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マイページにログインしよう 

マイページを表示する 

ブラウザを起動してiTSCOM（イッツコム）のホームページを表示し、「マイページ」の部分をクリックしま

す。 
1 

iTSCOMのホームページ 

http://www.itscom.net/index.html 
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2 「マイページ ログイン ＞」をクリックすると、マイページトップが表示されます。 

マイページトップ 
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マイページにログインする 

(1) iTSCOM IDを入力します。 

(2) iTSCOM IDのパスワードを入力します。 

(3) 「ログイン」ボタンをクリックします。 

 
(1) 

(2) 

(3) 

● iTSCOM IDを取得されていない場合 
→ p.11 「はじめてのログイン」へ 

 
● iTSCOM ID・パスワードが分からない場合 

→ p.19 「iTSCOM ID・パスワードが分からなくなったら」へ 
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はじめてのログイン（iTSCOM IDの取得） 

マイページトップを表示し、「【初めてログインされる方】」をクリックします。 1 

2 (1) 「契約者情報 認証」画面が表示されますので、必要事項を入力します。 

 ※「仮iTSCOM ID」をお持ちの場合は、次ページ【「仮iTSCOM ID」をお持ちの場合】へお進みください。 

(2) 「確認」ボタンをクリックし、手順3 （p.13）へお進みください。 

(2) 

(1) 

「機器の情報等」について 

8つの中からいずれか1つを選

択してください。機器情報がご

不明な場合は をクリックして

機器情報の確認方法をご覧下

さい。 
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(1) 画面上側の「仮iTSCOM ID 認証」のリンクをクリックします。 

(2) 通知書記載の「仮iTSCOM ID」を入力します。 

(3) 通知書記載の「仮パスワード」を入力します。 

(4) 「次へ」ボタンをクリックし、手順3 （p.13）へお進みください。 

2-B 「仮iTSCOM ID」をお持ちの場合 

(1) 

 

(2) 

(3) 

(4) 
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(1) 「iTSCOM ID」欄にお客さまご希望のiTSCOM IDを入力します。 

(2) 「パスワード」、「パスワード再入力」欄にお客さまご希望のパスワードを入力します。 

(3) 「確認」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

3 

 

4 表示された内容に間違いがないか確認し、「登録」ボタンをクリックします。 

入力できる文字数：4～24文字 

利用可能文字   ：半角英数字、「%」「+」「.」「/」「:」「=」「@」「^」「_」「-」 

入力できる文字数：6～32文字 

利用可能文字   ：半角英数字、「%」「+」「.」「/」「:」「=」「@」「^」「_」「-」 
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(1) これでiTSCOM IDの登録は完了です。 

(2) 「印刷用画面へ」ボタンをクリックして、表示された内容をメモなどに控えるか、印刷をしてください。 

(3) 続いて基本メールアドレスの登録を行いますので、「基本メールアドレス登録へ」ボタンをクリックし、

手順6 （p.15）へお進みください。 

5 ■インターネットサービスのご契約があるお客さまは・・・ 

■インターネットサービスのご契約がないお客さまは・・・ 

(3) 

(1) 

(1) これでiTSCOM IDの登録は完了です。 

(2) 「印刷用画面へ」ボタンをクリックして、表示された内容をメモなどに控えるか、印刷をしてください。 

(3) 続いて連絡先メールアドレスの登録を行いますので、「連絡先メールアドレスの登録へ」ボタンをク

リックし、手順10 （p.17）へお進みください。 

(3) 

(1) (2) 

(2) 

印刷用画面 
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6 

(2) 

(1) 

※ 

7 (1) サブドメイン候補の中からご希望のものにチェックします。 

※ 表示されている候補にご希望のサブドメインがない場合は、「他のサブドメイン候補を表示する」ボ

タンをクリックしてください。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 

○○○
任意設定

@サブドメイン
候補選択

.itscom.net 

なお、メールアドレスは 

● お客さまで登録していただく文字列は○○○の部分になります。 

● サブドメインの部分は自動的に割振られた候補から選択します。 

● サブドメインは英小文字1桁＋数字2桁（00～09）になります。 

になります。 

(1) 基本メールアドレスの登録を行います。「基本メールアドレス」欄にお客さまご希望のアドレス 

     （@より前の部分）を入力してください。 

入力できる文字数：3～20文字 

利用可能文字    ：半角英数字、「-」（マイナス）「_」（アンダースコア） 

                 ただし、「-」「_」は先頭、末尾には使用できません。 

(1) 

(2) 

(2) 「次へ」ボタンをクリックします。 
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(1) これで基本メールアドレスの登録は完了です。 

登録された「基本メールアドレス」「POPアカウント」「POPアカウント初期パスワード」「POPサー

バー」「SMTPサーバー」が画面に表示されます。 

なお、この内容は今後確認ができません。印刷をするか、メモなどに控えてください。 

※ 印刷する場合には、「印刷用画面へ」をご利用ください。 

(2) 控えを作り終えましたら、「連絡先メールアドレスの登録へ」ボタンをクリックしてください。 

(1) 

(2) 

9 

8 「基本メールアドレス 入力確認」画面が表示されます。 

表示された内容に間違いがないか確認し、「登録」ボタンをクリックします。 

※ 
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(1) 連絡先メールアドレスを基本メールアドレスにする場合は「基本メールアドレスへの送信を希望しま

す。」を選択します。 

(2) 連絡先メールアドレスをその他メールアドレスにする場合は「その他のアドレスへの送信を希望しま

す。」を選択し、メールアドレス欄にメールアドレスを入力します。 

(3) イッツコムからのお得なお知らせを受信したい場合にはチェックを入れます。 

(4) 「確認」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

10 ■インターネットサービスのご契約があるお客さまは・・・ 

■インターネットサービスのご契約がないお客さまは・・・ 

(1) メールアドレス欄に連絡を希望するメールアドレスを入力します。 

(2) イッツコムからのお得なお知らせを受信したい場合にはチェックを入れます。 

(3) 「確認」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

(3) 
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表示された内容に間違いがないか確認し、「登録」ボタンをクリックします。 11 

「連絡先メールアドレス 登録完了」画面が表示されれば終了です。 12 
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「マイページ」トップを表示し、「【iTSCOM ID・パスワードがご不明な方】」をクリックします。 

(1) 

(2) 

1 

2 (1) 不明な項目を選択します。 

(2) 「次へ」ボタンをクリックします。 

iTSCOM ID・パスワードが分からなくなったら 

● 「iTSCOM IDがご不明な場合」を選択した場合 
● 「iTSCOM IDとパスワードがご不明な場合」を選択した場合 

→手順3-A （p.20）へお進みください。 
 

● 「パスワードがご不明な場合」を選択した場合 
→手順3-B （p.21）へお進みください。 
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(1) 「本人認証」画面が表示されますので、必要事項を入力します。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 

(3) 入力した内容に間違いがないか確認し、「次へ」ボタンをクリックします。 

3-A iTSCOM ID/iTSCOM IDとパスワードが不明な場合 

手順4 （p.21）へお進みください。 

認証ができない場合 

「こちら」をクリックしてください。書

面にて仮iTSCOM IDを発送いたし

ます。 

(1) 

「機器の情報」について 

8つの中からいずれか1つを選択し

てください。機器情報がご不明な場

合はをクリック して機器情報の

確認方法をご覧下さい。  

 

(2) 

(3) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

4 (1) 「秘密の質問」を選択します。 

(2) 秘密の質問に対する答えを入力します。 

(3) 「次へ」ボタンをクリックします。 

3-B 

(1) iTSCOM IDを入力します。 

(2) 「次へ」ボタンをクリックします。 

(3) 入力した内容に間違いがないか確認し、「次へ」ボタンをクリックします。 

パスワードが不明な場合 
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「本人認証完了」画面が表示されましたら、連絡先メールアドレス宛に確認メールが送信されます。 

確認メールが届いているか確認をしてください。 

6 

5 

メール内に記載されたURLをクリックします。 
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(1) 手順4で登録した秘密の質問を選択します。 

(2) 手順4で登録した答えを入力します。 

(3) 「ID・パスワード再発行」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

(3) 

8 

7 

これでiTSCOM ID・パスワードの再発行は完了です。 

なお、この内容は今後確認ができません。印刷をするか、メモなどに控えてください。 

※ 印刷する場合には、「印刷用画面へ」をクリックし、印刷をしてください。 

※ 


