生体認証 指紋認証/顔認証 

防水/防塵 IP52 

本体付属品 
68W TurboPower チャージャー/USB Type-C ケーブル/ 

カバー/SIM 取り出しピン/ガイド類/LG (法令/安全/規制) 

〔5〕 Wi-Fi 6GHz は技術基準適合証明取得後有効になります。 

〔6〕 DSDV 対応。両 SIM スロットとも 5G サポート。 

(6) 通信サービス 

「OCN モバイル ONE」(https://service.ocn.ne.jp/mobile/) 

音声対応 SIM ：月額 770 円(税込)～ 

※500MB/月(新コース)は、本商品のセット購入の対象外です。 

※ユニバーサルサービス料が別途かかります。詳細はこちら。 

3. 「OCN モバイル オンラインショップ」について 

NTT レゾナントが運営する「OCN モバイル オンラインショップ」は、最新・人気スマホや良質な

中古 iPhone などをお手頃価格&幅広いラインアップで取り揃えています。「OCN モバイル」の格安

SIM と端末のセット販売・機種変更にも対応しており、スマホデビューから端末乗換えまで、さまざ

まなお客さまの豊かなスマホライフをサポート。さらに、端末ご購入時のお支払に「d 払い®」を利

用することで、d ポイントをためることもできます。 

 

【補足】 

(*1) 商品の価格および条件は、「OCN モバイル ONE」の SIM と端末のセット商品が対象です。お申し込みは「音声

対応 SIM」のみとなります。「音声対応 SIM」は月額料金が発生します(詳細はこちら)。別途初期費用として、初

期手数料 3,000 円(税込 3,300 円)と、SIM カード手配料 394 円(税込 433.4 円)/枚がかかります。端末にセット

されている「OCN モバイル ONE」は NTT レゾナントの提供サービスとなりますが、利用申込後、端末代とは別

に NTT コミュニケーションズ株式会社より料金が請求されます。 

 

※ 記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。 

以上 

https://service.ocn.ne.jp/mobile/
https://www.nttr.co.jp/corporate_profile/univ.html
https://service.ocn.ne.jp/mobile/charge/

