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• 格安電話（10分かけ放題、120分かけ放題を含む）について
は、電話をかける場合
一般の国内通話に関しては、プレフィックス番号を付けなくても、
30秒11円の割引通話および10分かけ放題、120分かけ放題
の対象となります。
国際通話に関しては、プレフィックス番号（0037-691）を先頭
につけて発信しないと、割引通話の対象になりません。

プレフィックス番号は2023年7月より番号が「0077-502」

へ変更となります。

※現在の「0037-691」を先頭につけて発信すると7月から10月末

まで一時的に割引による通話が可能ですが、

11月からは接続できません。

※かけ放題をご契約いただいているお客様は2023年7月以降は

「0077-502」による通話のみ定額対象となりますので、

ご注意ください。

110番などの3桁番号
フリーダイヤル、ナビダイヤルへは、

割引通話となりません。

【重要事項】格安電話について
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【重要】

【重要】



イッツコムスマホ
ご利用にあたっての注意事項

• 初回の設定は、イッツコムでお手伝いをさせていただきますが、
それ以降の設定につきましては、お客さまの責任で行って
いただきます。

• サポートが必要な場合は、とことんサポート（有料）を
ご利用ください。

• ご自宅のWi-Fi接続は、ご訪問させていただいた場合のみ
初回の設定で対応させていただきます。
スポットで初期設定を受ける場合は、対象外となりますので、
ご注意ください。
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初期設定について
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※おサイフケータイ機能については、初期設定のサポート対象外となります。
ご契約のサービス会社様にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

※国際電話の割引通話をご利用になる場合はプレフィックス番号を付け、
お電話 をおかけいただく必要があります。
「ケーブルスマホ」 または 「かんたんスマホ」をご利用いただき、
お電話をご利用いただくようお願いいたします。
（お使いいただかない場合、割引通話の対象外の通話となります）



1.イッツコム スマホ
SIM開通手続きのご案内

訪問サポートをお申し込みのお客さまは専門スタッフにお任せいただき、ご自分で開通
される方のみ、下記のご案内をご参照ください。

①番号ポータビリティ（MNP）ご利用のお客さま

従来の携帯電話番号をそのままご利用できるようお申し込みのお客さまは、下記のフリーダイヤルに
お電話のうえ、SIMの開通処理（ご利用可能な状態にするための処理）を依頼してください。

お電話の際には、ご契約者およびご利用者の下記情報を確認させていただきます。
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SIM開通依頼 連絡先： 0120-125680
（受付時間 9:30～18:00）

ご連絡が17:30を過ぎますと、SIMの開通処理は翌日となりますので予めご了承ください。

・ お名前

・ ご住所（SIMカードお届け先のご住所）

・ ご自宅電話番号

・ MNPする電話番号

・ ICCID

・ 本人確認書類の番号

※ 開通のご依頼から約１～2時間程度で、新しいSIMを入れた端末で通話できるようになります。
弊社からは開通完了のご連絡はいたしません。

（重要・ご注意！）
SIMカードを受け取られたお客さまから、当社窓口に開通の依頼がいただけ

ない場合には、MNP予約番号の有効期限が切れる前に、自動開通させて
いただきますので、必ず、早めにご連絡いただきますようお願いいたします。

※ 端末の取扱説明書を参照し、SIMカードを挿入してご利用ください。
※ インターネットなど、データ通信をご利用になるためには、APN設定が必要ですので、 12ページに記載

の「APN設定」をご参照ください。

音声
通話

SIM
カード

0701234567
8

XX1234567890123

★ICCID、MNPする電話番号が記載されている場所
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※ 端末の取扱説明書を参照し、SIMカードを挿入してご利用ください。
※ インターネットなど、データ通信をご利用になるためには、APN設定が必要ですので、 12ページに記載

の「APN設定」をご参照ください。

訪問サポートをお申し込みのお客さまは専門スタッフにお任せいただき、ご自分で開通
される方のみ、下記のご案内をご参照ください。

②新規の携帯電話番号をお申し込みのお客さま

SIMカードに印刷された11桁の数字がお客さまの携帯電話番号になります。

お届け日には、開通された状態となります。万が一、お手元に届いた際に開通されていない場合は、大

変お手数をおかけしますが、フリーダイヤル（0120-125680）までご連絡ください。

（受付時間 9:30～18:00）

（重要・ご注意！）
複数枚のSIMカードをご契約されたお客様には、各々のSIMのプラン内容を
確認いただく必要がございます。

フリーダイヤル（0120-125680）まで、必ずご連絡ください。

お電話の際には、ご契約者およびご利用者の下記情報を確認させていただきます。

・ お名前

・ ご住所（SIMカードお届け先のご住所）

・ ご自宅電話番号

・ お電話番号

・ ICCID

・ 本人確認書類の番号

音声
通話

SIM
カード

0701234567
8

XX1234567890123



2. SIMカードの挿入(AQUOSの場合)
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① SIM取り出し口は、左側面にあります ② トレイの取り出し

SIMカードトレイのミゾに爪をかけて、
スロットに差し込んであるトレイを、まっすぐ
水平に引き出してください。

③トレイにSIMカードを置く ④ トレイの挿入

端末によってSIMの挿入方法はさまざまです。
詳しい手順につきましては、端末に付属されている説明書にてご確認ください。
また、作業時には、必ず端末の電源を落としてから行ってください。
このページでは、AQUOS sense4を例に、記載をしております。

SIMカードの切り欠きの位置にご注意
ください。

トレイを本体に挿入し、しっかりと押さえます。



3. APN設定（Android版）
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・ 以下の図を参考に、APN設定をしてください。

・ APN設定で入力する情報は、以下の３項目になります。

名前 任意の名前を入れてください
（例：イッツコム スマホ）

APN vmobile.jp

認証タイプ PAPまたはCHAP

ホーム画面の中で、画像
の部分をタップします。

「設定」のボタンをタップし
ます。

「もっと見る」をタップします。

APNの設定は、端末により初期設定時に行う場合と初期設定後に行う場合が
あります。今回は、初期設定後に設定する場合でのご説明を記載しております。

Android版について
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「モバイルネットワーク」を
タップします。

「アクセスポイント名」を
タップします。

「＋」をタップします。

名前には、「イッツコム スマホ」と入力してください。
登録が終わりましたら「OK」をタップしてください。

APNには、「vmobile.jp」と入力してください。
登録が終わりましたら、「OK」をタップしてください。
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引き続き、認証タイプを
設定しますので、画面を
下から上に指でなぞってく
ださい。

認証タイプにタップします。 「PAPまたはCHAP」を選択
します。

すべての設定が完了したら、
右上のメニューより「保存」
をタップしてください。

APN一覧から、先ほど登録
した名前見つけ、タップします。

以上でAPN設定が完了です。



3. APN設定（iOS版）
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iOS版について

iOSについては、プロファイルをご用意しております。
下記のQRコードよりダウンロードを行ってください。

プロファイルの設定等につきましては、下記のページをご覧ください。

https://www.itscom.co.jp/support/mobile/setup/apnfile/



4. Googleアカウントの設定
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初期設定の際、Googleアカウントの設定を行います。

初期設定の際にスキップをしても、あとから設定できます。

【初期設定後にGoogleアカウントを設定する場合】

ホーム画面の中で、画
像の部分をタップします。

「設定」のボタンをタップし
ます。

「アカウント」をタップします。

アカウントを追加を
タップします。

「Google」をタップします。

新規にGoogleアカウントを
作成する場合
→ 17ページへ

すでにお持ちのGoogle
アカウントを設定する場合
→ 19ページへ

※お使いの端末により画面
が異なることがあります。
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「その他の設定」をタップすると、
「アカウントを作成」が
表示されるので、そちらをタップ
します。

新規のGoogleアカウントを設定する場合

姓と名を入力し、
「次へ」をタップします。

生年月日を入力します。
性別は選択してください。
入力が完了したら「次へ」をタップ
します。

次に、Gmailに使用するメール
アドレスを登録し、「次へ」を
タップします。

パスワードを入力したら、
「次へ」をタップします。

電話番号は、「スキップ」
「電話番号を登録しな
い」の選択も可能です。
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プライバシーポリシーを確認し、
画面を下から上になぞり
「同意する」をタップします。

以上で新規のGoogleアカウント
の設定は完了です。

Gmailアプリをタップすると、スタート画面が表示されます。
すでに設定したGoogleアカウントが、使えるようになっていますので、
「OK」などをタップしていくことで、使用ができるようになります。
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すでにお持ちのGoogleアカウントを設定する場合

次に先ほど入力したメール
アドレスのパスワードを入力
し、「次へ」にタップします。

すでにお持ちのメールアドレスを
入力します。
入力が完了したら、「次へ」に
タップします。

サービス内容を確認し、
「次へ」をタップします。

支払い情報の設定が出た
場合は、「スキップ」を選び、
「次へ」をタップします。

以上でGoogleの設定
は終了です。

【Gmailについて】
Gmailアプリをタップすると、
スタート画面が表示されます。
すでに設定したGoogleアカウントが、
使えるようになっていますので「OK」
などをタップしていくことで、使用が
できるようになります。



5. セキュリティアプリ（Android版）
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Android端末およびお使いのSDカードを安全に使うためのセキュリティアプリです。
Android端末を紛失・盗難の際にも遠隔で端末のロックを行ったり、端末の位置情報を
知ることができます。

※WiFiご利用時も本設定の際は、予めモバイルデータ通信もONとなっていることを
確認してください。

アプリのインストール方法

『Playストア』を起動し、
『スマートフォンセキュリティ
特別版』を検索します。

『スマートフォンセキュリティ
特別版』が表示されたら
『インストール』をタップ
します。

上記の画面が表示された
場合は、管理者権限を付
与する必要があります。
それぞれの権限の横にある
「許可する」をタップしてくだ
さい。

インストールが完了した後
「開く」をタップします。

それぞれの「許可する」
のボタンを押すと画面が
出てくるので、「許可」
をタップします。

下記のQRコードを
読み込みます。

または

◆Android９シリーズまでのスマートフォンをお使いの場合
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②SIMエントリーの方法

Webブラウザで、上記
URLを入力するか、
QRコードを読み込みます。

https://rd.snxt.jp/88214

上記画面が表示されるので
ICCIDを入力し、「送信」を
タップします。

「エントリーする」をタップして、
エントリーします。

音声
通話

SIM
カード

07012345678

XX1234567890123

★ICCIDが記載されている場所

SIMカードのバーコード情報の下に
書いてある英数字になります。

◆Android10以降のバージョンのスマートフォンをお使いの場合
【初めてイッツコムスマホをご利用の場合】

『Playストア』を起動し、
『スマートフォンセキュリティ
特別版』を検索します。

下記のQRコードを
読み込みます。

または

①アプリのインストール

『スマートフォンセキュリティ
特別版』が表示されたら
『インストール』をタップします。

https://rd.snxt.jp/88214
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上記の画面が表示された
場合は、管理者権限を付
与する必要があります。
それぞれの権限の横にある
「許可する」をタップしてくだ
さい。

それぞれの「許可する」
のボタンを押すと画面が
出てくるので、「許可」
をタップします。

「スマートフォンセキュリティ
特別版」
のアプリをタップします。

①旧機種でシリアルナンバーを取得する
1)移行前の端末で、アプリを最新のバージョンにアップデートします。

2)アプリを起動し、「設定」をタップします。

3)表示されたシリアル番号を控えます。

・旧スマートフォンで対応すること
・新スマートフォンで対応すること

があります。
ご利用ガイドに従い、作業をしてください。

◆Android10以降のバージョンのスマートフォンをお使いの場合
【機種変更の場合】

※シリアルコードの入力を求められた場合は、アプリを一度閉じ、前ページの「②SIMのエントリー方法」を
再度行ってください。

③アプリの立ち上げ



②新機種でセキュリティアプリを設定する

新端末の『Playストア』を起動し、
『スマートフォンセキュリティ 特別版』
を検索します。

下記のQRコードを
読み込みます。

または

全ての許可が完了すると
シリアルナンバーを入力画面が
表示されますので、メモした番号を
入力します。

それぞれの「許可する」のボタン
を押すと画面が出てくるので、
「許可」をタップします。

上記の画面が表示された場合は、
管理者権限を付与する必要が
あります。
それぞれの権限の横にある「許可
する」をタップしてください。

『スマートフォンセキュリティ
特別版』が表示されたら
『インストール』をタップ
します。

インストールが完了した後
「開く」をタップします。
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アプリの使い方（ウイルス検査）

ウイルスを検知した場合は、
上記のようなアラートが表示されます。
駆除したいものにチェックを入れて
「駆除」をタップすると駆除ができます。

アプリのインストールやバージョンアップ時に
自動でウイルス検査が行われます。
ウイルスを検知した場合は、上記のような
アラートが表示されます。「アンインストー
ル」をタップするとアンインストールができます。

ホーム画面の「ウイルス検査」をタップ
すると、インストールされているアプリや
ファイルの検査を実行できます。



アプリの使い方（Web保護の設定）

確認して「OK」をタップします。 前の画面に戻り、「アクセサビ
リティステータス」がONになっ
たことを確認し、「有効にす
る」をタップします。

「Web保護」が有効であれば、対応ブラウザ （Chrome、
Android標準ブラウザ） は自動で保護されます。
対応ブラウザでフィッシングサイトや危険なサイトを表示しよ
うとした場合は、次のようなブロックページが表示されます。

ホーム画面の「Web保護」を
タップして設定画面を開きます。

「Web保護が無効です」と
表示され、「アクセサビリティ
ステータス」がOFFになって
いる場合は、「OFF」と表示
されているボタンをタップします。

「スマートフォンセキュリティ
特別版」 をタップします。

OFF と表示されている横に
あるスイッチをタップします。
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ソースネクストアカウント
（マイページID）とパス
ワードを入力して、
「ログイン」をタップします。

盗難対策の設定画面が
表示されます。
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アプリの使い方（盗難対策の設定）

ホーム画面の「盗難対策」
をタップします。

「権限を許可」 をタップ
します。

任意の暗証番号 （4桁の数字）
を入力して「保存」をタップします。
ここで設定した暗証番号は、盗難
対策の遠隔制御や設定変更を行
う際に必要になります。

「有効にする」をタップ
します。

■Webページから管理する
「デバイス探索」
Web管理ページ上から、デバイスの現在の位置情報を確認できます。

「遠隔ロック」
Web管理ページ上から、デバイスにロックをかけることができます。

「遠隔ワイプ」
Web管理ページ上から、デバイス内のデータを削除することができます。

「遠隔アラーム」
Web管理ページ上から、デバイスのアラームを鳴らしたり、メッセージを送
ることができます。

■SMSを使って管理する
「SMS コマンド」
SMSメッセージを送信して、デバイスを遠隔制御することができます。
（※送信方法などについては27ページ下部を参照のこと）

「SIMカード差し替え警告」
SIMカードが差し替えられた場合に、信頼する電話番号に対してSMS
メッセージを送信します。予め信頼する番号を設定しておく必要があります。

「信頼する番号を設定」
SIMカードが差し替えられた場合に通知する電話番号を設定します。
SMSコマンドのリモートワイプを実行できるのもこの電話番号からのみとな
ります。

盗難対策の各機能は初めは無効になっています。各機能を有効にする
には、その横の「OFF」 と表示されているボタンをタップします。

※ ソースネクストアカウントをお持ち
でない場合は、「新規作成」 をタッ
プして手順に沿って作成してください。
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・ SMSコマンドの送信方法
別のスマートフォンや携帯電話などから、遠隔制御するデバイスの
電話番号宛に以下のようなSMSを送信します。

「BD-xxxx SMSコマンド」(xxxx は予め設定した暗証番号です。)
(例) 暗証番号でデバイスをロックしたい場合には、「BD-1234 LOCK」という文字列をSMSで送ります。

・ 使用できるSMSコマンド
LOCATE ： デバイスの位置情報がSMSで返信されます。
SCREAM ： デバイスのアラームを鳴らして探しやすくします。
LOCK ： 暗証番号でデバイスをロックします。
WIPE ： デバイス上のすべてのデータを消去します。

（このコマンドは、予め設定した信頼する番号からのみ送信できます）
CALLME ： コマンドを送信したデバイス宛にサイレントに電話をかけることができます。

本機能を使えば、デバイスを盗んだ犯人に気付かれることなく、辺りの会話内容を聞き取ることが
できます。

HELP ： 使用できるSMSコマンドの一覧がSMSで返信されます。

機能の有効/無効を変更
する際には、暗証番号の
入力が必要です。事前に
設定した暗証番号を入力
して「送信」をタップします。

次の画面が表示された
場合は、「有効にする」を
タップして管理者権限を
有効にします。
※ 表示される画面は
OSによって違う場合があ
ります。

次の画面が表示された
場合は、「スマートフォン
セキュリティ 特別版」の
横にあるスイッチをタップ
します。

「許可」をタップします。



5. セキュリティアプリ（iOS版）
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iPhoneで使う専用ブラウザを提供。専用ブラウザを使い、フィッシング/詐欺サイトへのアクセ
スをブロックしたり、URLが安全であるかをチェックすることができます。

アプリのインストール方法

アプリをインストールします。

『App Store』を起動し、
『スマートフォン
セキュリティ』を検索

下記のQRコードを
読み込みます。

または

インストールが終了しましたら、
画面を閉じます。

画面を閉じます
※下記のような購入画面が出ますが、
画面を閉じてください。

⇒次ページへ



音声
通話

SIM
カード

07012345678

XX1234567890123
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Webブラウザで、下記URLを
入力するか、QRコードを
読み込みます。

下記の画面が表示されますので、
ICCIDを入力し、「送信」を
タップします。

下記の画面が表示されますので、
「エントリーする」をタップして、
エントリーします。

http://rd.snxt.jp/68331

★ICCIDが記載されている場所
SIMカードのバーコード情報の下に
書いてある英数字になります。

下記のQRコードを
読み込みます。

または

以上でSIMのエントリーが
完了です。

続いて、SIMカードのエントリーを実施します。
下記のURLまたは、QRコードを読み込み、Webサイトにアクセスを行ってください。
※前ページのアプリインストールとは別のQRコードになります。

http://rd.snxt.jp/68331
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アプリの使い方（URL安全性チェック）

『URLチェック』をタップ
します。

・安全なサイトの場合
∟緑字で安全を表示

確認をするURLを
記載し、『確認』を
タップします。

・危険なサイトの場合
∟赤字で危険性を表示

アプリの使い方（セーフ・ブラウザ）

『セーフ・ブラウザ』をタップ
します。

・安全なサイトの場合
∟サイトをそのまま表示

・危険なサイトの場合
∟ブロック画面を表示

専用ブラウザでサイトを
見るようにします。
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アプリの使い方（盗難対策）

『盗難対策』をタップ
します。

「有効にする」をタップ
します。

ソースネクストのマイページ
にログインします。
ログインが完了しますと、
盗難対策が、「有効」に
変わります。

https://ssm.sourcenext.com

管理画面にパソコンやスマホからアクセスし、端末の位置情報の取得、アラーム、メッセージ表示を行えます。

『ログイン』をタップします。 ソースネクストのマイページにログインします。

端末を選択後、上記のページで「探索」をクリックすると、
端末の位置情報を確認することができます。

アラームをクリックするとメッセージの送信などの画面が
表示されます。
アラームやメッセージを送りたい場合は、メッセージ内
容などを入力し、「送信」をクリックしてください。
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アプリの使い方（SNSプライバシー設定）

『SNSプライバシー設定』
をタップします。

「Facebookにログイン」を
タップするとFacebookの
ログイン画面が表示されます。

ログインが完了すると、確認が必要な
プライバシー設定の一覧が表示されます。
推奨される設定については、「おすすめ
プライバシー設定」からご確認いただけます。

「Twitterにログイン」をタップすると、
Twitterのログイン画面が表示
されます。
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アプリの使い方（データ通信量チェック）
※iPhone内のデータ容量から算出をしているため、イッツコム マイページとの差異がでる場合があります。

『データ通信量チェック』
をタップします。

データプラン（契約容量）は、
デフォルトの「定額」（無制限の
意味）とするか、お客さまが契
約している容量を設定することが
できます。
お客さまの契約プランを設定する
場合、使用状況に応じてアラー
ト表示するよう設定することもで
きます。

日単位のグラフ表示も可能です。

3G/4G、ローミング、Wi-Fiごとに、
設定した期間に応じたデータ使用量
の推移を確認できます。



6.イッツコム かんたんスマホの設定
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Androidのホーム画面をカンタンにし、フィーチャーフォンを使っていたときと同じようにスマート
フォンを使うことができるアプリです。

アプリのインストール方法

『Playストア』を起動
します。

『イッツコム かんたんスマホ』
で検索します。

ログの情報収集のお知らせ
が表示されますので「同意す
る」をタップします。

インストールが完了したら、
「開く」をタップします。

続いて、連絡先発信の機能
を利用できるよう、連絡先へ
のアクセス同意説明を確認し、
「OK」をタップします。

続いて、このアプリが連絡先
へアクセスすることを許可す
るため、「許可」をタップしま
す。
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初回の場合

設定が完了するとホーム画面が
表示されます。

電話の際に利用するアプリの
選択画面が表示されます。

必ず「連絡先」を選択して

ください。
【★注意事項★】

「ケーブルスマホ」アプリをインストール/ご
利用されている場合、選択画面に表示
があります。「ケーブルスマホ」を選択してご
利用されている場合は「連絡先」に変更
の設定をしてください。

2023年6月以降、「ケーブルスマホ」で
発信すると、かけ放題の対象外となる場
合があります。また、2023年10月以降
は回線が接続できなくなりますので、表示
があった場合はアンインストールをお願いし
ます。

電話アプリの設定確認方法

右上の「設定」をタップ
します。

右下の「詳細設定」を
タップします。

「電話をかける」ボタンの起動する

アプリが、「電話」となっていれば
問題ありません。
「ケーブルスマホ」の場合は、削除
して再度「電話」を選択ください。
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アプリの設定方法

連絡先選択画面

アプリ選択画面

右上の「設定」をタップします。

「短縮番号」をタップすると連
絡先の選択ができ、3つまで
連絡先を設定することができ
ます。

アプリを変更したい場合は、
アプリエリアをタップすると変更
することができます。

「ネット」「メール」の設定を変更
したい場合は、「詳細設定」を
タップし、変更することができます。

Androidのホーム画面に戻したいときは、
「設定」→「ホーム」→Android画面・Launcherなどの端末標準を選択してください。
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アプリの操作について

電話をかけることができます。
連絡先から、よく電話をする3つ
の番号を登録することができま
す。
登録すると、ボタンを押すだけで
その番号に電話をかけます。

Gmailかメッセージ
（SMS）を使うかを初回
に設定し、その後は設定し
たもので、メール・SMSのい
ずれかを送ることができるよ
うになります。

連絡先選択画面

【パソコンで確認できること】
で記載している内容をご確認
するためのページになります。
詳しくは
【パソコンで確認できること】
のページをご確認ください。



7. Wi-Fiの設定（かんたんスマホでの設定）
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ご自宅のネットワークにスマートフォンを接続させることができます。
設定の前にSSIDとそのパスワードの確認を行ってください。
こちらのページでは、かんたんスマホでの設定をご説明します。

ホーム画面の中で、右上
の「設定」をタップします。

下のボタンの中の「Android
設定」をタップします。

「Wi-Fi」をタップします。

Wi-Fiを「ON」にし、ご自宅
のSSIDをタップします。

ご自宅のSSIDのパスワードを
入力し、「接続」をタップします。

ご自宅のSSID

ご自宅のSSID

Wi-Fi接続ができると画面
上部に「 」のマークが出ます。



7. Wi-Fiの設定（通常のAndroid画面の場合）
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ご自宅のネットワークにスマートフォンを接続させることができます。
設定の前にSSIDとそのパスワードの確認を行ってください。

ホーム画面の中で、画
像の部分をタップします。

「設定」のボタンをタップします。 「Wi-Fi」をタップします。

Wi-Fiを「ON」にし、ご自宅
のSSIDをタップします。

ご自宅のSSIDのパスワードを
入力し、「接続」をタップします。

ご自宅のSSID

ご自宅のSSID

Wi-Fi接続ができると画面の
上記に「 」のマークが出ます。



8. WEBフィルタリング(i-フィルター)
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サービス概要

◼ ご利用料金 ： 月額220円(税込) ※1シリアル当たり1台まで
◼ ソフト名 ： デジタルアーツ株式会社 ｢i-フィルター for Android｣
◼ 注意事項

• 本サービスのご利用には予め「iTSCOM ID」の取得が必要となります。
• 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、すべての有害サイトが必ずフィルタリングされているわけではありません。

ご準備いただくもの

◼ iTSCOM ID、パスワード
※iTSCOM IDにつきましては、下記をご確認ください。

【初めてマイページをご利用になる場合】
https://www.itscom.net/support/setup/mypage/step1/

【iTSCOM ID、パスワードをお忘れの場合】
https://www.itscom.net/support/setup/mypage/idpass_forget/

お申込方法

iTSCOMマイページより、ライセンスのご購入を行っていただく必要が
あります。

※詳しくは、「マイページ」ご利用の手引きの「Webフィルタリングを利用したい」
のページをご確認ください。

https://www.itscom.net/userpage/mypage/ 「マイページ」ご利用の手引き

初めてマイページを
ご利用になる場合

iTSCOM ID、パスワード
をお忘れの場合

https://www.itscom.net/support/setup/mypage/step1/
https://www.itscom.net/support/setup/mypage/idpass_forget/
https://www.itscom.net/userpage/mypage/
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インストール方法

マイページにて、購入手続きが完了しますと、「インターネットセキュリティサービス ダウンロードへ」
のボタンが表示されます。

ボタンをクリックしますと、QRコードが表示されます。

表示されたQRコードより、アプリのインストールを行ってください。
（購入手続き後に表示されます）

その後、下記のページをご確認のうえ、PIN ID（シリアルID）をご入力いただき、インストール手続きを進めてください。

http://www.itscom.net/support/security/filter_android/install.html

i-フィルター インストール手順

お問い合わせ先について

マイページにて、購入手続きが完了しますと、ページ下にお問い合わせ先の電話番号表示されます。

ご不明な点などある場合は、そちらの電話番号にお問い合わせください。

http://www.itscom.net/support/security/filter_android/install.html


9. その他の設定
画面が暗くなるまでの時間が短いときは
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スマートフォンの画面を操作していないと自動で真っ暗になることがあります。
これは、一定時間操作されないと画面を消す設定がなされているからです。
ここでは、その時間を変更する設定方法について説明しています。
Androidのバージョンにより設定方法が異なります（ここでは、Android7を例示します）。

ホーム画面の中で、画
像の部分をタップします。

「設定」のボタンをタップします。
「ディスプレイ」をタップします。

「スリープ」をタップします。 ここでスリープ（画面が消える
までの時間）を設定できます。



9. その他の設定
5G回線を利用する場合の設定
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ご利用のスマートフォンが5G対応端末であり、5G通信をご希望の場合は、イッツコムへ5G通
信をお申し込みされた後、端末でも設定が必要となります。
以下は、Android版となります。ご利用の機種により画面は異なります。

ホーム画面の中の
「設定」をタップします。

「ネットワークとインターネット」
をタップします。

「モバイルネットワーク」を
タップします。

「4G回線による通話」
をＯＮにします。

「5G（推奨）」をタップします。同じ画面で
「優先ネットワークの種類」
をタップします。

iPHONEご利用の場合
設定＞＞モバイル通信＞＞通信のオプション＞＞音声通話とデータ を「5Gオート」に設定ください。

46ページ



9. その他の設定
留守番電話サービスの設定
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留守番電話サービスはお申し込み（開通日）より最大6日かかります。
ご利用開始と同時に「開始」された状態となります。
※留守番電話を設定していない（停止中）であっても月額はかかります。

留守番電話サービスの開始

◼ 「１４１１」 にダイヤル
▽音声ガイダンス ただいまから、留守番電話サービスを開始します。

◼音声ガイダンスを確認し、電話を切る

留守番電話サービスの停止

◼ 「１４１０」 にダイヤル
▽音声ガイダンス サービスを停止しました。

◼音声ガイダンスを確認し、電話を切る
[注意事項] この操作により、留守番電話サービス（オプション）を解約することはできません。

新しい伝言メッセージの再生・保存・消去

◼ 「１４１７」 にダイヤル
[注意事項] 新しいメッセージがある場合、通話料がかかります。

【新しいメッセージがある場合】
▽音声ガイダンス X件の新しいメッセージがあります。

X番目のメッセージです。（1件再生されます。）
このメッセージを消去するには「３」を、
もう一度聞くには「１」を、保存するには「２」を、
次のメッセージを聞くには「＃」を押してください。

◼ 「１」、「２」、「３」、「＃」 のいずれかを押す。

【全てのメッセージ再生終了後】
▽音声ガイダンス メッセージは以上です。

◼ 「＊」「通話終了」 ボタンを押す。
[注意事項] 伝言メッセージ再生後、「2」保存する、または「3」消去する、
のいずれかを行わなかったメッセージは、新しいメッセージとして残ります。

詳しい設定方法は、ホームページでご案内しております。
https://www.itscom.co.jp/support/mobile/setup/voice_mail.html

https://www.itscom.co.jp/support/mobile/setup/voice_mail.html


お役立ちアプリのご紹介
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お役立ちアプリのご紹介
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Yahoo!防災速報

総務省にて、Jアラートの受信ができない端末での対策の一つとして紹介されて
います。
（Android版、iOS版あり）

LINE

メッセージのやり取りなどで、多く使われているアプリです。
（Android版、iOS版あり）



マイページについて
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データ残量の確認方法
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イッツコム MyPAGEにアクセスします。
https://mypage.itscom.net/Top/Login/

IDとパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

画面左メニューの
「契約内容の確認・変更」をクリックします。

画面右側のエリアにて、「イッツコム モバイル」の部分まで
移動します。

「イッツコム モバイル」の中の「イッツコム スマホ」の
エリアを確認し、右にある「データ容量」ボタンを
クリックします。

ご利用いただける有効期限までのデータ容量が
表示されます。

データ残量合計 ：現時点でご利用可能なデータ容量になります。
有効期限 ：データ容量の有効期限になります。

左記の場合
ご確認いただいた時点でお使いいただくことが可能なデータ容量は、
2.22GBになります。

うち、
有効期限が2018/4/30までのデータ容量が0.20GB
有効期限が2018/5/31までのデータ容量が2.02GB

となります。

データ容量は、有効期限が短いものから消費されていきますので、
2018/4/30の有効期限のものから消費されていきます。

https://mypage.itscom.net/Top/Login/


料金明細の確認方法
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イッツコム MyPAGEにアクセスします。
https://mypage.itscom.net/Top/Login/

IDとパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

画面左メニューの
「利用明細」をクリックします。

画面右側のエリア利用明細の種類が表示されます。
「イッツコムモバイル（音声SIM）利用明細」
をクリックします。
※端末につきましては、「請求明細」をご確認ください。

ご利用明細をご確認いただくことができます。
通話料と基本料のご利用期間が異なることがありますので、
ご利用期間もあわせてご確認を行ってください。

https://mypage.itscom.net/Top/Login/


イッツコム スマホに関するお問い合わせ先

• 契約変更に関するお問い合わせ先

– イッツコム スマホにご加入の方で、ご請求内容の変更、お支払方法の変更、コー
ス変更などのお手続きは、下記の窓口にお問い合わせください。

• 端末の操作、設定に関するお問い合わせ先

– イッツコム スマホにご加入の方で、イッツコムにて提供しているモバイル端末の操
作方法や初期設定アプリの使い方などは、下記の窓口にお問い合わせください。
※当社が提供していない端末やアプリに関するお問い合わせはお答えできません。

• 端末の不具合に関するお問い合わせ先

– 端末延長保証サービスご利用の方
イッツコムにて提供しているモバイル端末の不具合については、別途お知らせして
いる窓口にお問い合わせください。

– 端末延長保証サービスをご利用でない方
イッツコムにて提供しているモバイル端末の不具合については、モバイル端末に付
属されている説明書記載の販売元までお問い合わせください。
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0120-125680

0120-660-708

受付時間 9：30～18：00

受付時間 平日 9:30～20:00／土・日・祝・年末年始 9:30～18:00


