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はじめに

本ガイドは、フレッツ・まとめて支払いおよびフレッツ・パスポートIDをご利用いただくお客さま向けに、情報サービス・商品等（※）のご

購入、ご解約等の手順、及びご利用規制、ご利用規制解除等のお申し込み方法を記載したものです。情報サービス・商品等をご利

用いただく場合は、本ガイドの内容を十分ご確認の上、ご購入等を行ってください。

・画面は全てフレッツ 光ネクストをご利用のお客さまの画面となります。フレッツ 光ライト、フレッツ光ライトプラス、フレッツ 光クロスをご利

用のお客さまにつきましては、一部画面が異なることがあります。

・本ガイドの一部または全部を東日本電信電話株式会社の許可なく複製することを禁じます。

・本ガイドの内容は予告なく変更することがあります。

・本ガイドにおける製品に関する記述は、情報を提供する目的で書かれたもので、保証もしくは推奨するものではありません。

・その他の製品名などの固有名詞は、各メーカの登録商標または商標です。

・本文中の各社の登録商標または商標には、マークは表示しておりません。

１．ご利用の前に

◆ ＣＯＮＴＥＮＴＳ ◆

◆フレッツ・まとめて支払い／フレッツ・パスポートＩＤのご利用イメージ ３

◆フレッツ・パスポートIDの取得方法

◆情報サービス・商品等のご購入方法

◆情報サービス・商品等のご解約方法

３．その他の手続き

◆サービス申込受付ページのご利用方法

①詳細情報参照の場合

②登録情報変更の場合

③ご利用明細確認の場合

④お問合わせ先一覧表示の場合

⑤利用規制/利用規制解除の場合

⑥ご利用限度額変更の場合

◆『開通のご案内』を紛失された場合や「アクセスキー」の変更をご希望の場合

◆各種サービスの取り扱い

４．参考

◆ログイン時のエラー内容について

◆ 「購入画面」における注記メッセージ表示について

◆フレッツ・まとめて支払いのご利用可否

◆請求書表示イメージ

◆お問い合わせ先

※「情報サービス」とは、「フレッツ・パスポートIＤ」を利用してご購入やご視聴を行なっていただくコンテンツをいいます。また、「商品」と

は「フレッツ・パスポートIＤを利用してご購入いただける書籍等の物品をいいます。なお、「フレッツ・パスポートＩＤ」を利用しない情報

サービス・商品等のご利用料金、ご利用方法などにつきましては、その情報サービス・商品等を提供する事業者のページにてご確認く

ださい。
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フレッツ・まとめて支払い／フレッツ・パスポートＩＤのご利用イメージ

「月額課金(定額)」
タイプ

情報サービス・商品等の提供事業者が「１ヶ月毎」に0円～50,000円（税込）の1円単位で、毎月定額の料金を
設定するタイプです。お客様から解約の申込が無い限り、翌月も自動で契約が継続されます。

１．ご利用の前に

フレッツ・まとめて支払いは、 「フレッツ・パスポートＩＤ/パスワード」を利用することで、簡単に、そして安全な環境で情報サービス・

商品等をご購入・お支払いいただけるサービスです。ご購入いただいた情報サービス・商品等の料金は、NTT東日本が情報サービ

ス・商品等の提供事業者に代わってフレッツ・アクセス回線のご利用料金をお支払いいただいている毎月の請求書等に合算して請

求いたします。

提供事業者が設定する情報サービス・商品等の料金には、以下のとおり「月額課金(定額)」、「月額課金(従量)」、「都度課

金」タイプの３つがあります。

料金には３つのタイプ

１．フレッツ・パスポートIDの取得
情報サービス・商品等
の購入に必要な「フ
レッツ・パスポートID/
パスワード」を事前に
サービス申込受付ペー
ジまたは、フレッツ光メ
ンバーズクラブマイ
ページで取得していた
だきます。

ご利用イメージ

「サービス申込受付ページ」
画面イメージ

※ご利用いただける情報サービス・商品等によっては提供事業者により提供終了日時を設定している場合がございます。
※提供事業者により情報サービス・商品等の利用時期と課金時期が異なる場合がございます。

「都度課金」
タイプ

情報サービス・商品等の提供事業者が「購入の都度」に 0円～50,000円（税込）の1円単位で料金を設定するタ
イプです。

２．ご購入

取得した「フレッツ・パス
ポートID/パスワード」をご利
用いただき、簡単にご購入
いただけます。

「フレッツ・まとめて支払い」
画面イメージ

安心してショッピングが
楽しめる！

「請求書」
イメージ

３．ご利用 ４．情報サービス・商品等の
料金のお支払いお客さまが設定したフレッ

ツ･パスポートIDに加え、ご
契約しているフレッツ・アク
セス回線でユーザー認証を
行うので、不正利用の心
配はいりません。

料金のお支払いは１ヶ
月分まとめて電話料金等
の請求書に合算してご請
求します。お支払いもラク
ラクです。

「月額課金(従量)」
タイプ

情報サービス・商品等の提供事業者が「１ヶ月毎」に0円～50,000円（税込）の1円単位で、情報サービス等の利
用料等に応じ月毎に料金を設定するタイプです。お客様から解約の申込が無い限り、翌月も自動で契約が継続
されます。
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フレッツ・パスポートIDの取得方法 サービス申込みページ編

２．フレッツ・パスポートＩＤのご利用方法

１ ４

５

情報サービス・商品等の購入者がフレッツ・まとめて支払いをご利用いただくためには、フレッツ・パスポートID/パスワードが必要となります。

サービス情報サイトへアクセス

https://flets-east.jp/
メインメニューから「フレッツ・パスポートID」を選択

サービス申込受付ページのメインメニュー一覧から「フレッツ・

パスポートID」の[詳細]を選択します。

[詳細]を
クリックします。

ご利用状況詳細から「新規登録」を選択

ご利用状況詳細から[新規登録]を選択します。

[新規登録]をクリック
します。

２

サービス申込受付ページにログイン

お客さまID/アクセスキーを入力し、サービス申込受付ページ

にログインします。

[お客さまIDとアクセスキー]を
入力します。

！

お客さまID/アクセスキーに関しては、フレッツ・アクセス回線開通時に

お渡ししている「開通のご案内」をご参照ください。

また、「かんたんログイン」設定を行うことで、お客さまＩＤの入力のみで

ログインすることが可能になります。

[ログイン]をクリックし
ます。

いますぐ、入会・登録をされる方はこちら！をクリックします。

サービスお申し込みのご案内ページの「ご利用状況の確

認・手続き」ボタンをクリック

別画面にてサービス申込受付ページが表示されます。

[ご利用状況の確認・手
続き]をクリックします。

３
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フレッツ・パスポートIDの取得方法 サービス申込みページ編

７

８

１０申込者情報を入力

申込者情報(氏名または会社名・電話番号・契約者確認)を

入力します。

①氏名または会社名を
入力します。

②ご連絡先電話番号を
入力します。

③ご契約者であれば
チェックを入れます。

④全ての入力が完了し
たら、[次へ]をクリック
します。

フレッツ・パスポートID登録情報を入力

希望のフレッツ・パスポートID/パスワードを入力し、メールアド

レス・メール形式を入力・選択します。
①ご希望のフレッツ・パ
スポートIDを入力します。

②ご希望のパスワードを
入力します。

③メールアドレスを入力
し、受信するメール形
式を選択します。

⑥全ての入力が完了し
たら、[次へ]をクリック
します。

９ フレッツ・パスポートID登録内容を確認

フレッツ・パスポートID/パスワード、メールアドレス・メール形式

を確認します。

①申込内容を確認しま
す。

②申込内容が確認した
ら[登録]をクリックしま
す。

フレッツ・パスポートID登録が完了

フレッツ・パスポートIDの登録が完了しました。

登録内容を確認し、「ご
利用状況詳細」へ戻っ
てください。

これで「フレッツ・パスポートID」が取得できました。
さっそく、情報サービス・商品等を購入してみましょう！

６ フレッツ・パスポートID利用規約に対する同意の可否を

選択

利用規約に対し同意の場合は[同意する]を選択します。

利用規約を熟読いただ
き、同意の場合は[同
意する]をクリックしま
す。

！ フレッツ・パスポートID利用規約に同意されないお客さまは、本サービス

をご利用いただくことができません。

１１ フレッツ・パスポートID登録完了のお知らせメールの受領

８で入力したメールアドレス宛にパスポートID登録完了のお知

らせメールをNTT東日本から自動的に送信いたします。

！ フレッツ・パスポートIDおよびパスワードは非常に重要な情報ですので、

必ずメールの内容を印刷するか、メールを保存してください。

！

フレッツ・パスポートID登録完了のお知らせメールは、ID登録後30分以

内を目安に送信されます。30分以上経過してもメールが届かない場合

は誤ったメールアドレスを登録している可能性がありますので、P.14の

パスポートIDの詳細情報にてメールアドレスをご確認ください。

！

フレッツ・パスポートID登録完了画面（１０の画面）が表示されてからフ

レッツ・パスポートID登録完了のお知らせメールが届くまでの間も情報

サービス・商品等の購入が可能です。

！

フレッツ・パスポートIDの登録は必ずフレッツ・アクセス回線（フレッツ 光

ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ライトプラス、フレッツ 光クロスの

契約者ご本人が行なってください。

④本パスポートIDのご
利用限度額を入力しま
す。

２．フレッツ・パスポートIDのご利用方法

⑤回線認証利用有無
を選択いたします。
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フレッツ・パスポートIDの取得方法 フレッツ光メンバーズクラブページ編

１ ４

５

情報サービス・商品等の購入者がフレッツ・まとめて支払いをご利用いただくためには、フレッツ・パスポートID/パスワードが必要となります。

フレッツ光メンバーズクラブページにアクセス

フレッツ光メンバーズクラブURL

https://members-club.flets.com/pub/

ご契約・ご利用情報ページから「フレッツ・パスポートID」

を選択

ご契約・ご利用情報ページのご利用状況・各種お申込み一覧

から「フレッツ・パスポートID」の[お申込み]を選択します。

※ 事前に「認証キー」の登録が必要です。

[ご登録]をクリックします。

２

フレッツ光メンバーズクラブ「ご利用中のサービス」に

アクセス

会員IDとパスワードを入力し、フレッツ光メンバーズクラブ

マイページにログインします。

[マイページへログイン]を
クリックします。

会員IDとパスワードの入力

[会員ＩＤ]、[パスワード]を入力後
[ログイン]をクリックします。

３

[ご利用中のサービス]を
クリックします。

！
会員ID/パスワードは、フレッツ光メンバーズクラブ入会の手続きの際、

登録したものを入力してください。

入会の手続きがお済でない方は、ログインボタン下の[新規登録]

ボタンを押して、登録手続き方法を確認し、手続きを進めてください。

ご利用中のサービスボタンをクリックしてください。

フレッツ・パスポートID利用規約の可否を選択

利用規約に同意する場合は[同意する]を選択します。

！
フレッツ・パスポートID利用規約に同意されないお客さまは、

本サービスをご利用いただくことができません。

２．フレッツ・パスポートIDのご利用方法

利用規約を熟読いただき、同意する場合
は[同意する]をクリックします。
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フレッツ・パスポートIDの取得方法 フレッツ光メンバーズクラブページ編

７

９

申込者情報を入力

申込者情報(氏名または会社名・電話番号・登録申込許可確認)

を入力します。

フレッツ・パスポートID登録情報を入力

希望のフレッツ・パスポートID/パスワードを入力し、

メールアドレス・メール形式を入力・選択します。

８ フレッツ・パスポートID登録内容を確認

フレッツ・パスポートID/パスワード、メールアドレス・

メール形式を確認します。

①申込内容を確認します。

②申込内容が確認したら
[登録]をクリックします。

フレッツ・パスポートID登録が完了

フレッツ・パスポートIDの登録が完了しました。

登録内容を確認し、
「ご利用状況詳細」へ戻って
ください。

これで「フレッツ・パスポートID」が取得できました。
さっそく、情報サービス・商品等を購入してみましょう！

６

１０ フレッツ・パスポートID登録完了のお知らせメールの受領

フレッツ光メンバーズで会員登録されているメールアドレス宛

にパスポートID登録完了のお知らせメールをNTT東日本から

自動的に送信いたします。

！ フレッツ・パスポートIDおよびパスワードは非常に重要な情報ですので、

必ずメールの内容を印刷するか、メールを保存してください。

！

フレッツ・パスポートID登録完了のお知らせメールは、ID登録後30分以

内を目安に送信されます。30分以上経過してもメールが届かない場合

は誤ったメールアドレスを登録している可能性がありますので、P.14の

パスポートIDの詳細情報にてメールアドレスをご確認ください。

！

フレッツ・パスポートID登録完了画面（９の画面）が表示されてからフ

レッツ・パスポートID登録完了のお知らせメールが届くまでの間も情報

サービス・商品等の購入が可能です。

！

フレッツ・パスポートIDの登録は必ずフレッツ・アクセス回線（フレッツ 光

ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ライトプラス、フレッツ 光クロス）

の契約者ご本人、または契約者からマイページの利用を許可された方

が行なってください。

①氏名または会社名を入
力します。

②ご連絡先電話番号を入
力します。

③ご契約者、または契約
者からマイページの利用
を許可された方であれば
チェックを入れます。

④全ての入力が完了した
ら、[次へ]をクリックしま
す。

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊＠＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊ ①ご希望のフレッツ・パス
ポートIDを入力します。

②ご希望のパスワードを入
力します。

③受信するメール形式を
選択します。

④全ての入力が完了した
ら、[次へ]をクリックしま
す。

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＠＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＠＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊＊＊＊

！
ご連絡先メールアドレスは、フレッツ光メンバーズクラブの会員登録

されているメールアドレスが自動で入力されます。

２．フレッツ・パスポートIDのご利用方法
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情報サービス・商品等のご購入方法(回線認証を利用する場合)

１ 情報サービス・商品等の提供事業者サイトの料金の支払

い方法にて「フレッツ・まとめて支払い」を選択

情報サービス・商品等の提供事業者のサイトにおいて、情報

サービス・商品等を購入する際の支払い方法として「フレッツ・ま

とめて支払い」を選択すると、NTT東日本の「フレッツ・まとめて

支払い」のログイン画面へ遷移します。

２

！ 情報サービス・商品等の提供事業者サイトにより、表示内容は
異なります。

４

フレッツ・パスポートIDにてログイン

サービス申込受付ページまたは、フレッツ光メンバーズクラブ

マイページで取得したフレッツ・パスポートID/パスワードを用いて、

認証を実施します。

①フレッツ・パスポート
IDとパスワードを入力し
ます。

②ログインをクリックし
ます。

３ ログイン成功

ログインが成功したら次のページへ自動的に遷移しますので、

そのままお待ちください。

購入内容を確認

情報サービス・商品等の購入内容を確認します。

確認し相違なければ、[承諾する]にチェックを入れ、[購入]をク

リックします。

①[承諾する]にチェッ
クを入れる

②[購入]をクリックしま
す。

５ 購入手続きが完了

情報サービス・商品等の購入手続きが完了しました。

[サービスを利用する]をクリックすると、情報サービス・商品等の

提供事業者のサイトへ戻り、情報サービス･商品等がご利用い

ただけます。

※お客様のご自宅等に配送される商品等は除きます。

[ＯＫ]をクリックします。

！ 自動的に遷移しない時は、[ここ]をクリックすることにより、画面が
遷移します。

・キャンペーン期間を設けている場合は、

商品名にキャンペーン期間及び料金が表示されます。

・予約商品等で料金の変更やキャンセルの可能性が

あるものは注意書きが表示されます。

(詳細は本ご利用ガイドP.28をご覧ください)

！

２．フレッツ・パスポートIDのご利用方法

フレッツ・パスポートIDの取得(P.4)および変更(P.15)時、「回

線認証利用有無」の選択項目で「利用する(推奨)」を選択した

場合は、必ずご契約のフレッツ回線をご利用ください。
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情報サービス・商品等のご購入方法(回線認証を利用しない場合)

１ 情報サービス・商品等の提供事業者サイトの料金の支払

い方法にて「フレッツ・まとめて支払い」を選択

情報サービス・商品等の提供事業者のサイトにおいて、情報

サービス・商品等を購入する際の支払い方法として「フレッツ・ま

とめて支払い」を選択すると、NTT東日本の「フレッツ・まとめて

支払い」のログイン画面へ遷移します。

２

！ 情報サービス・商品等の提供事業者サイトにより、表示内容は
異なります。

４

フレッツ・パスポートIDにてログイン

サービス申込受付ページまたは、フレッツ光メンバーズクラブ

マイページで取得したフレッツ・パスポートID/パスワードを用いて、

認証を実施します。

①フレッツ・パスポート
IDとパスワードを入力し
ます。

②ログインをクリックし
ます。

３ ログイン成功

ログインが成功したら次のページへ自動的に遷移しますので、

そのままお待ちください。

メールの送信先確認

メールの送信先とご利用中のフレッツ・パスポートIDを確認し、

該当のメールアドレスへ購入手続きを進めるためのメールを送信

致します。

[メール送信]をクリック
します。

５ メール送信完了

該当のメールアドレスへ購入手続きを進めるための、

メール送信が完了致しました。

！ 自動的に遷移しない時は、[ここ]をクリックすることにより、画面が
遷移します。

２．フレッツ・パスポートIDのご利用方法

６ メールでの購入確認

！ メールの送信には数分かかることがあります。
数分お待ちいただいてもメールが届かない場合、メールの受信
許可/拒否設定、迷惑メールボックス等のご確認をお願いたし
ます。

[ご購入の手続きを進める場合はこちら]
にある[URL]をクリックします。

送信されたメールの内容を確認の上、URLをクリックして購入

手続きを進めます。



10

情報サービス・商品等のご購入方法(回線認証を利用しない場合)

２．フレッツ・パスポートIDのご利用方法

情報サービス・商品等の購入内容を確認します。

確認し相違なければ、[承諾する]にチェックを入れ、[購入]をク

リックします。

①[承諾する]にチェッ
クを入れる

②[購入]をクリックしま
す。

８ 購入手続きが完了

情報サービス・商品等の購入手続きが完了しました。

[サービスを利用する]をクリックすると、情報サービス・商品等の

提供事業者のサイトへ戻り、情報サービス･商品等がご利用い

ただけます。

※お客様のご自宅等に配送される商品等は除きます。

[ＯＫ]をクリックします。

・キャンペーン期間を設けている場合は、

商品名にキャンペーン期間及び料金が表示されます。

・予約商品等で料金の変更やキャンセルの可能性が

あるものは注意書きが表示されます。

(詳細は本ご利用ガイドP.28をご覧ください)

！
７

お客さまのご利用状況によっては、再度ログイン画面が表示さ

れることがあります。その場合は、手順 に従って、

処理を継続して下さい。

！

２ ３
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情報サービス・商品等のご解約方法(回線認証を利用する場合)

１

２

４

３

５

情報サービス・商品等の提供事業者のサイトにて解約し

たい情報サービス・商品等を選択

情報サービス・商品等の提供事業者のサイトにおいて、利用し

ている情報サービス・商品等の解約を選択すると、NTT東日本

の「フレッツ・まとめて支払い」のログイン画面へ遷移します。

！

フレッツ・パスポートIDにてログイン

サービス申込受付ページまたは、フレッツ光メンバーズクラブ

マイページで取得したフレッツ・パスポートID/パスワードを用いて、

認証を実施します。

①フレッツ・パスポート
IDとパスワードを入力し
ます。

②ログインをクリックし
ます。

ログイン成功

解約内容を確認

情報サービス・商品等の解約内容を確認します。

確認し相違なければ、[解約]をクリックします。

解約をクリックします。

解約手続きが完了

情報サービス・商品等の解約手続きが完了しました。

内容を確認し、[OK]をクリックしてください。

OKをクリックします。

情報サービス・商品等の提供事業者サイトにより、表示内容は
異なります。

ログインが成功したら次のページへ自動的に遷移しますので、

そのままお待ちください。

！
自動的に遷移しない時は、[ここ]をクリックすることにより、画面が
遷移します。

２．フレッツ・パスポートIDのご利用方法

フレッツ・パスポートIDの取得(P.4)および変更(P.15)時、「回

線認証利用有無」の選択項目で「利用する(推奨)」を選択した

場合は、必ずご契約のフレッツ回線をご利用ください。
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情報サービス・商品等のご解約方法(回線認証を利用しない場合)

１

２

３

情報サービス・商品等の提供事業者のサイトにて解約し

たい情報サービス・商品等を選択

情報サービス・商品等の提供事業者のサイトにおいて、利用し

ている情報サービス・商品等の解約を選択すると、NTT東日本

の「フレッツ・まとめて支払い」のログイン画面へ遷移します。

！

フレッツ・パスポートIDにてログイン

サービス申込受付ページまたは、フレッツ光メンバーズクラブ

マイページで取得したフレッツ・パスポートID/パスワードを用いて、

認証を実施します。

①フレッツ・パスポート
IDとパスワードを入力し
ます。

②ログインをクリックし
ます。

ログイン成功

情報サービス・商品等の提供事業者サイトにより、表示内容は
異なります。

ログインが成功したら次のページへ自動的に遷移しますので、

そのままお待ちください。

！
自動的に遷移しない時は、[ここ]をクリックすることにより、画面が
遷移します。

２．フレッツ・パスポートIDのご利用方法

４ メールの送信先確認

メールの送信先とご利用中のフレッツ・パスポートIDを確認し、

該当のメールアドレスへ解約手続きを進めるためのメールを送信

致します。

５ メール送信完了

該当のメールアドレスへ解約手続きを進めるための、

メール送信が完了致しました。

６ メールでの購入確認

！ メールの送信には数分かかることがあります。
数分お待ちいただいてもメールが届かない場合、メールの受信
許可/拒否設定、迷惑メールボックス等のご確認をお願いたし
ます。

[ご解約の手続きを進める場合はこちら]
にある[URL]をクリックします。

送信されたメールの内容を確認の上、URLをクリックして購入

手続きを進めます。

[メール送信]をクリック
します。
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情報サービス・商品等のご解約方法(回線認証を利用しない場合)

情報サービス・商品等の解約内容を確認します。

確認し相違なければ、[解約]をクリックします。

解約をクリックします。

情報サービス・商品等の解約手続きが完了しました。

内容を確認し、[OK]をクリックしてください。

OKをクリックします。

２．フレッツ・パスポートIDのご利用方法

８ 購入手続きが完了

７

お客さまのご利用状況によっては、再度ログイン画面が表示さ

れることがあります。その場合は、手順 に従って、

処理を継続して下さい。

！

２ ３
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３．その他の手続き

①サービス申込受付ページのご利用方法 （詳細情報参照の場合）

１ ４

５

６

メインメニューから「フレッツ・パスポートID」を選択
サービス申込受付ページのメインメニュー一覧から「フレッツ・

パスポートID」の[詳細]を選択します。

[詳細]を
クリックします。

閲覧したいフレッツ・パスポートIDの「詳細」を選択

ご利用状況詳細から閲覧したいフレッツ・パスポートIDの[詳

細]を選択します。

[詳細]をクリックします。

詳細情報を確認

フレッツ・パスポートIDの詳細情報を確認します。

確認が終わったら、[前画面へ戻る]をクリックします。

内容確認後、[前画面
へ戻る]をクリックしま
す。

２
サービスお申し込みのご案内ページの「ご利用状況の確

認・手続き」ボタンをクリック

サービス申込受付ページにログイン

お客さまID/アクセスキーを入力し、サービス申込受付ページ

にログインします。

３

サービス情報サイトへアクセス

https://flets-east.jp/

いますぐ、入会・登録をされる方はこちら！をクリックします。

[ご利用状況の確認・手続き]
をクリックします。

[お客さまIDとアクセス
キー]を入力します。

！

お客さまID/アクセスキーに関しては、フレッツ・アクセス回線開通時に

お渡ししている「開通のご案内」をご参照ください。また、「かんたんログ

イン」設定を行うことで、お客さまＩＤの入力のみで

ログインすることが可能になります。

[ログイン]をクリックし
ます。

別画面にてサービス申込受付ページが表示されます。
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②サービス申込受付ページのご利用方法 （登録情報変更の場合）

５

６

変更したいフレッツ・パスポートIDの「詳細」を選択

ご利用状況詳細から変更したいフレッツ・パスポートIDの[詳

細]を選択します。

「変更」を選択

フレッツ・パスポートIDの詳細情報画面から[変更]をクリックし

ます。

[変更]をクリックします。

４ メインメニューから「フレッツ・パスポートID」を選択
サービス申込受付ページのメインメニュー一覧から「フレッツ・

パスポートID」の[詳細]を選択します。

[詳細]を
クリックします。

１

２
サービスお申し込みのご案内ページの「ご利用状況の確

認・手続き」ボタンをクリック

別画面にてサービス申込受付ページが表示されます。

サービス申込受付ページにログイン

お客さまID/アクセスキーを入力し、サービス申込受付ページ

にログインします。

３

サービス情報サイトへアクセス

https://flets-east.jp/

いますぐ、入会・登録をされる方はこちら！をクリックします。

[ご利用状況の確認・手続き]
をクリックします。

[お客さまIDとアクセス
キー]を入力します。

！

お客さまID/アクセスキーに関しては、フレッツ・アクセス回線開通時に

お渡ししている「開通のご案内」をご参照ください。

また、「かんたんログイン」設定を行うことで、お客さまＩＤの入力のみで

ログインすることが可能になります。

[ログイン]をクリックし
ます。

[詳細]を
クリックします。

３．その他の手続き
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②サービス申込受付ページのご利用方法 （登録情報変更の場合）

７

８

９

１０

申込者情報を入力

申込者情報(氏名または会社名・電話番号・契約者確認）を

入力します。

①氏名または会社名を
入力します。

②電話番号を入力しま
す。

③ご契約者であれば
チェックを入れます。

④全ての入力が完了し
たら、[次へ]をクリック
します。

フレッツ・パスポートID変更情報を入力

変更したい項目を入力します。

①パスワードを入力します。

②メールアドレスを入
力し、受信するメー
ル形式を選択します。

④変更したい項目の入
力が完了したら、[次
へ]をクリックします。

変更情報を確認

変更した登録情報を確認します。

登録情報変更の完了

フレッツ・パスポートIDの登録情報の変更が完了しました。

！ フレッツ・パスポートIDのパスワードを忘れてしまった場合も、上記の方

法によりパスワードを新たに登録することが可能です。

３．その他の手続き

③回線認証利用有無を
選択いたします。

②入力した内容を確認
したら[変更]をクリック
します。

①入力した内容を確認
します。

変更内容を確認し、
「ご利用状況詳細へ戻
る」をクリックしてくださ
い。
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③サービス申込受付ページのご利用方法 （ご利用明細確認の場合）

５ 「ご利用明細確認」を選択

[ご利用明細確認]を選択します。

[ご利用明細確認]を
クリックします。

４ メインメニューから「フレッツ・パスポートID」を選択
サービス申込受付ページのメインメニュー一覧から「フレッツ・

パスポートID」の[詳細]を選択します。

１

２
サービスお申し込みのご案内ページの「ご利用状況の確

認・手続き」ボタンをクリック

別画面にてサービス申込受付ページが表示されます。

サービス申込受付ページにログイン

お客さまID/アクセスキーを入力し、サービス申込受付ページ

にログインします。

３

サービス情報サイトへアクセス

https://flets-east.jp/

いますぐ、入会・登録をされる方はこちら！をクリックします。

[ご利用状況の確認・手続き]
をクリックします。

[お客さまIDとアクセス
キー]を入力します。

！

お客さまID/アクセスキーに関しては、フレッツ・アクセス回線開通時に

お渡ししている「開通のご案内」をご参照ください。

また、「かんたんログイン」設定を行うことで、お客さまＩＤの入力のみで

ログインすることが可能になります。

[ログイン]をクリックし
ます。

[詳細]を
クリックします。

３．その他の手続き
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③サービス申込受付ページのご利用方法 （ご利用明細確認の場合）

７ 検索結果を確認

ご指定の検索条件に当てはまるご利用明細が表示されます。

検索結果を確認し、
「前画面へ戻る」をク
リックしてください。

６ 検索条件を入力

ご利用明細を表示したい年月とフレッツ・パスポートIDを入力

し、[検索]を選択します。

[年月][フレッツ・パス
ポートID]を入力します。

[検索]をクリックします。

※[年月]の入力は必須項目です。

月額課金
・当月利用開始
・翌月も利用継続

月額課金
・先月から利用継続
・当月利用終了

都度課金

！ 利用開始日/利用終了日、契約開始日/契約終了日は、

コンテンツの料金種別により表示が異なります。

【月額課金】

利用開始日…検索月内における月額コンテンツ利用開始日

利用終了日…検索月内における月額コンテンツ利用終了日

契約開始日…当該月額コンテンツの契約開始日

契約終了日…当該月額コンテンツの契約終了日

【都度課金】

利用開始日…当該都度課金コンテンツの購入日

利用終了日…-(ハイフン)

契約開始日…表示なし

契約終了日…表示なし

３．その他の手続き
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サービスお申し込みのご案内ページの「ご利用状況の確

認・手続き」ボタンをクリック

サービス申込受付ページにログイン

お客さまID/アクセスキーを入力し、サービス申込受付ページ

にログインします。

サービス情報サイトへアクセス

https://flets-east.jp/

いますぐ、入会・登録をされる方はこちら！をクリックします。

[ご利用状況の確認・手続き]を
クリックします。

[お客さまIDとアクセス
キー]を入力します。

！

お客さまID/アクセスキーに関しては、フレッツ・アクセス回線開通時に

お渡ししている「開通のご案内」をご参照ください。

また、「かんたんログイン」設定を行うことで、お客さまＩＤの入力のみで

ログインすることが可能になります。

[ログイン]をクリックし
ます。

④サービス申込受付ページのご利用方法 （お問合せ先一覧表示の場合）

５

６

「お問合わせ先一覧」を選択

[お問合わせ先一覧]を選択します。

[お問合わせ先一覧]
をクリックします。

問合せ先一覧で確認

「問い合わせ先一覧」へ遷移しますので、そのサイトでご確認く

ださい。

４ メインメニューから「フレッツ・パスポートID」を選択
サービス申込受付ページのメインメニュー一覧から「フレッツ・

パスポートID」の[詳細]を選択します。

１

２

３

[詳細]を
クリックします。

３．その他の手続き

別画面にてサービス申込受付ページが表示されます。
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⑤サービス申込受付ページのご利用方法（利用規制/利用規制解除の場合）

５
「利用規制」を選択

[利用規制]を選択します。

[利用規制]をクリック
します。

利用規制設定の場合

４ メインメニューから「フレッツ・パスポートID」を選択
サービス申込受付ページのメインメニュー一覧から「フレッツ・

パスポートID」の[詳細]を選択します。

１

２
サービスお申し込みのご案内ページの「ご利用状況の確

認・手続き」ボタンをクリック

別画面にてサービス申込受付ページが表示されます。

サービス申込受付ページにログイン

お客さまID/アクセスキーを入力し、サービス申込受付ページ

にログインします。

３

サービス情報サイトへアクセス

いますぐ、入会・登録をされる方はこちら！をクリックします。

[ご利用状況の確認・手続き]
をクリックします。

[お客さまIDとアクセス
キー]を入力します。

！

お客さまID/アクセスキーに関しては、フレッツ・アクセス回線開通時に

お渡ししている「開通のご案内」をご参照ください。

また、「かんたんログイン」設定を行うことで、お客さまＩＤの入力のみで

ログインすることが可能になります。

[ログイン]をクリックし
ます。

[詳細]を
クリックします。

３．その他の手続き

https://flets-east.jp/
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⑤サービス申込受付ページのご利用方法（利用規制/利用規制解除の場合）

７ 利用規制内容を確認

利用規制に関する内容を確認し、よろしい場合は[実行]ボタ

ンをクリックします。

利用規制内容が確認し
たら[実行]をクリックし
ます。

８ 利用規制の実施完了

利用規制の実施完了を確認し、[ご利用状況詳細へ戻る]を

クリックします。

内容を確認し、「ご利
用状況詳細へ戻る」を
クリックしてください。

利用規制解除の場合

サービス申込受付ページでの受付は実施しておりません。
下記のサポートデスクにて承っておりますので、ご注意ください。

フレッツ・パスポートＩＤ サポートデスク

＜フレッツ公式HP＞
フレッツ・パスポートＩＤお問い合わせフォーム

https://flets.com/generic/inquiry/passportid/
form.html

！ 利用規制の解除には書面の提出が必要となりますので、十分
ご注意ください。

！
利用規制はフレッツ・アクセス回線単位での実施となります。フ
レッツ・パスポートID単位、情報サービス・商品単位での利用規
制はできませんので、ご注意ください。

！
利用規制を実施する際、購入済みの月額課金コンテンツや商
品等があった場合は自動的に全て解約となりますのでご注意く
ださい。

６ 「利用規制同意事項」を確認

利用規制同意事項を確認いただき、同意される場合[同意す

る]を選択します。

同意事項を熟読いただ
き、同意される場合は
[同意する]をクリック
します。

！ 利用規制に関する工事料等は無料です。

３．その他の手続き
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サービスお申し込みのご案内ページの「ご利用状況の確

認・手続き」ボタンをクリック

サービス申込受付ページにログイン

お客さまID/アクセスキーを入力し、サービス申込受付ページ

にログインします。

サービス情報サイトへアクセス

いますぐ、入会・登録をされる方はこちら！をクリックします。

[ご利用状況の確認・手続き]
をクリックします。

[お客さまIDとアクセス
キー]を入力します。

！

お客さまID/アクセスキーに関しては、フレッツ・アクセス回線開通時に

お渡ししている「開通のご案内」をご参照ください。

また、「かんたんログイン」設定を行うことで、お客さまＩＤの入力のみで

ログインすることが可能になります。

[ログイン]をクリックし
ます。

⑥サービス申込受付ページのご利用方法 （ご利用限度額変更の場合）

５ 「ご利用限度額変更」を選択

[ご利用限度額変更]を選択します。

[ご利用限度額変更]
をクリックします。

４ メインメニューから「フレッツ・パスポートID」を選択
サービス申込受付ページのメインメニュー一覧から「フレッツ・

パスポートID」の[詳細]を選択します。

１

２

３

[詳細]を
クリックします。

３．その他の手続き

https://flets-east.jp/

別画面にてサービス申込受付ページが表示されます。
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⑥サービス申込受付ページのご利用方法 （ご利用限度額変更の場合）

７

８

ご利用限度額変更の確認

ご利用限度額の変更情報を確認[変更]をクリックします。

ご利用限度額の変更
情報を確認したら[変
更]をクリックします。

ご利用限度額変更完了

ご利用限度額の変更が完了しました。[ご利用状況詳細へ戻

る]をクリックし、ご利用状況詳細画面へ戻ります。

内容を確認し、「ご利
用状況詳細へ戻る」を
クリックしてください。

！

その月の購入済情報サービス・商品等の合計額が変更後のご利用限
度額を超過していた場合でも、エラーは表示されません。また、超過分
の購入済み情報サービス・商品等は自動的に解約されませんので、十
分にご注意ください。
なお、購入済みの情報サービス・商品等については、P.17のご利用明
細にてご確認いただけます。

６ ご利用限度額変更情報を選択

登録しているパスポートIDそれぞれに対し、1円単位でご利用

限度額を変更することができます。

ただし、契約中のフレッツ・アクセス回線１回線につき、

同一のフレッツ・アクセス回線から登録された本ＩＤすべて

の利用限度額の合計額が、※既定の金額を超えない範囲で設

定することができるものとします。

①変更したい利用限度
額をパスポートID単位で
入力します。

②[次へ]をクリックしま
す。

契約中のフレッツ・アク

セス回線全体での合計

額が表示されます。

３．その他の手続き

！
既定の金額はお客さまのご利用状況に応じて、 ０円～５０，０００円（税
込み）の間で自動で設定されます。
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『開通のご案内』を紛失された場合や「アクセスキー」の変更をご希望の場合

万が一、『開通のご案内』を紛失された場合や、「アクセスキー」の変更をご希望の場合には、
再度『開通のご案内』を郵送させていただきますので、

「0120-116116」〔午前９時～午後５時 年中無休（年末年始を除きます）〕へお申し込みください。

！

『開通のご案内』を紛失された場合や「アクセスキー」の変更をご希望の場合、「0120-116116」へお申し込みいただきますが、セキュリティの観点か

ら口頭で「お客さまＩＤ／アクセスキー」を申し上げることはできません。

「お客さまＩＤ／アクセスキー」は、フレッツ・アクセス回線（フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ライトプラス、フレッツ 光クロス）をご利用

のお客さま向けに提供する各種お申し込みに必要となるお客さまの大切な情報です。紛失・漏洩などには十分ご注意いただき、大切に保管してくださ

い。

３．その他の手続き
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各種サービスの取り扱い

回線の異動に伴うフレッツ・パスポートIDおよび情報サービス・商品等の取り扱い

フレッツ・アクセス回線において、設置場所変更、メニュー変更、品目変更等（以下、「異動」といいます。）が発生した場合には、

以下のとおりフレッツ・パスポートIDおよび情報サービス、商品等（月額課金タイプ）を継続してご利用いただける場合と、解約させて

いただく場合があります。

なお、フレッツ・アクセス回線の異動に伴いフレッツ・パスポートIDが廃止となる場合には、当該回線の異動後に新たに郵送される

『開通のご案内』に記載しております「お客さまＩＤ／アクセスキー」により、フレッツ・パスポートIDをご利用いただけます。予めご了承

ください。

フレッツ・パスポートIDの利用規制中に、フレッツ・アクセス回線において設置場所変更、メニュー変更、品目変更等（以下、「異

動」といいます。）が発生した場合には、以下のとおり利用規制を引き継ぐ場合と、引き継がない（利用規制が解除される）場合があ

ります。

なお、フレッツ・アクセス回線の異動に伴いフレッツ・パスポートIDの利用規制を引き継がない（利用規制が解除される）場合には、

再度、フレッツ・パスポートIDの利用規制のお申し込みをいただくことになりますので、予めご了承ください。（フレッツ・パスポートID

の利用規制のお申し込みにつきましては、P.24をご覧ください。）

回線の異動に伴う利用規制登録引継ぎの取り扱い

フレッツ・パスポートIDの利用規制を引き継ぐ異動

・設置場所変更（お客さまID変更なし） ※
・品目変更（お客さまID変更なし）
（例：ファミリータイプ⇔マンションタイプ）等
・改称

※NTT西日本エリアへお引っ越しの場合は解約と同様の
扱いとなります。

フレッツ・パスポートIDの利用規制を引き継がない異動

・設置場所変更（お客さまID変更あり）
・品目変更（お客さまID変更あり）
・メニュー変更
（例：フレッツ 光ネクスト⇔フレッツ光ライト）
・解約
・譲渡・承継

３．その他の手続き

フレッツ・パスポートIDおよび情報サービス、商品等
（月額課金タイプ）を継続してご利用可能な異動

・設置場所変更（お客さまID変更なし） ※
・品目変更（お客さまID変更なし）
（例：ファミリータイプ⇔マンションタイプ）等
・改称

※NTT西日本エリアへお引っ越しの場合は解約と同様の
扱いとなります。

フレッツ・パスポートIDおよび情報サービス、商品等
（月額課金タイプ）が解約となる異動

・設置場所変更（お客さまID変更あり）
・品目変更（お客さまID変更あり）
・メニュー変更
（例：フレッツ 光ネクスト⇔フレッツ光ライト）
・解約
・譲渡・承継
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フレッツ・アクセス回線（フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ライトプラス、フレッツ 光クロス）のご利用料金をお支

払いいただくお客さま番号に変更があった場合には、以下のとおりフレッツ・パスポートIDを継続してご利用いただける場合と、廃止

させていただく場合があります。

なお、フレッツ・アクセス回線ご利用料金の請求先お客さま番号の変更に伴いフレッツ・パスポートIDが廃止となる場合には、フ

レッツ・まとめて支払いをご利用いただけなくなりますのでご注意ください。

フレッツ・アクセス回線ご利用料金の請求先お客さま番号の変更に伴う
フレッツ・パスポートIDの取り扱い

フレッツ・アクセス回線ご利用料金の請求先お客さま番号の変更事象
フレッツ・パスポートID

の取り扱い

フレッツ・アクセス回線をご契約いただいている回線の電話番号を変更された場合

（改番した場合）

継続

フレッツ・アクセス回線ご利用料金の請求先電話番号を変更された場合

（フレッツ・アクセス回線のご利用場所にお持ちである同一名義の電話回線に限ります）

フレッツ・アクセス回線ご利用料金をお支払いいただく方法を「00から始まる10桁のお客

さま請求番号」に変更された場合

フレッツ・アクセス回線のご利用料金のお支払い方法がフレッツ広域一括請求に変更となっ
た場合

フレッツ・アクセス回線をご契約いただいている回線にノーリンギング通信サービスおよびトー
キー案内機能をご利用いただく場合

廃止

各種サービスの取り扱い

３．その他の手続き
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４．参考

ログイン時のエラー内容について

情報サービス・商品等をご購入・ご利用いただく際の認証用「ログイン画面」において、「フレッツ・パスポートＩＤ／パスワード」を入

力した際に表示される主なエラーメッセージは下記のとおりです。各エラーメッセージ内容に従いまして、ご対応いただきますようお

願いいたします。

【ログイン画面】

認証用「ログイン」画面で、「フレッツ・パスポートＩＤ／パ

スワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

◆システムメンテナンス中
フレッツ・まとめて支払いのシステムメンテナンス中にログ
インした場合に表示されるエラーメッセージです。
誠に申し訳ございませんが、しばらく時間をおいてから再
度ログインしてください。

◆利用規制中
お客さまからのお申し出などにより、フレッツ・パスポートIDのご
利用を規制している場合に表示されるエラーメッセージです。
ご利用規制の解除をご希望の場合は、フレッツ公式ＨＰ内のフ
レッツ・パスポートＩＤお問い合わせページ
（https://flets.com/generic/inquiry/passportid/form.html）

◆ログインエラー

誤った「フレッツ・パスポートＩＤ／パスワード」を入力した場合な

どに表示されるメッセージです。ログインエラー時の対処方法に

つきましては、リンク先をご参照ください。

＜ログインエラー画面＞

◆ログインエラーメッセージ

◆その他のログインエラーメッセージ

＜ログイン画面＞

②「ログイン」
ボタンをクリック

①「フレッツ・パスポー
トID」、 「パスワード」
を入力

「エラーについて」ボタン
をクリック
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「購入画面」における注記メッセージ表示ついて

情報サービス・商品等をご購入・ご利用において、提供事業者ごとに「初月無料」等のキャンペーン期間を設定している場合があり

ます。「購入画面」において、表示されるメッセージは下記のとおりです。

＜キャンペーン設定時の購入画面＞

提供事業者が設定している情報サービス・商品等の
キャンペーン情報や料金について表示されます。

◆キャンペーンメッセージ表示

＜通常の購入画面＞

＜予約商品等の購入画面＞

該当の商品に関し、料金の変更やキャンセルがあった
場合に登録されたメールアドレスへお知らせする旨を
記載しています。

■その他予約商品等の場合のメッセージ表示

＜通常の購入画面＞

４．参考



29

フレッツ・パスポートIDのご利用可否

フレッツ・アクセス回線のうち、フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光ライト、フレッツ 光ライトプラス、フレッツ 光クロスをご契約い
ただいている全てのお客さまが、フレッツ・パスポートIDをご利用いただけます。

なお、フレッツ・パスポートIDのご利用状況につきましては、サービス情報サイトからサービス申込受付ページにアクセス後、
「お客さまＩＤ／アクセスキー」を入力することで、ご確認いただくことが可能です。

サービスお申し込みのご案内

サービス情報サイトへアクセス

[詳細]を
クリックします。

サービス申込受付ページ

ご利用状況 内容

利用中 現在、ご利用いただいております。

登録中
現在、サービス登録中ですので、

しばらくたってからご利用ください。

未利用 本サービスは利用いただいておりません。

規制中 現在、利用規制中です。

「ご利用状況」画面内容

いますぐ、入会・登録をされる方はこちら！をクリックします。

[ご利用状況の確認・手続き]
をクリックします。

サービス申込受付ページ（ログイン）

[お客さまIDとアクセス
キー]を入力します。

[ログイン]をクリックし
ます。

４．参考

https://flets-east.jp/
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請求書表示イメージ

ご利用いただきました情報サービス・商品等の料金につきましては、「NTT東日本料金請求書」表面では「ご請求の内訳」欄に「料
金回収代行サービスご利用分」に合算して表示され、裏面では 「ご利用料金内訳書」内の「料金内訳名」欄に「フレッツ・まとめて
支払い情報料」と表示されます。
具体的な表示イメージ等につきましては、下記をご覧ください。

【ご購入例】
㈱Ａ社の「雑貨（５40円）」と㈱Ｂ社の「名作アニメ１（３００円）」と「名作アニメ２（３００円）」を購入した場合。

NTT東日本料金請求書イメージ（表面）

１６３－８０１９

東京都新宿区西新宿３－１９－２

東日本 太郎 様

ＴＥＬ(無料) （０１２０）○○○○○○

還付先：〒○○○-○○○○

東京都 ○○区 ○○○

○丁目 ○○-○ NTT ○○ビル

○○情報システムサービスセンタ

社用 1010011 11002 01598 01598 00

ｺｰﾄﾞ
NTT東日本料金請求書

（NTT EAST-Bill）

印

平成２６年 ８月１０日発行

お客さま番号 お支払期限（Due Date）

平成２６年 ８月３１日

日ごろNTT東日本をご利用いただきましてありがとうございます。
裏面のお支払い場所にこの請求書をご持参のうえ、お支払いください。 料金お問合わせ先 ０１２０－〇〇〇〇〇〇（無料）

ご請求の内訳 金 額（円） お 知 ら せ

NTT東日本ご利用分

６，９７２ 円 詳細については、「ご利用料金内訳書」をご覧ください。

●お支払期限後に支払われた場合は、年 14.5％(1日当たり

約0.04％）の延滞利息をお支払いいただく場合もあります。

↓下の部分を切り取り、裏面のお支払場所にてお支払い願います。

東日本電信電話株式会社（払込通知票） 払込受領証兼
収入金領収控

領収証（Receipt）

ご請求額 ご請求額

お客さま氏名 東日本 太郎 様

お客さま番号 (00) △△△△ -□□□□平成２６年 ７月分

２８

３４ 120014090050000000009838200000555952110

12011039999999900000000000000011080831110911

お支払期限 ２月２９日

領
収
日
付
印

（金融機関等→NTT東日本）

7 0399999999612

8 90831009838575559571

お客さま番号 (00) △△△△-□□□□

お 客 さ ま 氏 名

東日本 太郎 様

収納連絡先（金融機関用）
０１２０－〇〇〇〇〇〇

領
収
日
付
印

（金融機関等保管）

領
収
日
付
印

収
入
印
紙
貼
付
欄

お客さま番号

(00) △△△△-□□□□

お客さま氏名

東日本 太郎 様

平成２６年 ７月分

うち、消費税相当額

東日本電信電話株式会社
印

（お客さま）

郵便局は収入印紙不要

収納連絡先（金融機関用）

（森林資源保護のため、電話帳古紙を入れた再生紙を使用しております）

金 額

料金お問合せ先 (無料)

０１２０－〇〇〇〇〇〇

ご請求額（Charge）
６，９７２ 円

５，８３２ 円

ご請求年月

平成２６年 ７ 月分

（合計）

00140 -7-900500

東日本電信電話株式会社

ご注文・お問合せは局番なしの「１１６」へ（無料）

電話の故障は局番なしの「１１３」へ（無料）

お話し中調べは局番なしの「１１４」へ（無料）

○○支店

（００）△△△△－□□□□

通常払込料金加入者負担

通常払込
料金加入
者負担

￥ ６ ９ ７ ２

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

￥ ６，９７２

￥ ６，９７２

○○支店

東日本電信電話株式会社

00140 -7-900500

(0120)〇〇〇〇〇〇（無料）
社用ｺｰﾄﾞ 0110 0 00C

○○支店

①

②

③

切りとり線

￥ ４３２

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

１，１４０ 円 料金回収代行サービスをご利用になった料金です。料金回収代行サービスご利用分

営業時間

料金お問合せ電話受付

午前９時～午後５時
※土曜・日曜・祝日・年末年始（ 12月29日～1月3日）は休業とさせていただきます。

情報サービス・商品等の料金については、「料金回収代行サービスご利用分」に合算して表示されます。

お支払期限 ８月３１日

郵
便
局
で
お
支
払
い
の
場
合
は
、
左
側
の
２
枚
だ
け
を
お
出
し
く
だ
さ
い
。

４．参考
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！
情報サービス・商品等の料金は、ご購入いただいた「情報サービス・商品等の提供事業者単位」に合算して表示されます。

ご利用明細につきましては、P.21に記載の方法によりご確認いただけます。

NTT東日本料金請求書イメージ（裏面）

料金内訳名 金 額（円） ご利用期間等のお知らせ

消費税相当額

（内訳）

（小 計）

合算表示の料金を合計した５，４００円に８％を乗じて算出しています。

ご利用料金内訳書
お客さま番号 （０３）１２３４－５６７８

１ ページ

【NTT東日本ご利用分】

税区分

２，６００

４３２

(２０４)

５，８３２

合算

【料金回収代行サービスご利用分】

フレッツ・オンデマンド情報料

（小 計）

（合 計）

５４０

６００

１，１４０

６，９７２

非対象等

非対象等

社用コード １０８１６

㈱Ａ社ご利用分。

㈱Ｂ社ご利用分。

料金内訳名 金 額（円） ご利用期間等のお知らせ

フレッツ光 ネクスト ファミリータイプ

（内訳）

（小 計）

ご利用料金内訳書
お客さま番号 （００） △△△△－□□□□

１ ページ

【NTT東日本ご利用分】

(４３２)

【料金回収代行サービスご利用分】

フレッツ・まとめて支払い利用料

（小 計）

（合 計）

６００ 非対象等

社用コード １０８１６

㈱Ｂ社ご利用分。

【㈱Ａ社ご購入分】雑貨（５４０円）

【㈱Ｂ社ご購入分】
名作アニメ１（３００円）と名作アニメ２（３００円）
を合算した６００円をご請求

回線使用料

屋内配線利用料

回線終端装置利用料

４，３００

２００

９００

合算

合算

合算

７月 １日～ ７月３１日

フレッツ・まとめて支払い利用料

４．参考
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お問い合わせ先

フレッツ・まとめて支払いおよびフレッツ・パスポートIDのご利用に関するお問い合わせは、NTT東日本フレッツ公

式ホームページの「フレッツ・パスポートID」をご参照いただくか、下記問合せ先までご連絡ください。

► NTT東日本 フレッツ公式ホームページ

https://flets.com/

► フレッツ・パスポートID

https://flets.com/passportid/

► お問い合わせフォーム

・サービスに関するお問い合わせ
https://flets.com/generic/inquiry/passportid/form.html

・工事・故障に関するお問い合わせ

https://flets.com/generic/trouble/passportid/form.html

「お客さまＩＤ／アクセスキー」に関するお問い合わせにつきましては、下記の「0120-116116」へご連絡ください。

「0120-116116」
午 前 ９ 時 ～ 午 後 ５ 時
年中無休（年末年始を除く）

情報サービス・商品等の「利用規制の解除」等につきましては、下記のフレッツ・パスポートＩＤ サポートデスクへご連絡ください。

フレッツ・パスポートＩＤ サポートデスク

フレッツ・パスポートＩＤお問い合わせフォーム：
https://flets.com/generic/inquiry/passportid/form.html

なお、情報サービス・商品等の内容に関しては、情報サービス・商品等の提供事業者に直接お問合せください。
問い合わせ先につきましては、提供事業者HPなどでご確認ください。

４．参考

https://flets.com/generic/inquiry/passportid/form.html
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フレッツ・まとめて支払い／フレッツ・パスポートID
ご利用ガイド
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