FLASH MOBILE

のりかえサポートキャンペーン

1 回線
につき

最大

¥

10,000

キャッシュバック！
※

対象条件
下記①と②両方の条件を満たしているお客さま

1

キャンペーン対象期間中にFLASH MOBILEが提供する3つの通話機能付
SIMプランのいずれかに、
のりかえ契約
（MNP）
にてお申し込みいただき、
かつMNP予約番号の有効期限内に回線開通手続きを完了したお客さま
[ キャンペーン対象期間 ]

2018年5月１日(火） 〜 5月31日(木）

2

応募締切までにのりかえ前のご契約携帯電話会社が発行する、
契約解除料
およびMNP転出料が記載された請求書など、
明細書の原本またはコピーを
指定の宛先まで郵送いただき、
内容に不備なく受付完了したお客さま
[ 応募締切 ]

2018年8月15日（水）
（当日消印有効）

※お支払いは月々の明細書に本キャンペーン対象金額を計上し、マイナスがなくなるまで調整してお支払いします。
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FLASH MOBILE

のりかえサポート
キャンペーン

1回線につき最大1万円キャッシュバックで「のりかえ費用 」をサポート！
※

キャンペーン条件
下記①と②両方の条件を満たしているお客さまに、
お申し込み後に最大1万円(税込)のキャッシュバックをいたします。
① キャンペーン対象期間中にFLASH MOBILEが提供する3つの通話機能付SIMプランのいずれかに、
のりかえ契約
（MNP）
にて
お申し込みいただき、
かつMNP予約番号の有効期限内に回線開通手続きを完了したお客さま
[ キャンペーン対象期間 ]

2018年5月１日（火）0:00 〜 2018年5月31日（木）23:59
② 応募締切までにのりかえ前のご契約携帯電話会社が発行する、
契約解除料およびMNP転出料が記載された請求書など明細書
の原本またはコピーを下記宛先まで郵送いただき、
内容に不備なく受付完了したお客さま
応募書類
送 付 先

〒105-0013
東京都港区浜松町1-10-17 KOYO BUILDING 9F

フラッシュコーポレーション合同会社「のりかえサポートキャンペーン」受付係 宛

[ 応募締切 ]

（当日消印有効）
2018年8月15日（水）

・ 応募受付後、受付完了メールをお送りいたします。
・ 応募書類に不備があった場合はFLASHサポートセンターよりご連絡いたします。

キャッシュバックについて
送付いただいた明細書に基づき上限1万円(税込)までとして算出した
「のりかえ費用」
を、
明細書受領月から約2ヶ月以内に
FLASH MOBILE明細書に計上し、
FLASH MOBILEサービス利用料から差し引く方法でお支払いいたします。FLASH

MOBILEサービス利用料がキャッシュバック対象金額を下回っている場合は、
マイナスがなくなるまで毎月調整してお支払い
いたします。

※本キャンペーンのキャッシュバック対象となる「のりかえ費用」とは、のりかえ前のご契約携帯電話会社の解約に伴い発生した「契約解
除料」および「MNP 転出料」
の上限1万円とした税込み実費分のみとなり、
個々のお客さまの契約状況に伴い発生するその他のいかなる費用
（端末の残債、各種キャンセル料など）
も含まれません。
※「契約解除料」とは携帯電話会社との契約期間中に解約する場合に発生する費用で、携帯電話会社によって呼称が異なる場合があります
（例:違約金）。
※応募の受け付けは郵送のみとなり、EメールやFAXなどでの受け付けは致しかねます。
※契約期間
（2年）
内に中途解約された場合は、
FLASH MOBILEの定める規定に基づき、
契約解除料の他に、
お支払いした本キャンペーン料金
を全額ご返金いただきます。
※MNPによるのりかえ契約のみが対象となり、新規契約は対象外となります。
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FLASH MOBILE

MNP CAMPAIGN

UP
TO

¥

10,000
Credit back !
*

TARGET
Customers who meet both of the following
conditions ① and ②

1

Purchased one of the 3 plans of voice SIM that FLASH
MOBILE offers with switching contract (MNP) during the
campaign period
[ Campaign Period ]

May 1 - May 31, 2018

2

Submitted the original or a copy of the statement issued by
the previous operator that includes cancellation fee and
MNP port-out processing fee by post mail to the following
address by the deadline and accepted.
[

Deadline for Application ]

August 15, 2018 postmarked on the envelope

*The amount of the credit to be given back will be included in the FLASH MOBILE monthly
statement and paid every month until there is no negative balance.
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FLASH MOBILE

MNP CAMPAIGN

Credit back up to 10,000yen* for switching from your current
mobile company to FLASH MOBILE!
Campaign Conditions
Maximum of 10,000 yen (tax inclusive) credit back to the customers who meet both of the following
conditions 1) and 2):
1) Purchased one of the 3 plans of voice SIM that FLASH MOBILE oﬀers with switching contract
(MNP) during the campaign period and got accepted with complete information.
[ Campaign Period ]

May 1 - 11:59 pm on May 31, 2018

2) Submited the original or a copy of the statement issued by the previous mobile company that
indicates cancellation fee and MNP port-out processing fee by post mail to the following address
by the deadline.
Mailing
Address

FLASH Corporation G.K. “MNP CAMPAIGN” Office
KOYO BUILDING 9F, 1-10-17, Hamamatsucho, Minato-ku, Tokyo 105-0013

[ Deadline for Application ]

August 15, 2018 postmarked on envelope

*Email conﬁrmation will be sent out after the application is accepted.
*FLASH Support Center may contact you in case of incomplete application.

Credit Back
The amount of the credit calculated based on the statement with maximum 10,000 yen (tax inclusive)
will be included in the monthly statement sent from FLASH MOBILE within approximately 2 months

after receiving the statement issued by the previous mobile company. If the FLASH MOBILE service

usage fee is under 10,000 yen, the credited amount will be adjusted and shown on the FLASH MOBILE
monthly statement.

The amount of credit is calculated based on the actual “cancellation fee” and “MNP port-out processing fee” that were
incurred upon the cancellation of the contract with the previous mobile company with maximum 10,000 yen including tax
and that does not include any other fees (remaining installment payment for device, other cancellation fees, etc) that
might be charged depending on the individual contract situation.
* “Cancellation fee” means the fee incurred when cancelling a contract with a mobile company in the middle of the contract
period and could be referred to as something else depending on the mobile company (ex, penalty for breach of contract).
* Application can be made only by postal mail and no application by fax or email can be accepted.
* If cancelled the contract with FLASH MOBILE during the contract period (2 years), the full credit amount given will have to
be paid back along with the cancellation fee based on the FLASH MOBILE regulation.
* Only switching contract with MNP is eligible to participate in this campaign, not new contract.
*
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