
本メールは送信専用のため、ご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。
また、本メールにお心当たりのない場合は、本メールを破棄くださいますようお願いい
たします。

【FLASH INTERNET】課金開始日のお知らせ

この度は FLASH INTERNET をお申し込みいただき誠にありがとうございます。
以下の通り、お客さまの課金開始日をお知らせいたします。

また、サービス利用状況や請求金額の確認、各種変更手続きを行う為のお客さま専
用オンライン管理ページ『My FLASH』にログインするための「お客様 ID」をご案
内いたします。早速アクセスしてアカウントの設定を行ってください。

今後とも FLASH INTERNET をお引き立てくださいますよう、よろしくお願い申し上
げます。

＜課金開始日＞
2017/06/21

＜My FLASH について＞
URL ：myflash.flashcorp.co.jp
お客様 ID ：fs12345678
CAF 番号 ：CAF1234567890

本メールは送信専用のため、ご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。
また、本メールにお心当たりのない場合は、本メールを破棄くださいますようお願いい
たします。

CAF番号とは
CAF番号（またはCOP番号）とは、フレッツ光ご契約時にNTT東日本およびNTT西日本より払い出されているお客さま IDの
ことです。CAF番号は、FLASH INTERNETお申し込み完了後にご契約住所宛に郵送する「FLASH INTERNETご契約内容の
お知らせ」および、サービスご利用開始後にご登録メールアドレス宛に送信される「課金開始日のお知らせ」メールに記載されています。

FLASH INTERNETご契約内容のお知らせ（サンプル）

CAF 番号
お客様 ID

CAF1234567890
fs12345678

契約者情報

本書面は 2018年 6月 4日 ( 月 ) 時点のご登録内容をもとに作成しております。
記載内容に不備がある場合は、FLASHサポートセンターまでご連絡をお願いいたします。

フラッシュコーポレーション合同会社
〒105-0013 東京都港区浜松町

171-0022
東京都豊島区南池袋2-49-7 光マンション3F 301

富良主 光 様

FLASH サポートセンター 受付時間 10：00～20：00（年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。0120-002-48お問い合わせ先

2018年6月4日

富良主 光

東京都豊島区南池袋2-49-7　光マンション3F　301

03-1234-1234

契約成立日

契約者名

契約住所

連絡先電話番号

※特記のない限り、価格は全て税抜となります。

「FLASH INTERNET」は、光回線サービスと「FLASH INTERNET」対応プロバイダーサービスが含まれたインターネット接続サービスです。
なお、プロバイダーサービスでは、安全・安心にコンピューターやインターネットをご利用いただけるセキュリティ環境をご提供いたします。

※FLASH DENWA +をご契約いただいている場合は、番号表示サービス、ナンバー・リクエスト、割り込み電話サービス、転送サービス、迷惑着信拒否
サービス、着信お知らせメールを標準機能として無料でご利用いただけます。
※その他通話料はFLASH INTERNET 重要事項説明書をご確認ください。

お支払方法
料金の支払方法

クレジットカード
お支払い日は、お支払いにご使用のクレジットカード会社の支払日に準じます。

期間限定のキャンペーン実施期間その他適用条件

https://myflash.flashcorp.co.jp/

https://flashcorp.co.jp/flashinternet_rules

・ My FLASH はご利用明細の確認やプラン・オプションの変更などをいつでも行うことのできるお客様専用オンライン管理ページです。
・ 本紙に記載の「お客様ID」を使用してログインしてください。

My FLASH
ご利用料金および各種利用規約の確認

各種利用規約

月額利用料 4,500円／月

3,000円（初回のみ）初期費用

FLASH DENWA+ IP電話サービス 国内固定電話8円/3分1,500円/月

FLASH REMORT 電話サポートサービス 500円/月
FLASH TV テレビ視聴サービス 660円/月

主要サービスの料金・経費

FLASH DENWA 電話番号 03-1234-5678

サービス名 サービス内容 月額利用料 通話料

有料オプションサービス

下記 ID・パスワードは、インターネットの接続設定に必要となります。

接続 ID
接続パスワード

fh12345678001＠bff.ipac.jp

I111I111

インターネット接続情報

・ 転用が完了次第、ご利用いただけます。
・ キャンセルの場合は、上記ご利用開始予定日の5日前までにFLASHサポートセンターまでご連絡ください。

ご利用開始予定日 2018/6/24

サービス提供開始の予定時期

ご契約プラン FLASH INTERNET マンション

主要サービスの内容

・ ご契約期間は24ヶ月間です。契約期間内に解約された場合、契約解除料9,500円（不課税）が発生いたします。ご利用開始から25ヶ月目以降に解約され
　た場合は契約解除料は発生いたしません。
・  解約時はご利用いただいているレンタル機器を、当社指定の返却先までご返却いただく必要があります。なお、返却時の送料はお客様負担となります。
　返却期日までにご返却いただけない場合は、未返却金をお支払いいただきます。

契約変更・解約の条件

FLASHサポートセンター　TEL：0120-002-480　受付時間：10：00～20：00 (年末年始除く)
ご契約内容の変更・解約については、FLASHサポートセンターまでご連絡ください。　

契約変更・解約の連絡先

FLASH INTERNET ご契約内容のお知らせ
お客様のご契約内容が記載された重要なお知らせです。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。

CAF 番号
お客様 ID

CAF1234567890
fs12345678

契約者情報

本書面は 2018年 6月 4日 ( 月 ) 時点のご登録内容をもとに作成しております。
記載内容に不備がある場合は、FLASHサポートセンターまでご連絡をお願いいたします。

フラッシュコーポレーション合同会社
〒105-0013 東京都港区浜松町

171-0022
東京都豊島区南池袋2-49-7 光マンション3F 301

富良主 光 様

FLASH サポートセンター 0120-002-480お問い合わせ先

2018年6月4日

富良主 光

東京都豊島区南池袋2-49-7　光マンション3F　301

03-1234-1234

契約成立日

契約者名

契約住所

連絡先電話番号

※特記のない限り、価格は全て税抜となります。

「FLASH INTERNET」は、光回線サービスと「FLASH INTERNET」対応プロバイダーサービスが含まれたインターネット接続サービスです。
なお、プロバイダーサービスでは、安全・安心にコンピューターやインターネットをご利用いただけるセキュリティ環境をご提供いたします。

※FLASH DENWA +をご契約いただいている場合は、番号表示サービス、ナンバー・リクエスト、割り込み電話サービス、転送サービス、迷惑着信拒否
サービス、着信お知らせメールを標準機能として無料でご利用いただけます。
※その他通話料はFLASH INTERNET 重要事項説明書をご確認ください。

お支払方法
料金の支払方法

お支払い日は、お支払いにご使用のクレジットカード会社の支払日に準じます。

期間限定のキャンペーン実施期間その他適用条件

https://myflash.flashcorp.co.jp/

https://flashcorp.co.jp/flashinternet_rules

・ My FLASH はご利用明細の確認やプラン・オプションの変更などをいつでも行うことのできるお客様専用オンライン管理ページです。
・ 本紙に記載の「お客様ID」を使用してログインしてください。

My FLASH
ご利用料金および各種利用規約の確認

各種利用規約

月額利用料 4,500円／月

3,000円（初回のみ）初期費用

FLASH DENWA+ IP電話サービス 国内固定電話8円/3分1,500円/月

FLASH REMORT 電話サポートサービス 500円/月
FLASH TV テレビ視聴サービス 660円/月

主要サービスの料金・経費

FLASH DENWA 電話番号 03-1234-5678

サービス名 サービス内容 月額利用料 通話料

有料オプションサービス

下記 ID・パスワードは、インターネットの接続設定に必要となります。

接続 ID
接続パスワード

fh12345678001＠bff.ipac.jp

I111I111

インターネット接続情報

・ 転用が完了次第、ご利用いただけます。
・ キャンセルの場合は、上記ご利用開始予定日の5日前までにFLASHサポートセンターまでご連絡ください。

ご利用開始予定日 2018/6/24

サービス提供開始の予定時期

ご契約プラン FLASH INTERNET マンション

主要サービスの内容

・ ご契約期間は24ヶ月間です。契約期間内に解約された場合、契約解除料9,500円（不課税）が発生いたします。ご利用開始から25ヶ月目以降に解約され
　た場合は契約解除料は発生いたしません。
・  解約時はご利用いただいているレンタル機器を、当社指定の返却先までご返却いただく必要があります。なお、返却時の送料はお客様負担となります。
　返却期日までにご返却いただけない場合は、未返却金をお支払いいただきます。

契約変更・解約の条件

FLASHサポートセンター　TEL：0120-002-480　受付時間：10：00～20：00 (年末年始除く)
ご契約内容の変更・解約については、FLASHサポートセンターまでご連絡ください。　

契約変更・解約の連絡先

FLASH INTERNET ご契約内容のお知らせ
お客様のご契約内容が記載された重要なお知らせです。必ず内容をご確認の上、大切に保管してください。

課金開始日のお知らせメール（サンプル）


