
「マイページ」ご利用の手引き 

マイページは、イッツコムのご契約者様専用サイトです。 

 

ご契約内容や請求情報のご確認、各種サービスの追加・変更などが 

お客さま自身でイッツコムのホームページ上から管理できるオンラインサービスです。 

第23版 





ようこそ、イッツコム「マイページ」へ 

テレビサービス、インターネットサービス、電話サービス 

スマートサービス、エナジーサービス、モバイルサービス、 

どのサービスでも、イッツコムのご契約者様なら利用できる専用サイトです。 

イッツコムライフがより便利になる「マイページ」をご活用ください。 
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契約内容の確認・変更 

ご利用中のコースの確認や、サービスの追加やテレビオ

プションのお申込みなどができます。 

メールアドレス 

メールアドレスを追加したり、迷惑メールチェックや転送設

定などメールに関する各種設定ができます。 

インターネットオプション 

下記インターネットオプションの設定変更ができます。 

● ホームページ 

● webフィルタリング 

● シマンテックオンラインサービス 

利用明細 

過去3ヵ月分のご利用明細が確認できます。 

マイページの設定・変更 

iTSCOM ID・パスワードの変更ができます。 

お客様情報の確認・変更 

イッツコムに登録されたご契約者様のお名前や住所を確

認したり、連絡先や支払い方法の変更ができます。 

マイページでできること 

⇒ p.24 

⇒ p.32 

⇒ p.90 

⇒ p.112 

⇒ p.148 

⇒ p.152 

はじめに 
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【推奨環境】 

 

■ パソコンでご利用の場合    

OS Windows 7以降 

※最新WindowsのService Packが適用されていること 

Mac OS X(10.9以上)   

ブラウザ Microsoft Internet Explorer 11.0以上 

Safari 7.0以上 

■ SSL／TLSについて 

マイページはSSLを利用しています。 

SSL(Secure Sockets Layer)プロトコルを利用すると、入力いただいた内容を保護するため、送受信データ

を暗号化して盗聴などを防止します。 

Internet ExplorerやFirefoxなど主要なブラウザはSSLに対応しています。  

SSL／TLSでマイページにアクセスできない場合は、ブラウザを最新バージョンに更新してください。 

 

■ JavaScriptについて 

マイページではJavaScriptを使用しています。お使いのブラウザの設定でJavaScript機能を無効にされて

いる場合、正しく機能しなかったり、ページが正しく表示されないことがあります。ご使用になる際は

JavaScript機能を有効にしてください。  

 

■ cookie（クッキー）について 

マイページでは、クッキーを使用しております。正しくご使用いただくため、お使いのブラウザのメニュー設

定で、クッキーを許可する設定にしてください。  

 

 

■ マイページのご利用には連絡先メールアドレス（イッツコム以外のメールアドレスも可）の登録が必要にな

ります。 

■ 「かっとびMANSION LAN」サービスでms246.netドメイン・246.ne.jpドメインをご利用のお客さまはマイペー

ジはご利用になれません。 

マイページを使うには・・・ 



8 201904 

 

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。 



23 201904 

 

(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。 

※ 
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契約者名・住所・電話番号を確認したい 

(1) マイページにログインし、メニューより「お客様情報の確認・変更」をクリックします。 

(2) 「契約者名・住所・電話番号の確認」をクリックします。 

ご契約のお名前・住所・電話番号が表示されます。 

(1) 
(2) 

1 

2 

マイページではお名前・住所・電話番号の変更手続きはできません。 

変更をご希望の場合は、「こちら」の部分をクリックしてください。 

「各種手続きのご案内」が表示されますので、そちらからお問い合わせください。 

お客様情報の確認・変更 
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1 

連絡先を変更したい 

2 連絡先情報の画面が表示されますので、「変更」ボタンをクリックします。 

(1) マイページにログインし、メニューより「お客様情報の確認・変更」をクリックします。 

(2) 「日中連絡先・連絡メールアドレスの確認・変更」をクリックします。 

(1) 

(2) 
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3 ■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) 日中連絡先を変更したい場合には、変更後のお電話番号を入力します。 

(2) 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。 

(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) 

(4) 

(5) 

(3) 

(1) 日中連絡先を変更したい場合には、変更後のお電話番号を入力します。 

(2) 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。 

(3) 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。 

(4) 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。 

(5) 「確認」ボタンをクリックします。 

(3) 

(4) 

(2) 

(1) 
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4 

5 

内容を確認し、間違いがなければ「登録」ボタンをクリックします。 

これで連絡先の変更は完了です。 



28 201904 

 

 

支払い方法を変更したい 

「マイページ」ではクレジットカード払いへの変更、クレジットカード情報の変更手続きが可能です。 

● 「マイページ」で変更された場合、変更を希望されるクレジットカードへはお手続き当月のご利用分から切り

替わります。（例： 1/15に変更された場合、切替は1月のご利用料[1/1～1/31ご利用分]から変更）  

● 変更手続きは無料です。 

● ご契約者本人名義もしくはご契約者と生計を同じくする親族（二親等以内）名義のクレジットカードがご利

用可能です。  

● クレジットカードの変更などでご請求ができない月が発生した場合、振込用紙を郵送いたします。この振込

用紙は銀行およびコンビニエンスストアにてご利用になれます。 

2 現在のお支払い方法が表示されます。 

お支払い方法を変更する場合には「変更」ボタンをクリックします。 

(1) マイページにログインし、メニューより「お客様情報の確認・変更」をクリックします。 

(2) 「お支払い情報の確認・変更」をクリックします。 

(1) 

(2) 

1 
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特約が表示されます。内容をご確認いただき、よろしければ「同意する」ボタンをクリックします。 3 

(1) クレジットカードの情報を入力します。 

(2) 「カード情報入力」ボタンをクリックします。 
4 

(1) 

(2) 
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クレジットカード情報入力の専用画面が表示されるので、「カード番号」「有効期限」を入力し、 

「次へ Next」ボタンをクリックします。 
5 

クレジットカード変更の画面に戻るので、「確認」ボタンをクリックします。 6 
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「クレジットカード変更 完了」画面が表示されれば、手続きは終了です。 8 

カード番号の一部が表示されるので、間違いがなければ「登録」ボタンをクリックします。 7 
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契約内容を確認したい 

(1) マイページにログインし、メニュー

より「契約内容の確認・変更」をク

リックします。 

(2) 現在のご契約内容が表示されま

す。 

● 追加申し込み 

● コース変更 

● セットトップボックス（専用チュー

ナー）の交換 

● 番組案内誌の購読申し込み 

● テレビオプション申し込み 

● みるプラス/みるプラスTVのパス

ワード確認 

テレビサービスに関する手続き  

⇒ p.43 

インターネットサービスに関する手

続き 
 

● 追加申込み 

● コース変更 

● イッツコムモバイルの申込み 

⇒ p.62 
※ インターネットオプションの設定手順

については、p.110 からの「インター

ネットオプション」をご覧ください。 

契約内容の確認・変更 

● 追加申込み 

スマートサービスに関する手続き  

⇒ p.34 

(1) (2) 

※ 表示される項目はご契約状況により異なる場合があります。 
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契約内容を確認したい 

電話サービスに関する手続き 

● ケーブルプラス電話の追加申し

込み 

 

⇒ p.82 

その他の手続き 

● NHK団体一括支払の申し込み 
 

⇒ p.86 

契約内容の確認・変更 

東急でんき＆ガスに関する手続き 

● 東急でんき＆ガスの申し込み 
 

⇒ p.84 
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インテリジェントホームを新規に申し込みたい 

「申込み」ボタンをクリックします。 1 

(1) 「インテリジェントホーム」を選択します。 

(2) 「次へ」ボタンをクリックします。 
2 

(1) 

(2) 
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(1) インテリジェントホーム ゲートウェイをレンタルで利用する場合は「レンタル」、購入したい場合は「購

入」を選択します。 

(2) ご希望のオプションサービス、デバイスの台数を入力します。 

(3) 「確認」ボタンをクリックします。 

3 

(1) 

(2) 

(3) 
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内容を確認し、間違いがなければ「申込む」ボタンをクリックします。 4 
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(1) 契約約款をご確認いただき、よろしければ「承諾する」を選択します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(3) 「追加申込み完了」画面が表示されれば終了です。 

5 

(1) 

(2) 

(3) 
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インテリジェントホームのデバイスを追加で申し込みたい 

「変更」ボタンをクリックします。 1 

(1) 追加をご希望のデバイスの台数を入力します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックします。 
2 

(1) 

(2) 
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(1)内容を確認し、間違いがなければ「申込む」ボタンをクリックします。 

(2)「オプション変更完了」画面が表示されれば終了です。 
3 

(1) 

(2) 
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イッツコム テレビ・プッシュを申し込みたい 

「申込み」ボタンをクリックします。 1 

(1) 「イッツコム テレビ・プッシュ」を選択します。 

(2) 「次へ」ボタンをクリックします。 
2 

(1) 

(2) 
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(1) IPボックスをレンタルで利用する場合は「レンタル」、購入したい場合は「購入」を選択します。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 
3 

内容を確認し、間違いがなければ「申込む」ボタンをクリックします。 4 

(1) 

(2) 
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(1) 契約約款をご確認いただき、よろしければ「承諾する」を選択します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(3) 「追加申込み完了」画面が表示されれば終了です。 

5 

(1) 

(2) 

(3) 
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テレビサービスを申し込みたい 

「TVサービスの追加申込み」ボタンをクリックします。 1 

(1) ご希望のコース・セットトップボックスの種類を選択します。 

(2) 「次へ」ボタンをクリックします。 
2 

(1) 

(2) 

※ 表示される項目はご契約状況により異なる場合があります。 
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(1) ご希望のセットトップボックスのレンタル／購入を選択します。 

 ※イッツコムひかりの場合はHit Pot レンタルのお申し込みとなります。 

(2) iTSCOM magazine（番組案内誌）を購読される場合には「申込む」、購読しない場合には「申込まな

い」を選択します。 

(3) サービスお申し込みと同時にオプションチャンネルを申し込む場合にはご希望のチャンネルにチェッ

クを入れます。 

(4) 「確認」ボタンをクリックします。 

3 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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内容を確認し、間違いがなければ「申込む」ボタンをクリックします。 4 
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(1) 契約約款をご確認いただき、よろしければ「承諾する」を選択します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(3) 「追加申込み完了」画面が表示されれば終了です。 

5 

(1) 

(2) 

(3) 
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「コース変更」ボタンをクリックします。 1 

2 (1) ご希望のコースを選択します。 

(2) 「次へ」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

テレビのコースを変更したい 

※ 表示される項目はご契約状況により異なる場合があります。 
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3 (1) コース変更と同時にセットトップボックスのレンタル/購入などを変更する場合には、ご希望の内容を

選択してください。変更しない場合には「変更前」と内容になっているかを確認してください。 

(2) コース変更と同時にテレビオプションを追加する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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4 内容を確認し、間違いがなければ「申込む」ボタンをクリックします。 
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5 

(1) 

(2) 

(1) 契約約款をご確認いただき、よろしければ「承諾する」を選択します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(3) 「変更申し込み完了」画面が表示されれば終了です。 

(3) 
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1 「詳細」ボタンをクリックします。 

2 「機器変更」ボタンをクリックします。 

STB （セットトップボックス）を交換したい 

(1) ご希望のセットトップボックスの種類を選択します。 

(2) 「レンタル」か「購入」かを選択します。 

(3) 「確認」ボタンをクリックします。 

3 

(1) 

(3) 

(2) 
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4 (1) 内容に間違いがないか確認し、「申込む」ボタンをクリックします。 

(2) 「機種変更完了」画面が表示されれば終了です。 

(1) 

(2) 
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1 「詳細」ボタンをクリックします。 

2 「契約変更」ボタンをクリックします。 

番組案内誌（iTSCOM magazine)を購読したい 

(1) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(2) 「番組案内誌変更完了」画面が表示されれば、手続きは終了です。 
3 

(1) 

(2) 
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テレビオプションを申し込みたい 

1 「変更」ボタンをクリックします。 

2 申し込みを希望するテレビオプションの「翌日開始」ボタンもしくは「翌月開始」ボタンをクリックします。 
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3 

オプションチャンネル視聴開始をするためには？-視聴開始信号の受信- 
 

オプションチャンネルは、各放送事業者からの信号をSTBが受信することで視聴可能となります。そのため、オ

プション追加をお申し込み後、次の手順が必要となります。 

 

● オプションチャンネル (スター・チャンネルを含む) を視聴するには？  

変更完了時に表示された視聴開始の日時以降で最初に視聴される際に、STBのチャンネルをお申込され

たチャンネルにあわせ30分ほど待機してください。その間に放送事業者からのデータをSTBが受信し、視

聴が可能となります。    

 

● WOWOWを視聴するには？  

専用ダイヤルへお申し込み後、WOWOWの視聴開始信号をSTBへお送りいたします。視聴開始信号は、お

申し込み当日の翌日24時まで送信されます。この間にSTBのチャンネルを「BS191ch」にあわせ30分ほど

待機してください。テレビ画面にWOWOWが映り視聴可能となります。  

(1) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(2) 「テレビオプション変更完了」画面が表示されれば、手続きは終了です。 

(1) 

(2) 
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みるプラス/みるプラスTVを利用したい 

「みるプラス」、「みるプラスTV」について手続きいただけます。 

 

イッツコムひかり テレビサービス（施設利用サービスを除く）をご契約いただくことで、みるプラスとみるプラス

TVをご利用いただけます。みるプラス見放題パックプライムはイッツコムひかり インターネットサービスの有料

オプションとしてもお申し込みが可能です。 

 

みるプラス/みるプラスTVは以下のコースでご利用いただけます。 

マックスplus 

スタンダードplus 

ミニplus 

マックス 

スタンダード 

ミニ 

 
イッツコムひかり 

インターネットサービス 

○ 
(基本サービスに含む) × 

みるプラス 

見放題パック 

プライム 
○※ 

○ ○ 
みるプラス 

単品レンタル ○※ 

みるプラスTV ○ 

(一部CHは有料オプション) 
○ 

(一部CHは有料オプション) × 

※ イッツコムひかり インターネットサービスの有料オプションとしてご利用いただけます。 

■ ご視聴方法 

● ご視聴いただくには、お申し込み後にお送りするIDとパスワードが必要です。 

● 一部番組は視聴年齢制限を設けて提供されます。 
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みるプラス/みるプラスTVのパスワードを再発行したい 

1 「パスワード再発行」ボタンをクリックします。 

2 「再発行」ボタンをクリックします。 
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3 これでみるプラス契約者IDのパスワード再発行の手続きは終了です。 

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」をご利用ください。 
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みるプラス/みるプラスTVのID追加やパスワード変更をしたい 

1 「パスワード変更」「ログインID追加」「メールアドレス変更」のいずれかボタンをクリックします。 

2 以下のメッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。 

3 みるプラス契約者IDとパスワードを使ってログインします。 

ログインに成功すると、各種追加・変更設定をしていただけます。 
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1 IP-STBの項目右の「申込み」ボタンをクリックします。 

2 申し込み確認画面で「申込む」ボタンをクリックします。 

IP-STBを申し込みたい 
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(1) 

(2) 

(1) 契約約款をご確認いただき、よろしければ「承諾する」を選択します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(3) 「IP-STB申し込み完了」画面が表示されれば終了です。 

(3) 

3 
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1 「NETサービスの追加申込み」ボタンをクリックします。 

2 

(1) 

(2) 

(1) ご希望のコースを選択します。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 

かっとびメガ160・かっとびワイド・かっとびプラス・かっとびジャストのお申し込み手順です。その他インターネッ

トサービスのお申し込みについては p.65 をご覧ください。 

インターネットサービスを申し込みたい 

※ 表示される項目はご契約状況により異なる場合があります。 
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3 

内容を確認し、間違いがなければ、「申込む」ボタンをクリックします。 4 

(1) 端末の種類など、ご希望の内容を選択します。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 



64 201904 

 

5 (1) 契約約款をご確認いただき、よろしければ「承諾する」を選択します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(3) 「追加申込み完了」画面が表示されれば、手続きは終了です。 

(1) 

(2) 

(3) 
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2 「その他のコース」ボタンをクリックします。 

1 「NETサービスの追加申込み」ボタンをクリックします。 

その他インターネットサービスを申し込みたい 
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3 (1) ご希望のコースを選択します。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 

4 内容を確認し、間違いがなければ「申込む」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 
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5 

(1) 

(2) 

(1) 契約約款をご確認いただき、よろしければ「承諾する」を選択します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(3) 「追加申込み完了」画面が表示されれば、手続きは終了です。 

(3) 
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1 「コース変更」ボタンをクリックします。 

インターネットのコースを変更したい 

かっとびメガ160・かっとびワイド・かっとびプラス・かっとびジャストにコース変更をする場合の手順です。その他

インターネットサービスについては p.71 をご覧ください。 

2 (1) ご希望のコースを選択します。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

※ 表示される項目はご契約状況により異なる場合があります。 
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(1) 

(2) 

(1) 端末の種類など、ご希望の内容を選択します。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 
3 

内容を確認し、間違いがなければ「申込む」ボタンをクリックします。 4 
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5 (1) 契約約款をご確認いただき、よろしければ「承諾する」を選択します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックます。 

(3) 「変更申込み完了」画面が表示されれば、手続きは終了です。 

(1) 

(2) 

(3) 
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3 (1) ご希望のコースを選択します。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 

1 「コース変更」ボタンをクリックします。 

2 「その他のコース」ボタンをクリックします。 

その他インターネットサービスに変更したい 

(1) 

(2) 
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4 内容を確認し、間違いがなければ「申込む」ボタンをクリックします。 

5 

(1) 

(2) 

(1) 契約約款をご確認いただき、よろしければ「承諾する」を選択します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(3) 「変更申込み完了」画面が表示されれば、手続きは終了です。 

(3) 
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アクセスアカウントパスワードを変更したい 

1 「詳細」ボタンをクリックします。 

2 「パスワード変更」ボタンをクリックします。 

3 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 現在のパスワードを入力します。 

(2) 新しい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。 

入力できる文字数：5～32文字 

利用可能文字   ：半角英数字、「%」「+」「.」「/」「:」「=」「@」「^」「_」「-」 
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4 「変更」ボタンをクリックします。 

5 これでアクセスアカウントパスワードの変更は完了です。 

「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。 

印刷用画面 
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アクセスアカウントパスワードを再発行したい 

1 「詳細」ボタンをクリックします。 

2 「パスワード発行」ボタンをクリックします。 

3 「発行」ボタンをクリックします。 
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4 これでアクセスアカウント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。 

※ 
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イッツコム モバイルを申し込みたい 

1 「データSIM/端末各種/アプリの申込み」ボタンをクリックします。 

2 「イッツコム データSIM」、「イッツコム タブレットサービス」どちらかご希望のコースをご選択いただき、 

各項目の必要事項をチェックします。 

 

<イッツコム データSIMの場合> 

※「SIMカードサイズ」は、＜端末プラン＞で「+端末」のプランをご選択いただくと、選択は不要になりま

す。 

※音声通話プランに申し込みをご希望の場合は、お問い合わせフォームからご連絡いただくか、 

  お客さまセンターまでご連絡をお願いします。 
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<イッツコム タブレットサービスの場合> 

※「ホームアプリのみ」をご選択いただいた場合、「＜データSIM＞」の項目は選択できません。 

3 「確認」ボタンをクリックします。 
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4 確認画面が表示されるので、内容に間違いがないかご確認いただき、「申込む」をクリックします。 

5 サービスの契約約款をご確認いただき、「承認する」をチェックし「申込む」をクリックします。 

※約款は別ウィンドウで開きます。 
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6 「追加申込み完了」画面が表示されたら申し込み完了です。 

追ってご登録のメールアドレスに今後のお手続きについての案内が届きます。 
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イッツコム モバイルのデータ使用量を確認したい 

1 「データ容量」ボタンをクリックします。 

 

2 「データ容量（残量確認）」画面が表示されます。 

高速通信できる残りデータ容量が確認できます。 
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1 

内容を確認し、「確認」ボタンをクリックします。 2 

「電話サービスの追加申込み」ボタンをクリックします。 

電話サービスを申し込みたい 
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内容を確認し、「申込む」ボタンをクリックします。 3 

4 (1) 契約約款をご確認いただき、よろしければ「承諾する」を選択します。 

(2) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(3) 「追加申込み完了」画面が表示されれば、手続きは終了です。 

(1) 

(2) 

(3) 
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1 

ご契約を希望されるサービスにチェックを入れます。 2 

「iTSCOM Energyの仮申込み」ボタンをクリックします。 

東急でんき＆ガスを申し込みたい 

(1) ご契約種別は、ご希望の契約種別を選択します。 

(2) 内容を確認のうえ、「申込む」ボタンをクリックします。 
3 

(1) 

(2) 
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4 「仮申込み完了」画面が表示されたらマイページでのお申し込み手続きは終了です。 

追ってご登録のメールアドレスに仮申込み受付のご案内が届きます。 

順次、弊社担当よりご連絡を差し上げますので、お待ちください。 
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「NHK団体割引の申込み」ボタンをクリックします。 1 

2 (1) 割引種類を「2ヶ月前払い」「6ヶ月前払い」「12ヶ月前払い」から選択します。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

イッツコムではご希望の方を対象に、お得なNHK衛星契約放送受信料「団体一括支払」を取り扱っております。 

お支払いは2ヵ月払い、6ヵ月前払い、12ヵ月前払いの中からお選びいただけます。 口座振替でのお支払いよ

りもお得な料金でご利用いただくことができます。 

 

お申し込みには専用申込書が必要となりますので、マイページよりご請求ください。  

※ iTSCOM各種サービスをご利用中で、NHK衛星カラー放送を受信できる状態であれば、「団体一括支払」を

お申し込みいただけます。（iTSCOMサービスエリア内でのご契約に限ります）   

※ すでに衛星契約放送受信料をお支払いの方も団体一括支払いに変更可能です。 

※ 衛星契約放送受信料をNHKへ前払いされている方は、前払い期間が終了した後に団体一括支いへ切り

替えとなります。   

 2ヶ月払い 6ヶ月前払い 12ヶ月前払い 

団体一括支払 4,160円 11,815円 22,920円 

NHK団体一括支払を申し込みたい 
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3 (1) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(2) 「申込み完了」画面が表示されれば、手続きは終了です。 

(1) 

(2) 
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メールアドレスメニューを表示する 

(1) マイページにログインし、メニューより「メールアドレス」をクリックします。 

(2) メールアドレスメニューが表示され、現在のメールアドレスの登録状況が確認できます。 

また、メールに関する各設定が行えます。 

 

次ページよりメールアドレスの各設定をご案内いたします。 

(1) 

(2) 

「メールアドレス」メニューでは、メールアドレスの追加やPOPアカウントパスワード変更など、メールに関する管

理が行えます。 

メールアドレス 
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イッツコムでは標準でメールアドレスが5つまで登録可能です。 

6つ目以降につきましては1メールアドレスにつき月額300円（税抜）のオプション料金が発生します。 

○○○
任意設定

@サブドメイン
候補選択

.itscom.net 

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り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。 

「新規登録」ボタンをクリックします。 1 

2 

(1) 

(2) 

(1) 「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。 

(2) 「次へ」ボタンをクリックします。 

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。 

メールアドレスを登録したい 
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3 (1) サブドメイン候補の中からご希望のものを選択します。 

※ 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) 「次へ」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) ※ 

(1) 契約約款を確認します。 

(2) メールチェックウイルスを利用する場合は「ON」、利用しない場合には「OFF」を選択します。 

なお、メールチェックウイルスの設定はいつでも変更可能です。 

(3) 「確認」ボタンをクリックします。 

4 

(2) 

(3) 

(1) 
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5 

これでメールアドレスの登録は完了です。 

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」ボタンをご利用ください。 

6 

(1) 表示された内容で間違いがないか確認します。 

(2) 「登録」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

※ 
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(1) 現在のパスワードを入力します。 

(2) 新しい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。 

POPアカウントパスワードを変更したい 

1 

2 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 登録されているリストから、パスワードを変更したいメールアドレスを選択します。 

(2) 「パスワード変更」ボタンをクリックします。 

入力できる文字数：5～32文字 

利用可能文字   ：半角英数字、「%」「+」「.」「/」「:」「=」「^」「_」「-」 
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3 

これでPOPアカウントパスワードの変更作業は終了です。 

「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。 
4 

(1) 表示された内容で間違いがないか確認します。 

(2) 「登録」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

印刷用画面 
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POPアカウントパスワードを再発行したい 

1 

2 

(1) 

(2) 

(1) 登録されているリストから、パスワードを変更したいメールアドレスを選択します。 

(2) 「パスワード再発行」ボタンをクリックします。 

「再発行」ボタンをクリックします。 
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3 これでPOPアカウントパスワードの変更作業は終了です。 

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」をご利用ください。 

※ 
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メールウイルスチェックの設定を変更したい 

登録されているリストから設定を変更したいメールアドレスのウイルスチェック枠の「OFF」の文字をクリックしま

す。表示が「ＯＮ」になれば、お申し込みは完了です。 

 

■ サービス概要 

■ 設定方法 

「メールウイルスチェック」は、メールの送受信時にウイルスをメールサーバでチェックし、万一ウイルスが発見

された場合は自動削除します。ウイルスを検出し、駆除（または削除）に成功した場合、システム管理者より報

告メールが送付され、元メールは添付されて配信されます。 

 

■ ご利用料金：無料 

 

■ご注意 

※ 「メールウイルスチェック」は、メールを媒体として感染するウイルスをチェックするサービスです。ホーム

ページやメモリーカード、CDなど他の媒体のウイルスは駆除できません。 
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迷惑メール対策をしたい 

■ サービス概要 

イッツコムでは迷惑メール対策として以下の3つのサービスをご提供しております。 

 

■ 迷惑メールチェックサービス 

イッツコムのメールサーバが自動で迷惑メー

ル判定を行い、迷惑メールの件名に[spam]

マークを付与したり、メールソフトで受信しな

いように迷惑メールを隔離させることができ

ます。また、メールが隔離されたことを通知

する隔離通知メールを受け取ることもできま

す。 

 

■ 受信拒否設定 

受け取りたくないメールの受信を拒否しま

す。 

拒否されたメールは迷惑メールフォルダに隔

離されます。 

迷惑メールは、サーバ上の迷惑メールフォル

ダへ自動的に振り分けられますので、メール

ソフトには受信されません。 

 

■ 受信許可設定 

迷惑メールチェックサービス、受信拒否設定で拒否及び隔離したくないメールを設定します。 

 

サービスの詳細はホームページをご確認ください。 

http://www.itscom.net/ 

■ ご注意 

※ 「迷惑メールチェックサービス」は迷惑メールを100％判定することはできません。迷惑メールでも正常な

メールと判定してしまう場合があります。まれに正常なメールを迷惑メールとして誤判定する場合がござい

ます。本サービスは判定精度を保障するものではございません。 

※ 迷惑メールフォルダに隔離されたメールの保存期間は7日間です。期間を過ぎると自動的に削除されま

す。 

※ 迷惑メールフォルダに隔離されたメールは「どこでもメール」（ウェブメールサービス）で確認することができ

ます。 

どこでもメール･･･https://webmail.itscom.net/am_bin/amlogin 

※ 受信許可設定は迷惑メール判定チェックサービスの迷惑メール判定後に行なわれます。迷惑メールと判

定された場合には、件名に[spam]マークが付与された状態でメールボックスに配送されます。 

※ 「受信許可設定」「受信拒否設定」は、インターネットメールの標準規格に基づいて動作しています。標準

規格と異なる規格でメールが送信された場合は、設定で検出できない可能性があります。 
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2 サービス内容をご確認いただき、ご利用になりたいサービスのボタンをクリックします。 

■ メニューの表示 

迷惑メール設定を行いたいメールアドレスの「迷惑メール」枠の「設定」をクリックします。 1 

 p.99 へ 

 p.101 へ 

 p.103 へ 
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■ 迷惑メールチェックサービスの設定 

1 (1) 契約約款を確認します。 

(2) 「承諾する」を選択します。 

(3) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

(3) 
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2 (1) 利用される機能を「ON」にします。 

 ※ 隔離機能、隔離通知機能は判定機能を「ON」にしないと選択できません。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

3 (1) 入力した情報に誤りがないか確認します。 

(2) 「登録」ボタンをクリックします。 

(3) 「迷惑メールチェック設定完了」画面が表示されれば終了です。 

(1) 

(2) 

(3) 
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■ 受信拒否設定の設定 

1 (1) 受信を拒否するメールアドレスを入力します。 

(2) 受信を拒否するメールの件名を入力します。 

(3) 特殊な条件（ヘッダ条件）を設定します。 

(4) 「確認」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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2 (1) 入力した情報に誤りがないか確認し、「登録」ボタンをクリックします。 

(2) 「受信拒否設定変更完了」画面が表示されれば終了です。 

(1) 

(2) 
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2 

(1) 必ず受信したいメールアドレスを入力します。 

(2) 「確認」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

■ 受信許可設定の設定 

1 

(1) 入力した内容に誤りがないか確認し、「登録」ボタンをクリックします。 

(2) 「受信許可設定変更完了」画面が表示されれば終了です。 

(1) 

(2) 
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■ サービス概要 

お客さまのメールアドレス宛に届いたメールを、別のメールアドレス（他社プロバイダのメールアドレスなど）に

転送します。（無料） 

メール転送設定を利用したい 

※ 転送先にメールが配送できない場合、エラーメールは送信元のメールアドレスに返信されま

す。また、エラーメール本文に転送先のメールアドレスが記載される場合がございますので、

ご利用の際は予めご了承ください。 

※ 迷惑メールチェックサービスまたは受信拒否設定で隔離されたメールは転送されません。  

※ 送信元アドレスと転送先アドレスが同一の場合、エラーが発生します。   

＜サービス仕様＞ 

● 転送先メールアドレスは３ヵ所まで指定が可能 

● メールをサーバに保存するかどうか指定が可能 

● 設定をしたメールアドレスに届いた全てのメールを転送 
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2 (1) 転送先メールアドレスを入力します。 

(2) 転送するメールを転送元のメールボックスに保存する場合は「残す」、保存しない場合は「残さない」

を選択します。 

(3) 設定が終わりましたら「確認」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

(3) 

1 

■ メール転送の設定 

転送設定を行いたいメールアドレスの「転送設定」枠の「ＯＦＦ」（もしくは「ON」）をクリックします。 

【ご注意】 

メールの複写を「残さない」に設定された場合、転送元のメールボックスに転送したメールは残りません。

復元はできませんのでご注意ください。 
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3 内容を確認し、「登録」ボタンをクリックします。 

4 「転送先アドレス設定完了」画面が表示されれば終了です。 
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自動返信設定を利用したい 

お客さまのメールアドレス宛に届いたメールに対して、差出人にメッセージを自動的に返信する機能です。 

例えば旅行中などでメールの返信が行えない場合に、あらかじめ「ただ今旅行の為返信が遅くなります。」など

のメッセージを自動で返信する事ができます。差出人のメールアドレスによってメッセージ内容を変える事もで

きます。 

 

なお、24時間以内に同一の差出人から複数のメールを受信した場合、2通以降のメールには自動返信されま

せん。 

1 

(1) 

(2) 

(1) 登録されているリストから、自動返信設定を行いたいメールアドレスを選択します。 

(2) 「自動返信設定」ボタンをクリックします。 
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2 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 特定のメールアドレスからのメールに特別なメッセージを返信したい場合にそのメールアドレスを入

力します。 

(2) 特定のメールアドレスに送信するメッセージ（返信定型文）を入力します。 

(3) 特定のメールアドレス以外に送るメッセージ（返信定型文）を入力します。 

(4) 「有効にする」にチェックを入れます。 

(5) 「確認ボタンをクリックします。 

(5) 
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3 (1) 内容を確認し、間違いがなければ「登録」ボタンをクリックします。 

(2) 「自動返信設定完了」画面が表示されれば設定は終了です。 

(1) 

(2) 
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ホームページの設定・変更 

開設済みのホームページの詳細設定・変更ができます。 

※「ホームページ」のオプションサービスは、2016年9月30日をもって新規受付を終了いたしました。 

 （開設済みのホームページにつきましては引き続きご利用いただけますが、 

 URLの新規登録、容量追加の受付は終了しております。） 

http://home.サブドメイン
候補選択

.itscom.net/○○○
任意設定

/ 

● index.htmlは、FTPサーバー上初期設定で既に存在しています。 

転送したファイル名が"index.htm"の場合、初期設定されているindex.htmlを削除、またはファイル名

をindex.htmlに変更して上書きしてください。 

● index.htmlとindex.htmという名前のファイルが同じフォルダ内に存在する場合にはindex.htmlが優先

して表示されます。 

● アップロードされるファイルに日本語のファイル名は使用できません。 

ファイル名やフォルダ名には半角英数字、「 - 」(ハイフン)、「 _ 」(アンダーバー)のみ使用してくださ

い。 

● authフォルダについて 

初期状態でauthフォルダ（ディレクトリ）が既に設定されています。authフォルダの削除や属性変更

は行わないでください。 (FTPのパスワードが変更できなくなります。)  

■ ホームページURLについて 

ホームページURLは 

● お客さまで登録いただいた文字列は○○○の部分になります。 

● サブドメインの部分はURL生成時に自動的に割振られた候補からお客さまが選択したものになります。 

なお、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。 

■ ホームページ開設後のご注意 

インターネットオプション 
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(1) メニューより「インターネットオプション」をクリックします。 

(2) 「ホームページの設定・変更」をクリックします。 

(1) 

(2) 

1 

ホームページのメインメニューが表示され、現在のホームページの登録状況が確認できます。 

また、ホームページに関する各設定が行えます。 

 

次ページより各設定をご案内いたします。 

2 

■ ホームページメニューの表示 
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1 (1) パスワードの変更を行いたいURLを選択します。 

(2) 「パスワード変更」ボタンをクリックします。 

2 (1) 現在使用しているFTPパスワードを入力します。 

(2) 新しい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) 

入力できる文字数：5～32文字 

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

■ FTPパスワードの変更 

(1) 

(2) 
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「登録」ボタンをクリックします。 3 

これでFTPパスワードの変更は完了です。 

「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。 
4 

印刷用画面 
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1 (1) パスワードの変更を行いたいURLを選択します。 

(2) 「パスワード再発行」ボタンをクリックします。 

2 「再発行」ボタンをクリックします。 

3 これでFTP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」をご利用ください。 

※ 

■ FTPパスワードの再発行 

(1) 
(2) 
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認証IDとはホームページにアクセス制限をかける場合に使用します。 

ホームページURL1つにつき1つの認証IDとパスワードが自動的に割り振られます。認証IDはマイページにて新

規発行、変更、削除が自由に設定できます。 

 

【認証 IDの使い方】 

お客さまのURLが、「http://home.a01.itscom.net/itstaro/」とします。 

通常は誰でも閲覧できますが、ある特定のページは限られた人にしか見せたくない場合に、「http://

home.a01.itscom.net/itstaro/auth/」というフォルダ（ディレクトリ）以下にページを作ると、そのページの閲覧に

は認証 IDとパスワードを入力しなければ閲覧できないことになります。 

たとえば、 「認証ID」「認証IDパスワード」を同好会のメンバーだけで共有すれば、その同好会専用のページと

なります。 

1 (1) 認証IDの設定を行いたいURLを選択します。 

(2) 「認証ID設定変更」ボタンをクリックします。 

「新規登録」ボタンをクリックします。 2 

■ 認証IDの登録 

(1) 
(2) 
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4 画面に表示された情報に間違いがないか確認し、「登録」ボタンをクリックします。 

3 (1) ご希望の認証IDを入力します。 

(2) 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) 

入力できる文字数：2～32文字 

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

入力できる文字数：3～8文字 

利用可能文字   ：半角英数字（小文字）「-」（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。       
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5 これで認証IDの登録は完了です。 

「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。 

印刷用画面 
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1 (1) パスワードを変更したい認証IDを選択します。 

(2) 「パスワード変更」ボタンをクリックします。 

2 

(1) 

(2) 

(1) 現在のパスワードを入力します。 

(2) 新しい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。 

入力できる文字数：2～32文字 

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

(1) 

(2) 

(3) 

■ 認証IDパスワードの変更 
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3 「登録」ボタンをクリックします。 

4 これで認証IDパスワードの変更は完了です。 

「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。 

 

印刷用画面 
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2 (1) 「削除」ボタンをクリックします。 

(2) 「認証ID 削除完了」画面が表示されれば削除は終了です。 

1 (1) 削除したい認証IDを選択します。 

(2) 「削除」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

■ 認証IDの削除 
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Webフィルタリングを利用したい 

「Webフィルタリング」は、何気ない書き込みなどから思わぬいじめにつながる掲示板、子どもの心に傷を残すよ

うな犯罪や自殺、出会い系のサイト、不用意な入力が個人情報漏えいにいたるプロフィールや詐欺まがいのサ

イトなど、これらインターネット上に無数に広がる危険を未然にブロックすることでインターネットアクセスを制御

して“お子さまを守る”フィルタリングソフトウェアです。 

■ サービス概要 

■ ご利用料金   

シリアルID１つにつき月額200円（税抜） 

※1台のコンピュータあたりソフトウェア1つの契約が必要です。別のコンピュータでご利用になられる場合

には、追加でお申し込みください。 

 

■ フィルタリングソフト  

デジタルアーツ株式会社「i-フィルター 6.0」 

 

■ ご注意 

※ 本サービスは一般家庭向けとなり、企業のお客さまはお申し込みいただけません。  

※ 本サービスによって、全ての有害サイトが必ずフィルタリングされるわけではありません。  

※ OS発売元において同OSのサポート期間が終了している場合、同OSに起因する不具合については弊

社ではサポート対応ができませんので、予めご了承ください。 

※ WebフィルタリングMac版は2017年3月31日（金）をもちまして、サービスを終了いたしました。 

■ 動作環境 

OS 

（各日本語版） 

● Windows 10 

Home, Pro 

● Windows 8.1（Update対応） 

Windows 8.1, Windows 8.1 Pro 

● Windows 7（SP1対応） 

Ultimate, Professional, Starter, Home Premium 

CPU  1GHz以上のプロセッサ 

メモリ 
 1GB以上  

※64bit版 Windows 10/Windows 8.1/Windows 7の場合2GB以上 

ハードディスク  60MB 以上の空き容量 

ディスプレイ解像度  800×600（SVGA) 以上 

ブラウザ  制限なし（Internet Explorer 推奨）※Safari5.1は除く    

その他 
 インタ－ネットに接続できる環境 

 一部機能をご利用いただくには、「Adobe Flash  Player」が必要となります。 

 「Adobe Flash登録 Player」は最新のバージョンを使用してください。 

Windows版 
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■ 動作環境 

Windows版 

※ インターネットの設定でプロキシサーバーを設定しているときは「i-フィルター」でもプロキシサーバーの設定を行ってください。 

※ ページスキャン、書き込みブロック、単語フィルター、検索結果フィルター、個人情報保護機能、PICSフィルター、ダウンロード

禁止機能は、Internet ExplorerのみHTTPS（SSLの暗号化通信をHTTPに実装したプロトコル）に対応しております。 

※ Windows 10/Windows 8.1/Windows 7は、32bit版と64bit版に対応しております。 

※ Windows RT 8.1ではご利用いただけません。 

※ OS発売元において同OSのサポート期間が終了している場合、同OSに起因する不具合については弊社ではサポート対応が

できませんので、予めご了承ください。 

※ ブラウザーはWindows Store Apps版Internet Explorer 11にも対応しております。 

※ ブラウザー提供元において同ブラウザーのサポート期間が（特定のOSとの組み合わせを含む）終了している場合、同ブラウ

ザーに起因する不具合については弊社ではサポート対応ができませんので、予めご了承ください。 

Android版 

OS 

AndroidOS 

● 4.0/4.1/4.2/4.3/4.4 

● 5.0/5.1 

● 6.0 

● 7.0/7.1 

● 8.0/8.1 

● 9.0 

その他  対応OSはすべての端末での動作を保障するものではございません。 

※ マルチユーザーモードには対応しておりません。  

※ 対応OSは最新バージョンを推奨します。 

※ 対応OSはすべての端末での動作を保証するものではございません。 

※ 端末メーカーのウェブサイトにOSについての記載がない場合、「i-フィルター for Android」をご利用いただけない場合が 

 ございます。 

※ お使いの端末については、OSバージョンを含め端末メーカーにご確認ください。 

※ OS配布元において同OSのサポート期間が終了している場合、同OSに起因する不具合については弊社では 

 サポート対応ができませんので、予めご了承ください。 

※ 他社が提供しているフィルタリングサービスを併用した場合、正常に動作しない場合がございます。 

     「i-フィルター」以外のサービスを解約するか、または設定をオフにしてご利用ください。 

※ Root権限取得済み端末は動作保証外となります。 

※ 「i-フィルター for Android」をAndroid TVでご利用いただく場合、アプリフィルタリング機能はサポート対象外となります。 
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(1) メニューより「インターネットオプション」をクリックします。 

(2) 「インターネットセキュリティサービス」をクリックします。 
1 

インターネットセキュリティサービスのメインメニューが表示されます。現在のご契約状況の確認やお申

し込みが行えます。次ページより各設定をご案内いたします。 
2 

■ Webフィルタリングメニューの表示 

(1) 

(2) 
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1 「申込み」ボタンをクリックします。 

■ Webフィルタリングのお申し込みとダウンロード 
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2 「インターネットセキュリティサービス動作環境」の画面が表示されます。 

動作環境を確認し、画面の一番下にある「確認して次へ」ボタンをクリックします。 
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「ソフトウェア使用許諾契約」の画面が表示されます 

(1) WEBフィルタリング使用許諾契約を確認します。 

(2) 「承諾する」を選択します。 

(3) 「申込む」ボタンをクリックします。 

3 

Windows版を申込む場合は、WEBフィルタリング（Win）の「選択」ボタンをクリックします。 

Android版を申込む場合は、WEBフィルタリング（Android）の「選択」ボタンをクリックします。 
4 

(1) 

(2) 

(3) 
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「インターネットセキュリティサービス入力確認」の画面が表示されます。 

申込み内容を確認し、間違いがなければ「申込む」ボタンをクリックします。 
5 

「インターネットセキュリティサービス 申込み完了」の画面が表示されれば完了です。 

画面に表示されている「PIN ID」の文字列はインストール後の情報登録で必要となります。 

必ずページを印刷いただくか、メモなどで情報を控えてください。 

「インターネットセキュリティサービス ダウンロードへ」ボタンをクリックし、「i-フィルター 6.0」のインストー

ラーのダウンロードページを開いてください。 

6 
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「ダウンロード」の画面が表示されますのでプログラムをダウンロードします。 7 

■ Windows版をダウンロードする場合 

以下の画面が表示されますので、「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Android版をダウンロードする場合 

QRコードと「ダウンロード」ボタンが表示されますので、インストールする端末から実行してください。 
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■ 「i-フィルター」のインストール 

「i-フィルター」のインストールから情報登録までの手順につきまして以下のページでご案内しております。 

登録の際、「PIN ID」の情報を登録画面の「シリアルID」欄に入力いただきますので、情報をご用意のうえ 

インストールを実施してください。 

 

■ Windows版のインストール手順 

 

 

 

 

 
 http://www.itscom.net/support/security/filter/  
 

■ Android版のインストール手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.itscom.net/support/security/filter_android/  
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2 

1 (1) 解約するサービスを選択します。 

(2) 「解約申込み」ボタンをクリックします。 

■ ご注意 

※ 解約月のご利用料の日割りによる精算はいたしません。 

※ 解約後は「i-フィルター」をアンインストールしてください。 

※ 解約日は解約申し込み日の月末日となります。 

（例：解約申し込み日が7月15日の場合、設定される解約日は7月31日となります） 

解約内容を確認し、「解約」ボタンをクリックします。 

■ webフィルタリングの解約 

(1) 

(2) 
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3 「解約を受付けました。」と表示されます。 

「インターネットセキュリティサービスメニューへ」をクリックします。 

4 インターネットセキュリティサービスメニューにて解約日が表示されたことを確認します。 
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シマンテックオンラインサービス(SOS）を利用したい 

「シマンテック オンライン サービス」は、あらゆるインターネットの脅威からパソコンを守る『マルチデバイスセ

キュリティ with Norton 360 Online』、ウイルス対策からPCチューンナップまでを行う『マルチデバイスセキュリ

ティ with Norton Internet Security Online』の2つのサービスをそろえています。 

 

現時、お使いのパソコン、スマートフォンやタブレット（Android端末）にソフトウェアをインストールしてご利用い

ただくオプションサービスです。1つの契約で3台までご利用いただけます。 

 

Windows用セキュリティの機能が異なる、2つのサービスラインナップがございます。Mac・Android用セキュリ

ティは、両サービスとも共通してご利用いただけます。 

サービス名称 主な機能 月額（税抜） 

マルチデバイスセキュリティ with 

Norton 360 Online 
（ノートン 360 オンライン） 

セキュリティ対策に必要な機能全般 

自動バックアップ機能 

PCチューンナップ機能 

570円 

マルチデバイスセキュリティ with 

Norton Internet Security Online 

（ノートン インターネットセキュリティ オンライン） 

セキュリティ対策に必要な機能全般 

PCチューンナップ機能 
490円 

※ 以下のコースをご利用の場合、「Norton 360 Online」1契約分は追加料金無しにご利用になれます。 

● おまかせマスターパック 

● おまかせマスターお得パック 

● おまかせマスターお得パック・スマートプラン 

● おまかせマスターお得パックwithタブレット 

● ひかり お得パック おまかせマスタープラン 

● ひかり お得パック おまかせマスター・スマートプラン 

■ ご注意 

● 本サービスで利用可能なソフトウェア以外のセキュリティ対策ソフトを同時にご利用になること

はできません。本サービス利用に際して、既にインストールされている他のセキュリティ対策ソ

フトがある場合はアンインストールしていただく必要がございます。 

● ソフトウェア1つの契約で3台までご利用になれます。 
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(1) メニューより「インターネットオプション」をクリックします。 

(2) 「インターネットセキュリティサービス」をクリックします。 

(1) 

(2) 

1 

2 インターネットセキュリティサービスのメインメニューが表示され、現在の登録状況が確認や各種設定が

行えます。また、ご契約後のソフトウェアのお問い合わせ先も表示されます。 

 

次ページより各設定をご案内いたします。 

■ シマンテックオンラインサービスメニューの表示 
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1 インターネットセキュリティサービスメニューより「申込み」ボタンをクリックします。 

■ シマンテックオンラインサービスのお申し込み 
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2 サービスをご利用になるにあたって、必要な動作環境が表示されます。 

内容を確認し、「確認して次へ」ボタンをクリックします。 
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3 

提供しているサービスと内容が表示されます。 

サービスの内容を確認いただき、ご利用になりたいサービスの「選択」ボタンをクリックします。 

 

(1) シマンテックソフトウェア使用許諾契約を確認します。 

(2) よろしければ「承諾する」を選択します。 

(3) 「申込む」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

(3) 

4 
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5 「申込む」ボタンをクリックします。 

6 (1) 画面に登録された契約番号とPINIDが表示されます。印刷をするか、メモなどに控えてください。 

（契約番号・PINIDは、インターネットセキュリティサービスメニューからも確認できます。） 

※ 印刷する場合には、「印刷用画面へ」をご利用ください。 

(2) 「インターネットセキュリティサービス ダウンロードへ」ボタンをクリックします。 

※ 

(2) 

(1) 
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7 「サービス管理画面」が表示されます。 

この画面より1台分ごとにサービスを選んでダウンロードをしてください。 

 

ダウンロードおよびインストール方法については、各OSのページをご覧ください。 

Windows版 ··························  p.139 へ 

Mac版 ···································  p.140 へ 

Android端末 ·······················  p.141 へ 

■ サービス管理画面について 

 

できること 

● 端末別のご利用サービスの登録 

● 登録したサービスのダウンロード 

● ご利用サービスの選択と変更 

● ご利用状況の確認 

 

表示について 

● 画面には上の欄から順番に、1端末目、2端末目、3端末目のサービス内容が表示されます。 

サービス名の最初についている[ ] 内の文字が、対応するOSを表しています。 

[Win] ······························ Windows用 

[Android] ····················· Android端末（スマートフォン、タブレット）用 

[Mac]····························· Mac用 

 

● サービス名の下にあるボタンは以下のとおり表示されます。 

「ダウンロード」 ············ 1端末目のサービスダウンロード前と 2端末目、3端末目の利用サービス登録後 

「利用開始」 ··················· 2端末目、3端末目の利用サービス登録前 
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1 

■ ダウンロード方法（Windows版） 

【1端末目の場合】 

(1) [Win]で始まるサービスが表示されていることを確認します。 

(2) 「ダウンロード」ボタンをクリックします。 

(1) 
(2) 

【2端末目・3端末目の場合】 

(1) プルダウンメニューから[Win]で始まるサービスを選択します。 

(2) 「選択」ボタンをクリックします。 

(3) [Win]で始まるサービスが表示されていることを確認します。 

(4) 「ダウンロード」ボタンをクリックします。 

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 

https://bbssonline.jp/sp/sym/product/prev/inst_win.html 

インストール手順は下記URLをご参照ください。 
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1 

2 

■ ダウンロード方法（Mac版） 

(1) プルダウンメニューから[Mac]で始まるサービス名称を選択します。 

(2) 「選択」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

(1) [Mac]で始まるサービス名称が表示されていることを確認します。 

(2) 「ダウンロード」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

インストール手順は下記URLをご参照ください。 

https://bbssonline.jp/sp/sym/product/prev/inst_mac.html 
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1 

2 

(1) プルダウンメニューより[Android]で始まるサービス名称を選択します。 

(2) 「選択」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

(1) [Android]で始まるサービス名称が表示されていることを確認します。 

(2) 「ダウンロード」ボタンをクリックします。 

QRコードが表示されますので、ご利用になりたいAndroid端末にて読み取ってください。 

(1) 
(2) 

■ ダウンロード方法（Android版） 

インストール手順は下記URLをご参照ください。 

https://bbssonline.jp/sp/sym/product/prev/inst_android.html 
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■ シマンテックオンラインサービス のインストール 

「iシマンテックオンラインサービス」のインストール手順につきましては以下のページでご案内しております。 

 

■ Windows版のインストール手順 

 

 

 

 

 
 https://bbssonline.jp/sp/sym/product/prev/inst_win.html 
 

 

■ Mac版のインストール手順 

 

 

 

 

 
 https://bbssonline.jp/sp/sym/product/prev/inst_mac.html 
 

 

 

■ Android版のインストール手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://bbssonline.jp/sp/sym/product/prev/inst_android.html 
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（１） 申し込みが完了すると、インターネットセキュリティサービスメニュー画面に、PINID、契約サービス、 

    契約番号、契約日が表示されます。 

 

（２） シマンテックではSOS専用ホットラインを提供しております。インストール方法、ソフトウェアの使用方法 

    などでご不明な点がございましたら、「SOSホットライン・テクニカルサポート」までご連絡ください。 

(２) 

(１) 

■ シマンテックオンラインサービス 契約情報とお問合せ先 
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■ ご注意 

● 解約月のご利用料金の日割りによる精算はいたしません。 

● 解約後はインストールしたソフトをアンインストールしてください。 

● 解約日は解約申し込み日の月末日となります。 

（例：解約申し込み日が7月5日の場合、設定される解約日は7月31日となります。） 

1 (1) 解約を行いたい契約番号を選択します。 

(2) 「解約申込み」ボタンをクリックします。 

(1) 

(2) 

2 内容を確認し、「解約」ボタンをクリックします。 

■ シマンテックオンラインサービスの解約 
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3 「解約を受付けました。」と表示されます。「インターネットセキュリティサービスメニューへ」ボタンをクリッ

クします。 

4 インターネットセキュリティサービスメニューにて解約日が表示されたことを確認します。 



201904 

 

 

146 

利用明細 

(1) メニューより「利用明細」をクリックします。 

(2) 「請求明細」をクリックします。 

(1) 

請求明細を確認したい 

(2) 
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(1) メニューより「利用明細」をクリックします。 

(2) 「ケーブルプラス電話明細」をクリックします。 

(1) 

ケーブルプラス電話ご利用明細を確認したい 

(2) 
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(1) メニューより「利用明細」をクリックします。 

(2) 「イッツコムモバイル（音声SIM）明細」をクリックします。 

 ※イッツコムスマホ（イッツコム SIM 音声プラン）をご利用のお客さま専用のページです 

(1) 

イッツコムモバイル（音声SIM）のご利用明細を確認したい 

(2) 
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(1) メニューより「利用明細」をクリックします。 

(2) 「東急でんき＆ガス明細」をクリックしますし、東急パワーサプライのマイページにログインします。 

(1) 

東急でんき＆ガスのご利用明細を確認したい 

(2) 
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マイページの設定・変更 

(1) メニューより「マイページの設定・変更」をクリックします。 

(2) 「iTSCOM ID変更」ボタンをクリックします。 

(1) 

1 

iTSCOM IDを変更したい 

(2) 

2 (1) 「iTSCOM ID」欄にお客様ご希望のiTSCOM IDを入力します。 

(2) 「確認」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、「%」「+」「.」「/」「:」「=」「@」「^」「_」「-」 

(1) 

(2) 
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3 内容を確認し、間違いがなければ「登録」ボタンをクリックします。 

4 これでiTSCOM IDの変更は完了です。 

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」をご利用ください。 

 

 ※ 
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(1) メニューより「マイページの設定・変更」をクリックします。 

(2) 「パスワード変更」ボタンをクリックします。 

(1) 

1 

iTSCOM IDパスワードを変更したい 

(2) 

2 (1) 現在のパスワードを入力します。 

(2) 新しい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) 

入力できる文字数：6～32文字 

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

(3) 
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3 「登録」ボタンをクリックします。 

4 これでiTSCOM IDのパスワード変更は完了です。 

「印刷用画面へ」ボタンをクリックし、表示された画面の内容を印刷をするか、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。 

※ 

印刷用画面 
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お問い合わせ 

1 (1) メニューより「よくある質問」をクリックします。 

(2) 「よくある質問」を選択します。 

(1) 

お問い合わせの前に 

(2) 

2 「よくあるご質問」が表示されますので、似たようなご質問やお探しの情報がないかご確認ください。 

受付窓口の混雑またはお問い合わせの内容により、ご回答にお時間をいただく場合がございます。 

お問い合わせの前に「よくあるご質問」をご覧いただくことをおすすめいたします。 
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お問い合わせ 

マイページの操作方法、インターネットの接続、メールソフトの設定などに関するお問い合わせ 

インターネット・サポートセンター 
（フリーダイヤル） 

0120-1256-07 
国際電話・IP電話などをご利用の場合は 

042-716-9617  

受付時間： 平日 9:30～20：00 

 土・日・祝日・年末年始 9:30～18：30 

FAX番号 042-795-2073 メール support＠itscom.jp 

● インターネット接続設定・メール送受信設定・マイページ操作方法に関するお問い合わせ先です。 

● インターネット接続に関連しないソフトに関するお問合せは、お答えいたしかねます。 

● パソコン本体（ハードウェア）や、オペレーティングシステムに関しては、お使いのパソコンのメーカー

様へお問い合わせください。 

● メンテナンス情報・障害情報は、イッツコムホームページ http://www.itscom.net/ にてご確認いた

だけます。 

マイページご利用の手引き   

2019年4月12日発行 第23版 

ご契約に関するお問い合わせ 

お客さまセンター 
（フリーダイヤル） 

0120-109199 

国際電話・IP電話などをご利用の場合は 

042-716-9658  

受付時間  

平日 9:30～20：00 

土・日・祝日・年末年始 9:30～18：30 

メール info＠itscom.jp 
※お問い合わせの内容、または混雑状況によっては、 

  対応にお時間をいただく場合があります。 

電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようご注意ください。 

発行：イッツ・コミュニケーションズ株式会社 

(C)2019 its communications Inc. All rights reserved. 

お客さまセンターにお電話いただくと、最初に音声案内が流れます。お問い合わせの内容に応じた

番号をお選びください。オペレーターまでおつなぎいたします。音声案内の途中でも、番号を選択でき

ます。 

※お問い合わせの内容、または混雑状況によっては、対応にお時間をいただく場合があります。 


