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人気のサービスのご利用で毎月最大 20％の d ポイントを還元する特典 

「爆アゲ セレクション」の提供を開始 
～「ギガホ」「ahamo」のご契約で、人気の映像配信サービスなどをおトクにご利用可能～ 

 
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、主に「ギガホ」や「ahamo」をご契約のお客さまを対象に、お客さまからの人気

の高い対象サービスのご利用で、サービスご利用料金（税抜き）の最大 20％の d ポイント（期間・用途限定）を 
毎月還元する特典「爆アゲ セレクション」（以下、本特典）を、2023年 4月 1日（土）から提供開始いたします。 

また、本特典の提供開始に伴い、2023年 4月 5日（水）からドコモにおける「Netflix」の取り扱いを、2023年 4月
下旬以降からドコモにおける「YouTube Premium™」の取り扱いを、それぞれ開始※１いたします。 

 

 
 
本特典は、対象サービスをご契約かつ適用条件※2 を満たしたお客さまを対象に、対象サービスの毎月のご利用料金

（税抜き）の最大 20％の d ポイント（期間・用途限定）を還元いたします。本特典における「ギガホ・ahamo 契約特
典」の対象サービス※3は、現在ドコモが取り扱う「Disney＋（ディズニープラス）※4」「DAZN for docomo※5」に加えて、
2023 年 4 月 12 日（水）からドコモが新たに提供を開始する映像配信メディア「Lemino」の月額定額プラン
「Lemino プレミアム」、さらに今回新たに取り扱いを開始する「Netflix」「YouTube Premium」の計 5サービスです。 
これにより、お客さまはドコモの料金プラン「ギガホ」や「ahamo」でデータ通信を存分にご利用いただきながら、高品質かつ

人気の高いサービスを、d ポイントを通じておトクにお楽しみいただけます。なお、対象サービスについては、お客さまからの
ご要望などを踏まえ、今後順次拡大してまいります。 

 
また、本特典の提供開始に伴い、最大で 310 ポイントの d ポイント（期間・用途限定）を進呈する「爆アゲ×Netflix

事前エントリーキャンペーン」と、ディズニープラス オリジナル クリアファイルや 500万ポイントの dポイント（期間・用途限定)
を山分けして進呈する「ディズニープラス  爆アゲ セレクション スタート記念キャンペーン」を、2023 年 3 月 6 日（月）
から開催いたします。 
加えて、「Lemino プレミアム」を新規でご契約※6のうえ、「Lemino プレミアム」以外の本特典対象サービス※7を一緒に

ご契約いただくことで、「Lemino プレミアム」をご契約※8 いただいた月（初回初月無料特典が適用される場合は、初回 
無料月の翌月）から最大 6 か月間、還元する d ポイント（期間・用途限定）を 10%増量する「Lemino プレミアム  
複数契約特典」を、2023年 4月 12日（水）から開始いたします。 
 
本特典の詳細については、別紙をご覧ください。 

 
ドコモは今後も、お客さま一人ひとりのニーズに寄り添い、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 本特典の対象は適用条件を満たした方のみとなりますが、それ以外の方も、各サービスのご利用条件を満たした場合、各サービスをお申込みいた
だくことが可能です。 

※2 本特典の適用条件は、別紙 1をご確認ください。 
※3 2023年 3月 6日（月）現在。 
※4 「ドコモのギガプラン/ahamo」&「ディズニープラス」セット割キャンペーンが適用される方は、セット割が優先して適用され、セット割終了後、本施策

が適用されます。 
※5 2023 年 2 月 14 日（火）以降に「DAZN for docomo」にお申込みいただき、月額料金 3,700 円(税込み)をお支払いされる場合のみ   

適用となります。 
※6 「Lemino プレミアム複数契約特典」は、今後「Lemino プレミアム」を新規でご契約いただいたお客さまが対象となります。「dTV」会員から

「Lemino プレミアム」会員となったお客さまは、2023 年 9 月 30 日（土）まで「Lemino プレミアム」を月額 550 円（税込み）でご利用    
いただけるため、「Leminoプレミアム複数契約特典」の対象外となります。 

※7 「Leminoプレミアム」と「DAZN for docomo」を除いた「爆アゲ セレクション」対象サービスの、いずれか 1サービス以上の加入が必要です。 
※8 「dTV」から「Lemino プレミアム」の契約を継続した方が、月額 550 円(税込み)でご利用される期間、または「dTV プリペイドカード」もしく

は視聴用シリアルコードを用いて「dTV」にお申込みいただきご利用を継続している方はポイント進呈の対象外となります。 
＊ 「YouTube」「YouTube Premium」「YouTube Music」は、Google LLC の登録商標または商標です。 
 

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 
ブランドコミュニケーション部 広報担当 大鳥、西浦 

TEL：03-5156-1366 

【お客さま】 
ドコモの携帯電話から：151 

一般電話などから：0120-800-000 

 
 
  



 
 

「爆アゲ セレクション」の概要 
 
1. 特長 
（1）人気の高いサービスが揃っているため、自分の好みに合ったサービスが見つかる。 

動画配信サービスから映画・ドラマ、音楽、スポーツなど 5つの人気サービスを揃えました。 
（2）自分の好きなサービスだけを自由に選んでご利用できる。 

自分のお気に入りのサービスだけを自由に選べるので無駄なくご利用いただけます。 
（3）サービスのご利用料金の最大 20％のｄポイント（期間・用途限定）が還元される。 

対象サービスの毎月のご利用料金 (税抜き)に対して、既定の還元率に基づいた dポイント（期間・用途限定）が
還元されます。 

 
2. 提供開始日 

2023年 4月 1日（土）午前 0時 
※ 終了時期は未定 

 
3. 提供内容 

対象サービスをご契約かつ適用条件を満たしたお客さまを対象に、対象サービスの毎月のご利用料金（税抜き）の
最大 20％の d ポイント（期間・用途限定）を還元いたします。「爆アゲ セレクション」では、「ギガホ・ahamo特典」
と「Netflix限定特典」の 2つの特典をご提供いたします。 
 

(1) 対象サービス（2023年 3月 6日（月）現在） 
・ドコモが新たに提供または取り扱いを開始する対象サービス 
「Netflix」「YouTube Premium」「Leminoプレミアム」 
・ドコモが現在取り扱う対象サービス 
「ディズニープラス※1」「DAZN for docomo※2」 
※1 「ドコモのギガプラン/ahamo」&「ディズニープラス」セット割キャンペーンが適用される方は、セット割が優先して適用され、セット割終了後、
本施策が適用されます。 

※2 2023年 2月 14日（火）以降に「DAZN for docomo」にお申込みいただき、月額料金 3,700円(税込み)をお支払いされる場合
のみ適用となります。 

 

(2) 「ギガホ・ahamo契約特典」 
以下すべての適用条件を満たしたお客さまに、ご契約されている対象サービスに応じて、d ポイント（期間・用途限定）
を進呈いたします。 
※ 「Netflix」「ディズニープラス」については、利用料金が日割りとなった場合、進呈ポイントも日割りとなります。 
※ ポイント進呈時点で dポイントクラブ会員であることが条件となります。 
※ ポイントは適用条件を満たした月の翌月に進呈されます。 
※ 進呈されるポイントは dポイント（期間・用途限定）となり、有効期限は進呈された日の 3か月後の末日までです。  
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【適用条件】 
① 対象回線のご契約者が dポイントクラブ会員であること。 
② 当社から対象サービスを申し込み、対象回線において対象サービスをご契約中※3であること※4。 
③ 対象回線において以下のいずれかの料金プランを契約していること。（以下、ギガホ・ahamo契約） 
【対象料金プラン※5】 
5Gギガホ プレミア/ギガホ プレミア/ahamo/5Gギガホ/ギガホ/ギガホ 2(Xi)/ギガホ：定期契約なし/ 
ギガホ 2：定期契約なし/ギガホプレミア:2年定期 
※3 対象となる月において 1度でも契約があった場合には対象となります。 
※4 当社が別途定めるキャリアフリーdアカウントにて対象サービスをご契約いただいた場合、当該キャリアフリーdアカウントに対象回線を紐づけ

ることにより適用対象となります。 
※5 「Netflix」は対象料金プラン以外の料金プランのご契約でも、別に定める dポイント（期間・用途限定）を進呈します。 

 
【特典の内容】 
対象サービス 
※（ ）内は税込み価格 

還元率 
還元される d ポイント 
（期間・用途限定）※6 

「爆アゲ セレクション」 
提供開始日 

ドコモが新たに提供または取り扱いを開始する対象サービス 

Netflix 

Netflix プレミアム 

(1,980円) 
20% 360ポイント 

2023年 4月 5日（水） 
Netflixスタンダード 

(1,490円) 
20% 271ポイント 

Netflix ベーシック 

(990円) 
10% 90ポイント 

YouTube Premium※7 

(1,180円※8) 
20% 215ポイント 2023年 4月下旬以降 

Leminoプレミアム※7※9 
(990円) 

10% 90ポイント 2023年 4月 12日（水） 

ドコモが現在取り扱う対象サービス 

ディズニープラス※1※7 

(990円) 
20% 180ポイント 2023年 4月 1日（土） 

DAZN for docomo※2 

(3,700円) 
20% 673ポイント 2023年 4月 1日（土） 

※6 dポイントは月額料金の税抜き価格に対して進呈します。 
※7 初回無料特典が適用される方は、初回無料特典が優先して適用され、初回無料特典終了後、本施策が適用されます。 
※8 日本国内の Android OS版価格となります。また個人プランに限ります。 
※9 「dTV」から「Lemino プレミアム」の契約を継続した方が、月額 550円(税込み)でご利用される期間または dTV プリペイドカードもしく

は視聴用シリアルコードを用いて「dTV」にお申込みいただきご利用を継続している方はポイント進呈の対象外となります。 

 

 

 

 

 



(3) 「Netflix限定特典」 
以下の適用条件すべてを満たしたお客さまに対して、下表に基づき、d ポイント（期間・用途限定）を進呈いたし
ます。③に定める対象回線が「ドコモ光」のペア回線（以下、「ドコモ光契約」といいます）であるかどうかにより進
呈されるポイント数が異なります。ただし、ご利用料金が日割りとなった場合は、進呈するポイントも日割りとなります。 
※ ポイント進呈時点で dポイントクラブ会員であることが条件となります。 
※ ポイントは適用条件を満たした月の翌月に進呈されます。 
※ 進呈されるポイントは dポイント（期間・用途限定）となり、有効期限は進呈された日の 3か月後の末日までです。  

 
【適用条件】 
① 対象回線のご契約者が dポイントクラブ会員であること。 
② 当社から Netflix各プランのいずれかを申し込み、対象回線においてご契約中※10 であること。 
③ 対象回線において「ギガホ」「ahamo」契約以外の料金プランを契約していること。 
※10 対象となる月において 1度でも契約があった場合には対象となります。 

 
【特典の内容】 

Netflix各プラン 月額料金(税抜き) 
※()内は税込み価格 

「ドコモ光」ご契約あり 「ドコモ光」ご契約なし 

還元率 
還元される dポイント 
（期間・用途限定） 

還元率 
還元される dポイント 
（期間・用途限定） 

Netflix プレミアム 
1,800円 

(1,980円) 
20% 360ポイント 10% 180ポイント 

Netflix スタンダード 
1,355円 
(1,490円) 

20% 271ポイント 10% 136ポイント 

Netflix ベーシック 
900円 
(990円) 

10% 90 ポイント 10% 90 ポイント 

 

（4）お申込み方法 
適用条件を満たした方は、自動的に本特典が適用となります。 

 

4. 「爆アゲ セレクション」のホームページ 
https://ssw.web.docomo.ne.jp/bakuage/ 

 

  

https://ssw.web.docomo.ne.jp/bakuage/


 
 

「Netflix」の概要 

 
1. サービス概要 
「Netflix」は、190 以上の国や地域で 2 億 3,100万人※1の有料メンバーが利用する動画配信サービス。人気の
オリジナルコンテンツを含む幅広いジャンルの作品が続々登場！各種受賞作を含む幅広いジャンルのシリーズや映画、
ゲームなどを多くの言語で配信しています。好きな時に、好きな場所から、好きなだけ作品を楽しんでいただくことができ、
いつでも料金プランを変更いただけます。 
※1 2022年 12月末。 

 
2. サービスロゴ 

 

3. 取り扱い開始日 
2023年 4月 5日（水） 

 
4. ご利用料金 

視聴プラン 月額料金(税込み)※2 画質※3 

Netflix プレミアム 1,980円 UHD 4K 

Netflix スタンダード 1,490円 フル HD 

Netflix ベーシック 990円 HD      
※2 月途中でのお申込み・解約の場合、ご利用料金は日割計算となります。 
※3 HD (720p)、フル HD (1080p)、UHD 4Kおよび HDR画質でご覧になれるかどうかは、お客さまのインターネットサービスやデバイスの機能
によって異なります。一部の作品では対応していない画質があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

別紙 2 



5. ポイント進呈 
「Netfix」をご契約の場合、「ギガホ」「ahamo」契約※4 以外の料金プランをご契約のお客さまについても、以下の進呈
条件を満たした場合には d ポイント（期間・用途限定）を還元いたします。以下の進呈条件をすべて満たした場合、 
毎月のご利用料金（税抜き）に対し、既定の還元率に基づいた dポイント（期間・用途限定）を還元いたします。※4 
(1) dポイントクラブ会員であること。 
(2) 「Netflix」をドコモでお申込みいただくこと。 
※4 「5Gギガホ プレミア」「ギガホ プレミア」「ahamo」「5Gギガホ」「ギガホ」「ギガホ 2(Xi)」「ギガホ：定期契約なし」「ギガホ 2：定期契約なし」

「ギガホプレミア:2年定期」をさします。なお、ギガホ・ahamo契約以外かつ「ドコモ光」ご契約の場合には、ペア回線のみが対象となります。 

 
※ ポイントは適用条件を満たした月の翌月に進呈されます。 

※ 進呈されるポイントは dポイント（期間・用途限定）となり、有効期限は進呈された日の 3か月後の末日までです。 

 

視聴プラン 月額料金(税抜き) 
※()内は税込み価格 

ギガホ・ahamo契約※4 
もしくは 

「ドコモ光」ご契約あり 

ギガホ・ahamo契約※4以外 
かつ「ドコモ光」ご契約なし 

還元率 
還元される dポイント 
（期間・用途限定） 

還元率 
還元される dポイント 
（期間・用途限定） 

Netflix プレミアム 
1,800円 
(1,980円) 

20% 360ポイント 10% 180ポイント 

Netflix スタンダード 
1,355円 
(1,490円) 

20% 271ポイント 10% 136ポイント 

Netflix ベーシック 
900円 
(990円) 

10% 90 ポイント 10% 90 ポイント 

 
6. お支払方法 
携帯電話料金との合算払い 

 
7. お申込み窓口 
ドコモショップ、量販店、一般販売店、ドコモ インフォメーションセンター、My docomo 

 
  



 

「YouTube Premium」の概要 
 

1. サービス概要 
動画も音楽もノンストップ。広告なしの「YouTube™」と「YouTube Musi c™」を、バックグラウンド再生やオフライン環境
で再生できます。1億曲以上の公式楽曲やライブ映像、人気急上昇中の MV から、ゲーム・ニュース・スポーツ・学び
などのカテゴリの人気コンテンツまで、世界中の人々が視聴している動画や音楽が楽しめます。 

 
2. サービスロゴ 
 

 
 
3. 取り扱い開始日 
2023年 4月下旬以降 

 
4. 利用料金 
月額 1,180円（税込み）※1＜31日間無料（初回のみ）※2＞ 
※1 日本国内の Android OS版価格となります。また個人プランに限ります。 
※2 31日間以内に解約する場合、月額利用料はかかりません。既に初回初月無料特典をご利用いただいた方は対象外となります。 

 
5. ポイント進呈 
以下の進呈条件をすべて満たした場合、毎月のご利用料金（税抜き）に対し、既定の還元率に基づいた dポイント
（期間・用途限定）を還元いたします。 
(1) dポイントクラブ会員であること。 
(2) 「YouTube Premium」をドコモでお申込みいただくこと。 
(3) 「ギガホ」「ahamo」契約※3をご契約いただくこと。 
※3 「5Gギガホ プレミア」「ギガホ プレミア」「ahamo」「5Gギガホ」「ギガホ」「ギガホ 2(Xi)」「ギガホ：定期契約なし」「ギガホ 2：定期契約なし」

「ギガホプレミア:2年定期」をさします。 
※ ポイントは適用条件を満たした月の翌月に進呈されます。 
※ 進呈されるポイントは dポイント（期間・用途限定）となり、有効期限は進呈された日の 3か月後の末日までです。 

 

サービス名 月額料金(税抜き) 
※()内は税込み価格 還元率 

還元される 
d ポイント（期間・用途限定） 

YouTube Premium 1,073円（1,180円）※4 20% 215ポイント 

※4 日本国内の Android OS版価格となります。また個人プランに限ります。 

 
6. お支払い方法 
携帯電話料金との合算払い 

 
7. お申込み窓口 
ドコモショップ、量販店、一般販売店、ドコモ インフォメーションセンター、My docomo 
＊ 「YouTube」「YouTube Premium」「YouTube Music」は、Google LLC の登録商標または商標です。 
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「爆アゲ×Netflix 事前エントリーキャンペーン」の概要 
 
1. キャンペーン概要 
エントリー期間中にキャンペーンサイトからエントリーいただくと、ドコモユーザーなら 10ポイント、サービスお申込み期間中
に対象サービスのいずれかをお申込みいただくと、さらに 300ポイント、最大でｄポイント（期間・用途限定）310ポイント
を進呈いたします。 

 
2. キャンペーン期間 
＜エントリー期間＞ 

2023年 3月 6日（月）13時 00分 ～ 2023年 4月 4日（火）23時 59分 
＜サービスお申込み期間＞ 

2023年 4月 5日（水）～ 2023年 7月 31日（月）23時 59分 
 
3. 対象サービス 

・ Netflix  プレミアム 
・ Netflix  スタンダード 
・ Netflix  ベーシック 

 
4. 特典 
(1) エントリー特典 

 dポイント（期間・用途限定）10 ポイント 
※ 特典進呈時期：エントリー日、またはエントリーした d アカウントに紐づく回線契約が確認できた日の翌月末までに進呈 
※ 有効期限：進呈された日の 3 か月後の末日まで 

(2) お申込み特典 
dポイント（期間・用途限定）300ポイント 
※ 特典進呈時期：対象サービスのお申込み日の翌月末までに進呈 
※ 有効期限：進呈された日の 3 か月後の末日まで 

 
5. 進呈条件 
特典ごとに以下すべての条件を満たすこと。 
（1） エントリー特典 
＜条件 1＞ エントリー期間中に本キャンペーンページでエントリーいただくこと。 
※ エントリーには d アカウントが必要です。 

＜条件 2＞ 条件 1 でエントリーした d アカウントがキャンペーン期間中（エントリー期間およびサービスお申込み
期間）に一度でもドコモの回線契約に紐づいていることが確認できること。 
※ ドコモの回線契約に紐づく d アカウントでエントリーした場合はその時点でエントリー特典の対象となります。また、エントリー時点
でエントリーに用いた d アカウントが回線契約に紐づいていない場合でも、キャンペーン期間中に紐づけた場合、その時点で特典の
対象となります。 
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（2） お申込み特典 
＜条件 3＞ サービスお申込み期間中に、条件 1 および条件 2 を達成した同一の d アカウントに紐づくドコモの
回線契約で爆アゲセレクションから対象サービスをお申込みいただくこと。 
ただし、翌月からのサービス予約申し込みをされた場合、翌月 1日時点で対象サービスおよび条件 1および条件
2 を達成した同一の d アカウントに紐づくドコモの回線契約がご契約中であること。 

 
6. キャンペーンサイト 

https://ssw.web.docomo.ne.jp/nssw/dcmgiga/cp/pre_campaign/ 
 
7. その他注意事項 

・ キャンペーンの参加にはエントリーが必要です。エントリーがなく、ドコモから対象サービスのお申込みをなさった場合
はポイント進呈の対象外です。 

・ 本キャンペーンのエントリーおよび特典の進呈は 1回線（d アカウント）につき 1回限りとなります。 
・ d ポイント（期間・用途限定）の進呈対象は d ポイントクラブ会員限定です（ドコモビジネスメンバーズ会員は

対象外です）。 
・ dポイント進呈前に dポイントクラブを退会された場合は dポイント進呈対象外となります。 

 
  

https://ssw.web.docomo.ne.jp/nssw/dcmgiga/cp/pre_campaign/


 
  

「ディズニープラス  爆アゲ セレクション スタート記念キャンペーン」の概要 
 
1. ディズニープラス オリジナル クリアファイルプレゼント 
（1） キャンペーン概要 

キャンペーン期間中にドコモショップへご来店いただき、「ディズニープラス」にご入会いただくと「オリジナル クリアファイル」
をプレゼントいたします。 
※ 各店舗の在庫がなくなり次第、終了とさせていただきます。 
 

（2） キャンペーン期間 
2023年 3月 6日（月）～ なくなり次第終了 
 

（3） プレゼント内容 

 
＜「オリジナル クリアファイル」イメージ＞ 

 
2. dポイント 500万ポイント山分けプレゼント 
（1） キャンペーン概要 

キャンペーン期間中にドコモから「ディズニープラス」にご入会いただき、キャンペーンにエントリーしていただいたお客さま
全員で dポイント(期間・用途限定)500万ポイント分を山分けでプレゼントいたします。 

（2） キャンペーン期間 
2023年 3月 6日（月）～ 2023年 4月 30日（日）23時 59分 

（3） 特典 
dポイント(期間・用途限定)500万ポイントを山分けプレゼント 
※ 本キャンペーンにより進呈されるポイントの上限はお一人さま最大 500 ポイントです。なお、山分けするポイント数は、小数点以下切り捨てと

なります。 

（4） ポイント進呈時期 
2023年 5月末（予定） 

（5） ポイント有効期限 
ポイント進呈日から 90日間 
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（6） ポイント進呈条件 
以下の条件をすべて満たすこと。 
・ キャンペーン期間中にドコモから「ディズニープラス」に入会（ドコモでの手続きまたはｄアカウントでのログインによる
ご入会）していること。 
・ 「ディズニーDX」アプリの特典ページからキャンペーンにエントリーしていること。 
・ ポイント進呈時点で、ｄポイントクラブ会員（個人）であること。 
・ ポイント進呈時点で、キャンペーンにエントリーした同一ｄアカウントで「ディズニープラス」を継続してご契約されてい
ること。 

（7） そのほか注意事項 
・ ドコモで「ディズニープラス」にご入会後、ディズニーアカウントにて「ディズニーDX」アプリにログインいただくと、キャンペ
ーンページから詳細をご確認いただけます。 

・ dポイントは、「ディズニープラス」加入時にご登録いただいた d アカウントに進呈されます。 
・ キャンペーン期間中、「ディズニープラス」1契約につき 1回までエントリーいただけます。 

 
© 2023 Disney and its related entities 

 
  



 
 

「Lemino プレミアム複数契約特典」の概要 
 
1. 概要 
「Lemino プレミアム」を新規でご契約のうえ、「Lemino プレミアム」以外の対象サービス（「Netflix」「YouTube 
Premium」「ディズニープラス」）のいずれか 1 つ以上を一緒にご契約いただくことで、還元ポイントを 10%増量し、
「Lemino プレミアム」をご契約いただいた月（初回初月無料特典が適用される場合は、初回無料月の翌月）から 
最大 6 か月間、計 20%の dポイント（期間・用途限定）を進呈いたします。 
※「DAZN for docomo」は対象外となります。 
※今後「Leminoプレミアム」を新規でご契約いただいたお客さまが対象となります。「dTV」会員から「Leminoプレミアム」会員となったお客さまは、

2023年 9月 30日（土）まで「Leminoプレミアム」を月額 550円（税込み）でご利用いただけるため、「Leminoプレミアム複数契約  
特典」の対象外となります。 

 

2. 提供開始日 
2023年 4月 12日（水） 
※ 終了時期は未定 

 
3. 特典内容 
「爆アゲセレクション」の「ギガホ・ahamo契約特典」の還元ポイント10％（90ポイント）に加えて、「Leminoプレミアム」
をご契約いただいた月（初回初月無料特典が適用される場合は、初回無料月の翌月）から最大 6 か月間、さらに 
ご利用料金（税抜き）の 10%（90ポイント）の dポイント（期間・用途限定）を進呈いたします。 
※ エントリーは不要です。 
※ 特典は、進呈条件を満たした月の翌月末までに進呈いたします。また、ポイントの有効期限は、進呈された日の 3 か月後の末日までです。 

 
4. 進呈条件 
特典ごとに以下すべての条件を満たすこと。 
① 対象回線のご契約者がｄポイントクラブ会員であること。 
② 対象回線において、以下のいずれかの料金プランを契約していること。 

5G ギガホ プレミア/ギガホ プレミア/ahamo/5G ギガホ/ギガホ/ギガホ 2(Xi)/ギガホ：定期契約なし/ギガホ
2：定期契約なし/ギガホプレミア:2年定期 

③ 対象回線において、2023 年 4 月 12 日（水）以降に「Lemino プレミアム」を新規で申し込み、ご契約中※1

であること※2。 
④ 以下のサービスのいずれかを当社から申し込み、対象回線において当該サービスをご契約中※1であること※3。 

「Netflix※4」「YouTube Premium」「ディズニープラス」 
※1 対象となる月において 1度でも契約があった場合には対象となります。 
※2 「dTV」から「Lemino プレミアム」の契約を継続し、月額 550円(税込み)でご利用いただける期間または「dTVプリペイドカード」     

もしくは視聴用シリアルコードを用いて「dTV」にお申込みいただきご利用を継続しているお客さまはポイント進呈の対象外となります。 
※3 当社が別途定めるキャリアフリーd アカウントにて対象サービスをご契約いただいた場合、当該キャリアフリーd アカウントに対象回線

を紐づけることにより適用対象となります。 
※4 Netflix プレミアム、Netflix スタンダード、Netflix ベーシックをさします。 
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5. その他注意事項 

・ dポイント進呈前に dポイントクラブを退会された場合は dポイント進呈対象外となります。 
・ 2023 年 4 月 12 日（水）以降の初回の Lemino プレミアムお申込み月（初回初月無料特典が適用   

される場合は、初回無料月の翌月）を 1 か月目とし、最大 6 か月間、各月ごとに条件を判定し、適用条件を
満たしている場合に dポイント（期間・用途限定）を進呈いたします。 


